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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 10 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３億円未満となりましたので、今後の見通し等につきまして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 10 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。大阪証券取引所の「JASDAQ における有価証券上場規程」第 47 条第１項第２号、

「業務規程、受託契約準則その他本所の規則の施行に伴う経過措置に関する規則」第４条第 14

項及び第 15 項第１号の規定により、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。 

 

（ご参考） 

（１） ① 当社株式 平成 22 年 10 月末（10/29）現在の上場時価総額 

    10 月末最終価格  1,700 円×10 月末上場株式数       162,473 株 

      ＝月末上場時価総額     276,204,100 円 

② 当社株式 平成 22 年 11 月末（11/30）現在の上場時価総額 

    11 月末最終価格  1,795 円×11 月末上場株式数        162,473 株 

      ＝月末上場時価総額     291,639,035 円  

③ 当社株式 平成 22 年 12 月末（12/30）現在の上場時価総額 

    12月末最終価格  1,600円×12月末上場株式数         162,473株  

                     ＝月末上場時価総額     259,956,800 円   

 

（２） ① 当社株式  平成 22 年 10 月月間平均上場時価総額         275,497,342 円 

② 当社株式  平成 22 年 11 月月間平均上場時価総額         264,394,878 円 

③ 当社株式  平成 22 年 12 月月間平均上場時価総額         287,182,633 円 

 

 

 

 1



 

２． 事業の現状 

当社の事業は大きく分けて「ディストリビューション事業」と「マーケティングソリューシ

ョン事業」の２つの事業に区分されます（平成 22 年 8 月期までは「ディストリビューション事

業」は「パッケージディストリビューション事業」と「デジタルディストリビューション事業」

の２事業からなっておりましたが、今期よりこれを統一致しました）。ディストリビューション

事業については、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と携帯電話向け音楽配信サービス及び提携会社向けにデータを提

供する事業を推進しております。また、マーケティングソリューション事業は、これまでのレ

ーベル、アーティストとの関係や経営合理化の過程で得たノウハウを活用し、イベント企画や

データ入力、広告宣伝等の事業を行っているものです。 

当社の属する音楽業界の市場環境は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、かつ日本レ

コード協会資料においても音楽 CD 生産実績が数量で前年同期比 5.6%減、金額で同 12.4%減（日

本レコード協会発表より）となるなど、市場の縮小傾向が継続しております。 

さらに、インターネットや携帯電話を通じた有料音楽配信サービスについても、売上実績が、

平成 21 年７月から平成 22 年６月までのダウンロード数で前年同期比 3.4%減、金額で同 0.4%

減（日本レコード協会発表より）と市場規模の伸張が頭打ちとなっております。 

このような事業環境のもと、当社は、平成21年10月に「平成22年８月期収益改善計画」を、

さらに平成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、早期の黒字回復を

目指し、経営資源の主力事業への集中、コスト削減による売上原価率の改善及び費用の圧縮、

音楽CD市場の縮小に伴う新たな収益源の開拓に注力しました。 

売上原価率については、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ました。一方で例年原価率改善の阻害要因と

なっていた棚卸資産の評価減について第13期以降の影響を抑えるため評価基準を見直し、当連

結会計年度において247百万円の評価減を実施しました。この影響により売上原価率は前期比

5.8%増（前期80.3%から当期86.1%）となりましたが、棚卸資産の評価減の影響を除いた場合の

売上原価率は70.8%程度となります。 

販売費及び一般管理費については合計140百万円（前期比20.4%減）減少いたしました。これ

は、役員報酬等の人件費を63百万円（前期比61.3%減）削減したほか、本社事務所移転による

地代家賃の削減等経費全般の削減をおこなったことによるものです。 

以上の結果、当期の連結業績は、売上高が1,620百万円（前期比37.5%減）と減少し、営業損

失322百万円（前期は営業損失176百万円）、経常損失440百万円（前期は経常損失191百万円）

となりました。また、本社移転に伴う原状回復費等の特別損失17百万円、子会社売却益159百

万円の影響等により、当期純損失は313百万円（前期は当期純損失261百万円）となり、この影

響で最終的に133百万円の債務超過となりました。 

なお、親会社であるアイシス・パートナーズ株式会社との間で借入極度契約を締結し、当該

契約に基づいて仕入債務決済資金及び商標権の購入費用を主な資金使途として173百万円の借

入を実行いたしました。また、財務内容の改善を図るために、平成22年３月16日付で62百万円

の短期借入金債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資をおこな

いました。 

現在（平成23年８月期）においては、まず財務体質改善のために平成22年12月１日に短期借

入金債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）158百万円を含む204百万円の第三者割当

増資をおこない債務超過の解消を達成致しました。また、当社の事業セグメントを従来の「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分野から、「パッケージディストリビューション事業」と「デ

