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当社株式の時価総額及び今後の展開等について 

 

 当社の株式につきましては、平成 22 年５月の上場時価総額（月間平均上場時価総額及び月末上場

時価総額）が３億円未満となり、JASDAQ 等における株券上場廃止基準の特例第２条第１項第３号（上

場時価総額）に基づき、９ヶ月以内（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他株式会社大

阪証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヶ月以内に株式会社大阪証券取引所に提出し

ない場合にあっては３ヶ月）に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額以上

とならない時は、上場廃止となります。このことを受け、当社は、株式会社大阪証券取引所に対し

て、当該書面を提出いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１． 当社株式の時価総額について 

当社株式は、平成 22 年５月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額未満と

なりました。JASDAQ 等における株券上場廃止基準の特例第２条第１項第３号（上場時価総額）

では９ヶ月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他株式会社大阪証券取引所が必要

と認める事項を記載した書面を３ヶ月以内に株式会社大阪証券取引所に提出しない場合にあ

っては３ヶ月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額以上にな

らない時は、上場廃止になる旨規定されております。このことを受け、当社は、株式会社大阪

ク証券取引所に対して、当該書面を提出いたしましたので、お知らせいたします。但し、現在

は平成 21 年１月 13 日付「上場株券に係る上場時価総額基準の取扱いについて」及び平成 21

年 12 月 15 日付「上場株券に係る上場時価総額基準の取扱いの一部変更措置の延長について」

にて、上場時価総額基準が５億円から３億円に平成 22 年 12 月末までの間、所要額について

一部変更されております。 

 

（ご参考） 

（１） ① 当社株式 平成 22 年５月末（５/31）現在の上場時価総額 

    ５月末最終価格 1,705 円×５月末上場株式数 162,473 株 

      ＝月末上場時価総額 277,016,465 円 

② 当社株式 平成 22 年６月末（６/30）現在の上場時価総額 

    ６月末最終価格  1,730 円×６月末上場株式数 162,473 株 

      ＝月末上場時価総額 281,078,290 円 

③ 当社株式 平成 22 年７月末（７/30）現在の上場時価総額 
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    ７月 30 日最終価格 1,499 円×７月末上場株式数 162,473 株 

      ＝月末上場時価総額 243,547,027 円 

④ 当社株式 平成 22 年８月 26 日現在の上場時価総額 

    ８月 26 日最終価格 2,820 円×８月 26 日上場株式数 162,473 株 

     ＝８月 26 日現在上場時価総額 458,173,860 円 

（２） ① 当社株式  平成 22 年５月月間平均上場時価総額 289,590,069 円 

② 当社株式  平成 22 年６月月間平均上場時価総額 286,857,686 円 

③ 当社株式  平成 22 年７月月間平均上場時価総額 277,942,561 円 

④ 当社株式  平成 22 年８月 26 日までの月間平均上場時価総額 329,768,883 円 

 

２． 事業の現状 

当社の事業は大きく分けて「パッケージディストリビューション事業」、「デジタルディスト

リビューション事業」、「マーケティングソリューション事業」の３つの事業に区分されます。

パッケージディストリビューション事業は、音楽ＣＤ・ＤＶＤなどのパッケージ商品をレコー

ドメーカーより受託し、全国のＣＤショップに提供する事業です。デジタルディストリビュー

ション事業は、携帯電話やＰＣ向け音楽配信サービス及び提携会社向けにデータを提供する事

業です。また、マーケティングソリューション事業は、データ入力等のシステムソリューショ

ンやイヴェント企画・制作等のサービスを提供する事業です。 

当社の属する音楽業界の市場環境は、依然として厳しい状況で推移しております。とりわけ、

当社の主力商材であるインディーズ・マーケットにおいては大きなヒット作がない状況が続き、

日本レコード協会資料においても音楽ＣＤ生産状況（平成 22 年１月から平成 22 年６月）が数

量で 95,748 千枚（前年同期比 3.5％減）、金額で 104,615 百万円（前年同期比 10.6％減）と依

然として市場環境は縮小傾向となっております。 

さらに、携帯電話向け音楽配信サービスについても、ダウンロード数（平成 22 年１月から平

成 22 年３月）が 100,041 千回（前年同期比 6.4％減）、金額で 19,074 百万円（前年同期比 2.8％

減）となり、市場規模は縮小する傾向にあります。 

ＰＣ等によるインターネットダウンロードについては、ダウンロード回数（平成 22 年１月か

ら平成 22 年３月）が 11,834 千回（前年同期比 3.9％増）、金額で 2,657 百万円（前年同期比 8.6％

増）と拡大傾向にありますが、市場規模は未だ小さい状況となっており、パッケージディスト

リビューションの落ち込みを補いうるまでには至っていないのが現状です。 

このような環境下にあり、当社は、平成18年８月期、平成19年８月期、平成20年８月期及び

平成21年８月期と４期間連続して営業損失を計上してまいりました。 

当社では「既存マーケットの縮小に見合ったコスト構造を確立するために徹底したコスト意

識に基づく強力なコスト削減を先ず達成すること」こそが、経営合理化及び事業部門の収益化

に直結すると考え、平成19年８月期より、販売費及び一般管理費の大幅な削減に取り組んでお

ります。また、平成20年８月期においては、事業領域の類似性を考慮して連結子会社を整理・

統合し、事業資産の一体運用による経営資源の効率化を図ってまいりました。 

さらに、平成21年８月期においては、平成20年10月に策定した「平成21年８月期経営改善計

画」に基づき、返品・リベート率の改善、特別返品対象商品の販売圧縮による仕入掛率の改善

及びシステム運用費の削減等を実行し、売上原価率を80.3％（前年同期比3.4％減）と改善い

たしました。 

この結果、平成21年８月期の業績は、売上高が2,590百万円（前年同期比33.4%減）と大幅に

減少という市場環境の更なる悪化の中、引続き営業損失176百万円を計上したものの、コスト

削減が奏功し、前年同期の営業損失356百万円に比して赤字幅を削減いたしました。 

なお、平成21年８月期末において希望退職者の募集を行ったことに伴い早期割増退職金12百

万円等を計上したこと及び株式会社ディスカスの棚卸資産の一部について評価損を計上した

ことによる特別損失51百万円の影響等により、当期純損失は261百万円（前年同期は当期純損

失264百万円）となりました。 
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現在（平成22年８月期）も、当社を取り巻く環境は、非常に厳しい状況にありますが、音楽

ＣＤ市場はさらに縮小することが予想されるため、引き続き経費削減に取り組むことはもちろ

んでありますが、既存事業の「選択と集中」を一層徹底し、レーベル事業のうち極端に採算性

の低い新譜制作については当面凍結すること、返品リスクの低い通信販売を強化すること、有

料音楽配信事業を柱とするデジタルディストリビューション事業の収益拡大につなげるべく、

事業シナジーの高い会社との事業提携を進めること等により、収支状況の改善を図ることとし

ております。 

平成22年８月期第３四半期までの業績は、営業損失134百万円及び四半期純損失157百万円を

計上し、営業キャッシュフローは217百万円のマイナスとなっておりますが、本年１月に公表

いたしました「ダイキサウンド リヴァイヴァルプラン」に基づいた各種施策を遂行すること

により、平成22年３月から５月までの営業キャッシュフローがプラスとなるなど業績回復の兆

しが見え始めております。 

事業資金の確保及び財務内容の改善については、当社は、平成22年３月に、アイシス・パー

トナーズ株式会社に対し短期借入金債務の株式化（デット・エクィティ・スワップ）による第

三者割当増資を行いました。当社は、今後も安定的に事業資金を確保するため、親会社である

アイシス・パートナーズ株式会社との連携を強化し、事業資金の一時的な不足に対して、臨機

に調達できる体制を整えており、平成22年４月の取締役会決議により、商標権譲受費用として

53百万円の借入極度契約を締結し、借入を実行しております。 

このような施策を推し進めており、さらなる経営状況の改善を目指し、市場環境の変化に左

右されにくい事業構造を構築すべくより一層努力してまいります。 

 