ジタルディストリビューション事業」を統合して「ディストリビューション事業」とし、「マ

ーケティングソリューション事業」については今後取組む新規事業も含めて「ソリューション
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事業」という２分野に整理致しました。これにより、管理業務を効率化すると同時にシナジー

を活かした営業支援体制を取れるように取組んでいく予定です。 

当社の売上の８割以上を占めてきたディストリビューション事業がおかれている音楽CD市

場自体が縮小傾向にある中で、その中でもインディペンデント・レーベルを取扱う当社の事業

環境は非常に厳しい状況にあります。このため、縮小する音楽CD市場に対応して、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」による重要レーベ

ルとの関係深化による売り上げの維持向上をはかり、一方で管理業務の効率化を一層徹底する

ことにより採算性の改善に取組んでおります。さらに、ソリューション事業を第３の柱の事業

とすべく、さらなる成長のための布石をうち、全社レベルでの収支状況の改善を図ることとし

ております。 

これらの施策についてまだまだ緒に就いたばかりですが、一部では結果も出てきており、平

成23年８月期第１四半期においては、ディストリビューション事業においても売上高の減少に

歯止めがかかる兆しが出てきており、前年同期の売上高359百万円に対し475百万円と持ち直し

ており、ソリューション事業の寄与もあり営業利益85百万円という結果となりました。 

また、営業キャッシュフローに関しては、27百万円の減少となりました。しかしながら前年

同期比（前年同期は営業キャッシュ・フロー144百万円の減少）では大幅な改善となりました。 

当期（第13期）第２四半期においても大きな売上が期待されるタイトルが幾つか控えており、

ディストリビューション事業については引続き改善傾向が期待され、ソリューション事業も順

調に拡大しいていく見込みです。 

さらに、これまでも経費削減を継続的に行ってまいりましたが、平成23年８月期も引続き削

減に務めると同時に、債権債務の管理や流通在庫の管理をより厳格かつ効率的におこなうこと

でより効率と採算性の向上を図っていく所存です。 

事業資金の確保及び財務内容の改善については、まず、平成22年３月16日付で62百万円の短

期借入金債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資(優先株式)を

おこない債務超過を解消し財務内容を改善致しました。今後、各事業部門の業績が安定的に推

移すれば、新たな事業資金の確保は必要ないと推察されますが、万が一の事態に備え、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まいります。 

このような施策を推し進めており、さらなる収益性の向上を目指し、外部環境の変化に強い 

事業構造を構築すべくより一層邁進して参る所存でございます。 

 

３． 今後及び実施中の施策と事業計画 

平成 23 年８月期は、経営資源の主力事業への集中、コスト削減による売上原価率の改善及

び費用の圧縮、音楽 CD 市場の縮小に伴う新たな収益源の開拓を着実に推進し、早期黒字化に

邁進しております。 

そのための具体的な取組みにつきましては下記のとおりであります。 

 

（１） 収益力の向上 

当社の事業は「ディストリビューション事業」と「ソリューション事業」の２つの事業に

区分されます。 

ディストリビューション事業につきましては、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や、携帯電話向け音楽配信サ

ービス及び提携会社向けにデータを提供する事業を推進しております。 

ソリューション事業につきましては、これまでのレーベル、アーティストとの関係や経営

合理化の過程で得たノウハウを活用し、イベント企画やデータ入力、広告宣伝等の事業を行

っているものです。 
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① ディストリビューション事業にかかる取組み 

平成 23 年８月期における「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 市場および音楽配信市場の動向は、前述の

とおり全体としては縮小傾向が継続しております。かかる環境下、当社としては、この事

業分野における大幅な売上の増加は難しいと考えておりますが、取扱いレーベルの取捨選

択による「売れるタイトル」への経営資源の集中と営業効率の向上を図り、売上の維持・

向上と損益の改善に努めてまいる所存であります。 

 