３． 今後及び実施中の施策と事業計画 

当社は、平成 22 年８月期において、平成 22 年１月に「ダイキサウンド リヴァイヴァルプ

ラン」を策定し、業績回復に向けた取組を行っておりますが、既に策定から半年を経過し、一

定の成果が見え始めております。 

 

（１） 既存事業におけるビジネスモデルのブラッシュアップ 

当社の事業は大きく分けて「パッケージディストリビューション事業」、「デジタルディス

トリビューション事業」、「レーベル事業」の３つの事業に区分されます。 

パッケージディストリビューション事業は、音楽ＣＤ・ＤＶＤなどのパッケージ商品をレ

コードメーカーより受託し、全国のＣＤショップに提供する事業です。デジタルディストリ

ビューション事業は、携帯電話やＰＣ向け音楽配信サービス及び提携会社向けにデータを提

供する事業です。また、マーケティングソリューション事業は、データ入力等のシステムソ

リューションやイヴェント企画・制作等のサービスを提供する事業です。 

なお、以下の記述の「実績及び当期計画数値表」における平成 22 年８月期の計画値につ

いては、平成 22 年４月 13 日の業績予想修正後の数値であります。 

 

① パッケージディストリビューション事業にかかる取組み 

 

実績及び当期計画数値表 

   （単位：百万円） 

  平成 21年８月期 

実績 

平成 22 年８月期 

計画 

平成 23 年８月期 

計画 

売上高 2,251 1,126 1,800 

営業費用 2,197 1,064 1,650 

営業損益 54 61 150 

※ 各項目の「実績及び当期計画数値表」における営業費用には、総務部門等の管理部門に

係る費用をはじめとする配賦不能営業費用等消去又は全社に係る費用として取り扱うべき
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ものについては含んでおりません。 

 

平成 22 年８月期における「パッケージディストリビューション事業」の具体的な取り

組み内容は下記のとおりであります。なお、昨今の音楽ＣＤ市場は、急激に縮小しており、

当社としても、従来の売上を維持することは簡単ではないと考えておりますが、営業効率

の向上を図り、損益の改善に努めてまいる所存であります。 

 

「平成 22 年８月期の重点実施項目」 

(i) 販売支援策の強化 

当社の主力商材であるインディーズＣＤについては、コアなファンが一定数存在する

ことから売上については底堅い面はあるものの、幅広い層への周知という点については

改善の余地があるといえます。このため、以下のような販売支援策を実行していきます。 

• 当社は、平成 21 年 12 月に、情報誌「d×PORT」を創刊し、アーティスト、レー

ベル、ショップ等の音楽業界関係者に向けホットなトピックを発信したり、アー

ティスト、レーベル、ショップ等の活動状況を紹介してまいりましたが、8 月よ

り、リニューアルを行いタイトルを「Brilla」と改め、美容室やカフェなどに設

置を行い、女性を中心とした一般のリスナーに向けて情報を発信しております。

このフリーペーパー発行により、広告収入が見込めるほか、広く一般に当社取扱

商品の情報等を提供することにより販売促進につなげることを企図しておりま

す。 

• 当社は、平成 21 年 12 月よりダイキサウンドライヴを主催しており、８月末まで

に３回実施しております。今後もこうしたライヴイヴェント等を年に３～４回実

施することとしており、生のアーティストに触れる場をファンに提供し、新たな

購買層の獲得を行ってまいります。 

• 上記のような事業は、単体の事業としてのみならず、「アーティストや取引先を

大切にする」というダイキサウンドの企業としてのあり方をアーティスト、レー

ベル、ショップ等に示す格好の場となっており、これらにより、関係取引先との

信頼関係を醸成していくことも重要であると考えております。こうした情報誌や

イヴェントを通じたプロモーションについてレーベルへの提案を行い、レーベル

との連携を強化するとともに、幅広い商品ラインナップの提案を行ってまいりま

す。 

(ii) 新たな販路の開拓による営業範囲の拡大 

現在、音楽ＣＤ市場は低迷が続いており、これまでと同じ商材、販路だけでは、売上

の維持も難しい状況であります。これまで、当社のパッケージ商品の売上の大部分はい

わゆるレコード店に依存しておりましたが、こうした状況に鑑み、例えば、若年者にし

か聞こえないと言われる「モスキート音」を収録したＣＤのようにゲーム性のある音源

やヘアメイクのやり方のＤＶＤ等、音楽の枠にとらわれないエンターテイメント性の高

い新たな商材を発掘するとともに、商材の特性を十分に発揮できるよう、いわゆるレコ

ード店に固執することなく、バラエティショップ等の専門店など新たな販路を開拓する

べく、店舗側のニーズも敏感に情報収集しながら営業担当者を中心に努力してまいりま

す。 

(iii) インターネット通信販売の拡充による返品リスクの軽減 

音楽ＣＤのショップでの販売量が縮小する中で、インターネットを利用した通信販売

については、堅調に推移しており、かつ、返品リスクも小さい（平成 21 年８月期の返

品率はパッケージ全体 15.3％に対し、インターネット通販では、不良返品等のイレギュ

ラー要因のみ）というメリットがあります。現在のところ、当社においては、主力の販

売サイト１社における売上がインターネット通信販売の９割以上を占めておりますが、

少量で多品目であり、多数の中から自分に必要な 1 枚を探し出すという点において、検
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索性に優れたインターネット通信販売はインディーズ商品の特性に合致していること

から、汎用性に優れた既存の通信販売サイトに加え、専門性の高い商品を嗜好する利用

者の年齢や客層を考慮して、こうした商品に適した新たな通信販売ルートを当期末まで

に 10 社確保することを目標とし、売上の向上を目指しており、平成 22 年 7 月末現在で

３社での取扱いが決定しております。 

(iv) 海外でのパッケージ販売の検討 

当社は、過去にも海外現地法人を設置し、事業を行った経緯がありますが、この時は

主として、海外での楽曲権利の購入及びシステム開発等を行ったものであり、海外での

パッケージ販売については、行っておりませんでした。しかしながら、国内の音楽ＣＤ

市場が縮小する一方で、ＥＵ圏においても日本の楽曲に関心を示す層が一定数いると考

えられることから、株式会社クールジャパン、株式会社ナビバードと提携し、当社とし

ては大きなコストをかけずに低リスクでパッケージ商品を輸出することとしてまいり

ます。本件については、当期に直ちに結果が出る性格のものではありませんが、将来、

国内市場がますます冷え込むことが予想される中で、２年後の第 14 期を目途に 100 百

万円程度の売上を見込んでおります。 

(v) その他の取り組み 

前期（平成 21 年８月期）から引き続き、レーベルの移転等による所在不明や音信不

通及び支払合意がなされないレーベルに対する対応部署としてレーベル管轄部署であ

る営業管理部を責任部署としており、各レーベル向けに追跡調査を実施し、各レーベル

との未回収債権の交渉をすることにより、債権回収を強化しております。前期から当期

の第１四半期にかけて、債務者との交渉や法的手続に着手するなど回収の準備作業を進

め、第２四半期より本格的に回収に入り、これまでに約 15 百万円を回収しており、今

後も継続して取り組んでまいります。 
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② デジタルディストリビューション事業にかかる取組み 

実績及び当期計画数値表 

   （単位：百万円） 

  平成 21 年８月期 

実績 

平成 22 年８月期 

計画 

平成 23 年８月期 

計画 

売上高 215 147 250 

営業費用 207 123 187 

営業損益 7 24 62 

※ 各項目の「実績及び当期計画数値表」における営業費用には、総務部門等の管理部門に

係る費用をはじめとする配賦不能営業費用等消去又は全社に係る費用として取り扱うべき

ものについては含んでおりません。 

 