「平成 23 年８月期の重点実施項目」 

(i) レーベルに対する販売支援策の強化 

販売支援策として、従来からレーベル向けに提供している「レーベル支援システム」

の加入促進及び機能強化をおこなうとともに、後述の通り取り扱いレーベル数を絞り込

むことにより、より質の高いレーベルへの提案及び連携強化をおこない付加価値を高め、

結果として当社の売上維持・向上と採算性の向上に努めてまいります。 

(ii) インターネットダウンロード配信の強化 

MP3 等携帯音楽プレーヤー向けに PC 等を利用した楽曲のダウンロード販売について

は、引き続き安定した需要が見込まれ、また大手プラットフォームの参入が見込まれる

ため、積極的に事業を推進してまいります。 この一環として、平成 22 年 11 月９日よ

りサービスを開始した「アマゾン MP３ストア」において、当社がメタデータで管理して

いる２万曲近い楽曲の中から順次を提供してまいります。また、このデータ整備のため

に本年 12 月におこなった増資による資金の一部を使用して参ります。 

(iii) インターネット通信販売の拡充 

現状のインターネット通販の動向に鑑み、販売実績が堅調な既存のサイトに加え、新

たな通信販売ルートを確保やインターネット通販に適すると思われる新規商材の発掘

に注力し売上の維持・向上を図ります。 

(iv) インターネットにおける新たなサービスの開拓 

インターネットを活用した新規サービスにより新たな収入源を確保すべく、自社での

新規サービスの開発のみならず他社との積極的な提携通じて新たなビジネスモデルの

確率を図ってまいります。 

(v) 営業効率の向上 

タイトルや販路の選択と集中を行うため、今後、新譜を取り扱うレーベル数を 350 社

程度に絞り込んでまいります。このことにより、従業員の生産性の向上に取り組んでま

いります。一方で新たな販路の開拓に努め、これに適した有力商材を確保して売上の維

持・向上を図ります。 

(vi) 海外でのパッケージ販売の検討 

当社は、過去にも海外での楽曲権利の購入及びシステム開発等を行ったことはありま

すが、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、海外において、日本の楽曲に関心を示す層が一定数

いることは既に周知の事実となっております。そこで、今期は海外で日本文化を紹介す

るようなコンベンションに出展し、当社の取扱うアーティストを紹介するともにそのパ

ッケージ商品をオンラインや配信で購入できるプラットフォームを整備してまいりま

す。この事業化の初期段階として約 10 百万円程度を投資することをプラットフォーム

整備に投資する予定です。 
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② ソリューション事業にかかる取組み 

ソリューション事業につきましては、これまでのレーベル、アーティストとの関係や経

営合理化の過程で得たノウハウを活用し、イベント企画やデータ入力、広告宣伝等の事業

を行っているものです。 

市場環境の変化において、音楽 CD 市場はさらに縮小することが予想されるため、ディ

ストリビューション事業に過度に依存しない体質を築いていくことが重要であると認識

しております。そのため、事業分野での新規事業投資として 25 百万円投資し下記事業の

強化を図っております。 

先ず第 1 として、平成 22 年８月より iＰad/iＰhone 向けの幼児向け絵本を中心として

実験的に電子出版事業に参入しております。平成 22 年９月には作品のラインナップを大

幅に増やし、事業性の検証を行ってまいりました。その結果を受け、本格的に事業化を行

うにあたってパートナーの選定及び条件の確定を行っているところであり、平成 23 年３

月を目途に投資が完了できるよう鋭意検討中であります。 

さらに、第二弾として広告代理店事業およびイベント企画事業への投資案件を検討中で

あり、これらを踏まえソリューション事業をディストリビューション事業と並ぶ売上・収

益の柱とすべく、これまで培ってきたノウハウをベースに音楽関連事業とのシナジーも拡

大し、今後の主力事業として成長させるべく注力してまいります。 

 