「平成 22 年８月期の重点実施項目」 

(i) インターネットダウンロード配信の強化 

携帯電話向け音楽配信サイトの成長に陰りが見えている一方で、ＭＰ３等携帯音楽プ

レーヤー向けにＰＣやスマートフォンを利用した楽曲のダウンロード販売については、

今後成長が見込まれることから、当社は、積極的に事業化を行ってまいります。ＭＰ３

等による音楽配信については、順調に市場規模が拡大しており、中長期的には有力な商

材となることが期待されるものの、現状ではまだ成長途上であり、市場規模は大きくあ

りません(注)。しかしながら、有力な配信サイトは限られており、今の段階で先鞭をつけ

ることで、商材を獲得することにより、当社は、同業他社に対してアドバンテージを得

ることが可能となるものと考えております。このような状況の中で、当社の現在の主た

る商材が携帯電話向けであり、携帯音楽プレーヤー向けの商材へシフトする端境期であ

ることから、当期については、引き続き携帯電話向けの音楽配信が主力となることが予

想され、前期比 26.5％減の 158 百万円を見込んでおります。 

注）2010 年１～３月の売上で携帯電話向け 19,074 百万円（前年同期比 2.8％減）に対し、

ＭＰ３等は 2,657 百万円（前年同期比 8.6％増）（日本レコード協会調べ）） 

 

 

 

（２）マーケティングソリューション事業による売上増加及び収益性向上 

実績及び当期計画数値表 

   （単位：百万円） 

  平成 21 年８月期 

実績 

平成 22 年８月期 

計画 

平成 23 年８月期 

計画 

売上高 － 177 300 

営業費用 － 87 210 

営業損益 － 90 90 

※ 各項目の「実績及び当期計画数値表」における営業費用には、総務部門等の管理部門に

係る費用をはじめとする配賦不能営業費用等消去又は全社に係る費用として取り扱うべき

ものについては含んでおりません。 

 

当社がこれまでに行って来た業務で培ったノウハウを活かしてＷＥＢコンテンツや

フリーペーパー等の作成や作成支援、システム開発及び運用、他のメディアの開拓やイ

ベント開催支援業務といった関連事業を行います。また、パッケージ販売や音楽配信事

業と、これらの事業との連携を図っていくこととしています。具体的には、株式会社ヒ
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ューマンデベロップメントリポートの展開するファッションブランド「クリスタルボー

ル」とのコラボレーション CD を発売したり、ミス・ユニバースジャパン壮行会の音楽

プロデュースを行うなど、他業種との積極的なコラボレーションを行っております。ま

た、神宮球場に広告を掲出している関係から、始球式等にアーティストを出演させるな

ど、これまでとは違った形でのプロモーションを行っております。当期においては、こ

れらの関連事業により、264 百万円を見込んでいます。 

 

（３）販売費及び一般管理費の削減    

実績及び当期計画数値表 

販売費及び一般管理費計画表 （連結ベース）            （単位：千円） 

科目 平成 21 年８月期 

実績 
前期比 

平成 22 年８月期 

計画 
前期比 

平成 23 年８月期 

計画 
前期比 

物流費 130,985 68.8％ 70,532 53.8％ 106,000 150.2％ 

販売促進費 26,308 66.6％ 18,481 70.2％ 9,500 51.4％ 

役員報酬 40,293 82.5％ 21,450 53.2％ 24,000 111.8％ 

人件費 228,918 78.1％ 91,657 40.1％ 81,000 88.3％ 

外部委託費 40,948 95.8％ 25,551 62.3％ 15,600 61.0％ 

地代家賃 33,224 73.6％ 21,038 63.3％ 18,000 85.5％ 

リース料 11,277 41.7％ 5,121 45.4％ 5,250 102.5％ 

支払報酬 57,040 112.7％ 45,970 80.5％ 48,000 104.4％ 

貸倒引当金繰入 11,083 ―％ 19,375 174.8％ ― ―％ 

その他 107,540 42.3％ 89,231 82.9％ 102,000 114.3％ 

合計 687,620 69.3％ 408,406 59.3％ 409,350 100.2％ 

（注記）人件費内訳は、給料手当て、雑給（経理派遣含む）、奨励金、法定福利費、退職給与引当金

繰入、通勤費、福利厚生費としております。 

   

・ 物流費  

物流費については、概ね音楽ＣＤの売上高に比例しており、平成 22 年８月期

計画は売上高の減少を見込んでいることから、平成 21 年８月期実績 130 百万円

から 60 百万円減少の 70 百万円を見込んでおります。 

・ 販売促進費 

販売促進費については、レーベル事業における新規アーティストの開拓等の

事業を休止したことから、平成 21 年８月期実績 26 百万円から７百万円の削減

を行い、平成 22 年８月期は 18 百万円を目標としております。 

・ 役員報酬   

役員報酬については、個別の支給額の減額により、平成 22 年８月期計画は平

成 21 年８月期実績 40 百万円から 18 百万円削減し、21 百万円とすることとし

ております。 

・ 人件費 

人件費については、平成 21 年８月期末に希望退職者の募集を行なった結果

15 名の削減が行なわれたことにより、平成 22 年８月期計画は平成 21 年８月期

実績 228 百万円から 137 百万円削減し、91 百万円とすることとしております。 

・ 外部委託費 

当社における外部委託費は、派遣社員受け入れに伴う派遣料の支払及び外部

機関への業務のアウトソースに係る費用であります。既存社員の業務の効率化

により、外部委託費の軽減を図り、平成 22 年８月期計画は平成 21 年８月期実

績 40 百万円から 15 百万円削減し、25 百万円とすることとしております。 

・ 地代家賃 
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地代家賃は、平成 21 年 12 月に本社事務所の移転を実施した結果、平成 21

年８月期実績 33 百万円から 12 百万円の削減により、平成 22 年８月期は 21 百

万円を見込んでおります。 

・ リース料 

リース料は、基幹コンピュータシステムのリースアップ等により、平成 21

年８月期実績 11 百万円から６百万円の削減により、平成 22 年８月期は５百万

円を見込んでおります。 

・ 支払報酬 

支払報酬は、会計監査人や顧問契約を締結した弁護士や税理士等に支払う報

酬ですが、これら契約先において当社の現状をご理解頂き、合理的な範囲で報

酬額の見直しにご協力をいただいており、平成 21 年８月期実績 57 百万円から

11 百万円の削減により、平成 22 年８月期は 45 百万円を見込んでおります。 

 

（４）資本政策 

当社は、事業資金の確保について、今後１年間の安定的な事業資金を確保することが必要

であると認識いたしております。 

事業資金の確保及び財務内容の改善について、当社は、今後、安定的に事業資金を確保す

るため、親会社であるアイシス・パートナーズ株式会社との連携を強化し、事業資金の一時

的な不足、その他の営業政策上必要な出費に対して、臨機に調達できる体制を整えており、

平成22年４月27日の取締役会決議により、商標権譲受費用として53百万円の借入極度契約を

締結し、借入を実行しております。 

また、平成22年３月16日には、現況の時価総額に鑑み時価総額を増大させ債務超過のリス

クを回避するため、当該借入金の一部である62百万円について、短期借入金債務の株式化（デ

ット・エクィティ・スワップ）による第三者割当増資を実施いたしました。 

同社からは、今後とも臨機に財務面の支援を受けられるよう協議しております。 

こうした状況の中で、今後の事業展開等との関連性を充分検討の上、最善の対応が可能と

なるような資本政策を検討してまいります。 
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４． 今後の見通し及び上場維持に向けて 

当社が展開するインディーズを中心とした音楽事業は才能あるミュージシャンを発掘し、世

に送り出すという、本邦の音楽文化の下支えをなすものであり、今後も消費者の皆様にお役に

立てるものであると確信しております。また、前記のとおり当社のコア事業である、パッケー

ジディストリビューション事業及びデジタルディストリビューション事業に加え、既存事業と

のシナジーを有する新規事業を展開し、収益性を高める努力を継続する事により、当社の企業

価値を高める余地は十分にあると考えております。当社は引き続き上場維持に向けて安定的な

収益力を確保するために、全社員が一致協力、一丸となって取り組んで参ります。 

 

尚、今般、本書面を株式会社大阪証券取引所に提出することによりまして、所要額以上への

回復の期限が平成 23 年２月 28 日までに延期されます。１日でも早く諸施策の取組みを具体化

し成果をあげて参ります。 

株主、投資家の皆様のご理解を頂き、企業価値を高めて行くことで上場を維持して行きたい

と考えております。 

 

以 上 