（２） 販売費及び一般管理費の削減と業務の効率化 

① 経費削減の実績 

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 20 年８月期

実績 
100.0％

平成 21 年８月期

実績 
前期比

平成 22 年８月期 

実績 
前期比

物流費 190,316 100.0％ 130,985 68.8％ 85,171 65.0%

販売促進費 39,527 100.0％ 26,308 66.6％ 19,178 72.9%

役員報酬 48,834 100.0％ 40,293 82.5％ 20,563 51.0%

人件費 293,286 100.0％ 228,918 78.1％ 136,671 59.7%

外部委託費 42,744 100.0％ 40,948 95.8％ 23,078 56.4%

地代家賃 45,149 100.0％ 33,224 73.6％ 20,685 62.3%

リース料 27,030 100.0％ 11,277 41.7％ 5,346 47.4%

支払報酬 50,606 100.0％ 57,040 112.7％ 47,635 83.5%

貸倒引当金繰入 ― 100.0％ 11,083 ―％ 113,866 1027.4%

その他 254,169 100.0％ 107,540 42.3％ 94,298 87.7%

合計 991,665 100.0％ 687,620 69.3％ 566,491 82.4％

（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。 
   

当期においても希望退職の実施等広範な経費削減を実行し、上記の通り一定の成果を上

げて参りました。今後、早期の黒字化に向けて更にコスト削減を進めていくことが必要と

なっており、今後も在庫の圧縮による物流費の削減や業務フローの改善とシステム化によ

る無駄の排除や一層の効率化を通じて、さらなる固定費削減を図ってまいります。 

 

（３） 債権管理および回収努力 

債権管理及び回収の問題については、経営上の重要課題の一つであると認識しておりま

す。このため、レーベルの絞込みや流通在庫の管理の精緻化などを含め、日常の債権管理、

債権回収努力及び与信管理を改めて徹底してまいります。 
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（４） 事業再構築の継続 

事業構造改革の一環として、より強固な経営基盤の確立並びに成長促進を図るために、

当社を事業持株会社体制へ移行、平成 23 年３月１日をもって当社の商号を「株式会社フ

ォンツ・ホールディングス」に変更することとし、事業持株会社体制への移行いたします。

これにより、これにより、当社は今後、既存事業として基盤の確立しているディストリビ

ューション事業を平成 23 年３月１日をもって新設分割により設立されるダイキサウンド

株式会社に事業を承継させ、自主独立経営の徹底を図るとともに、事業持株会社としてマ

ーケティングソリューション事業の更なる拡大と新規事業への取組み並びにグループ経

営戦略の策定・推進等に注力し、グループ全体として収益拡大を目指して参ります。 

 

（５） 資本政策 

① 当社本体の資本増強 

今回の当期純損失及び債務超過に陥ったことを受け、平成22年11月29日開催の定時株主総

会において、アイシス・パートナーズ株式会社を割当先とする204百万円の第三者割当増資

を決議し、平成22年12月１日にこれを実行致しました。このことにより債務超過が解消され、

財務内容の改善を図られております。 

事業資金の確保については、当面、自立的に事業運営が可能なレベルの収支状況が続くこ

とが想定されており、外部調達の必要性については薄れてきたものと思われます。但し、今

後、不測の資金需要への対応や新規事業への取組みのための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、万が一、資金需要が発生した

場合に臨機に調達できる体制を整えてまいります。 

資本増強につきましては、今後の新規事業展開等との関連性を充分検討の上、最善の対応

が可能となるように検討しております。 

 

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、当該事業は今後も消費者の皆

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、

ディストリビューション事業に加え、新たにスタートしたソリューション事業についても一定

の成果を上げつつある状況になってきており、さらに既存事業とのシナジーを活かして収益性

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、本書面をジャスダック証券取引所に提出することによりまして、上場時価総額３

億円以上への回復の期限が平成 23 年７月 31 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 
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【ご参考１】 

平成 23 年８月期の業績予想につきましては、平成 23 年１月 14 日付で開示しております、平

成 23 年８月期第１四半期決算短信（非連結）に記載の通りであります。 

 

<連結業績>           （単位:百万円） 

第 10 期 

平成 20 年８月期 

第 11 期 

平成 21 年８月期 

第 12 期 

平成 22 年８月期 

 

中間期 

（実績） 

通期 

（実績）

第２四半期

累計期間 

（実績）

通期 

（実績）

第２四半期 

累計期間 

（実績） 

通期 

（実績） 

売上高    1,933 3,891 1,494 2,590 650 1,620

営業利益 △189 △356 △ 68 △176 △ 93 △322

経常利益 △188 △365 △ 78 △191 △ 93 △441

当期純利益 △ 90 △264 △ 80 △261 △111 △314

 

 

最近の株価の状況 

 第 10 期 

平成 20 年８月期

第 11 期 

平成 21 年８月期

第 12 期 

平成 22 年８月期 

上期平均終値 

（９月１日～２月 28/29 日） 
11,425 円 6,709 円 2,083 円 

下期平均終値 

（３月１日～８月 31 日） 
8,408 円 3,816 円 1,841 円 

通期平均終値 

（９月１日～８月 31 日） 
11,913 円 5,227 円 1,959 円 
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