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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 12,122 △3.7 627 ― 581 ― 574 28.9
22年3月期第3四半期 12,583 △8.6 54 ― 20 ― 445 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 2.13 ―

22年3月期第3四半期 1.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 7,899 1,939 23.8 △18.73

22年3月期 8,921 1,452 15.3 △30.04

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,879百万円 22年3月期  1,362百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,800 △12.9 520 54.0 500 66.1 370 △35.1 1.37



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方
法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。ただし、この四半期決算短信は、金融
商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外となっております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
（添付資料）４ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】５ページ「2. その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  185,510,651株 22年3月期  168,562,177株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  229,709株 22年3月期  222,001株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  178,937,304株 22年3月期3Q  168,345,448株
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当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、121億２千２百万円（前年同四半期に比べ3.7％減）とな

りました。これは主に、J-POP作品を中心とする配信の売上は増加いたしましたが、市販の大型作品が

前年同四半期に比べ少なかったことに加え、製造販売受託事業およびクリエイティヴ・コア株式会社の

売上が減少したためです。 

  

損益につきましては、上記の配信売上高増加に伴う営業利益の改善や給与、報酬および経費等の削減

努力を継続したことに加えまして、年金制度変更に伴う退職給付費用の減少により、営業利益は６億２

千７百万円（前年同四半期は５千４百万円）となりました。また、経常利益は５億８千１百万円（前年

同四半期は２千万円）、四半期純利益は５億７千４百万円（前年同四半期は４億４千５百万円）となり

ました。 

  

セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。なお、平成22年３月期まではミュージック制作

事業の単一セグメントでしたが、第１四半期連結会計期間からセグメントの区分を変更しております。

  

〔市販／配信事業〕 

売上高につきましては、演歌・歌謡曲作品、教育作品、クラシック作品、およびゲーム作品の売上は

増加したものの、J-POP作品、アニメ作品の売上が減少したため、事業合計では減少しております。し

かし、利益につきましては、J-POP作品を中心とした配信が好調に売上を伸ばしたため、前年同四半期

に比べ増加しております。 

  

主な作品といたしましては、２月でデビュー12年目を迎えた「氷川きよし」のアルバム“氷川きよし

演歌名曲コレクション12 ～三味線旅がらす～”、“氷川きよし演歌名曲コレクション13 ～虹色のバ

イヨン～”をはじめ、前年に引き続きご好評をいただいております「木村カエラ」初のベストアルバム 

“5years” 、オリコン初登場第１位を獲得したシングル“Ring a Ding Dong”、540万ＤＬを突破した 

“Butterfly”、「チームドラゴン from AKB48」による“ドラゴンボール改”のエンディング・テーマ

“心の羽根”、「一青窈」のベストアルバム“ハナミズキ－君と好きな人が 百年続きますように

－”、NHK“いないいないばあっ！”シリーズなどの作品が好調な売れ行きとなり、売上に貢献いたし

ました。 また、ミスタードーナツショップの全てのお仕事がゲームで楽しめるニンテンドーDSソフト

“ミスタードーナツＤＳ”をはじめ、動物のお医者さんになってペットたちを助ける“わんニャンどう

ぶつ病院”などがご好評をいただきました。この結果、売上高は、79億８千８百万円、営業利益は11億

４千３百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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〔特販／通販事業〕 

“ひばりカバーソングコレクション”、“演歌の花道”、“鮫島有美子がうたう 日本のうた・世界

のうた 100”などの通販会社向けの作品が順調に売上を伸ばしており、加えて法人向音源許諾収入等が

好調に推移いたしました。この結果、売上高は、17億９千４百万円、営業利益は８億３千２百万円とな

りました。 

  

当社グループは、不採算事業を整理し、利益を安定的に計上できる体質にすることを 大の経営課題

にしており、得意分野、成長分野への経営資源の集中、人員規模の適正化などの経営効率化の為の施策

を継続して実施してまいります。さらに、フェイス・グループの一員として戦略的パートナーシップを

構築することにより、様々な音楽関連サービスを充実させ、グループ間の事業シナジーの実現に向けた

取り組みを積極的に進めてまいります。 

  

【売上高の貢献主要作品】 

〔市販／配信事業〕 

 ＜音楽ソフト＞ 

“氷川きよし演歌名曲コレクション12 ～三味線旅がらす～”、 

“氷川きよし演歌名曲コレクション13 ～虹色のバイヨン～”、 

“三味線旅がらす”、 “ 虹色のバイヨン”           「氷川きよし」 

“北の港駅”                                                 「田川寿美」 

“おんな七厘・神楽坂”                              「出光仁美」 

“5years”、“Ring a Ding Dong”、“A winter fairy is melting a snowman”  「木村カエラ」

“心の羽根”                         「チームドラゴン from AKB48」

“ハナミズキ －君と好きな人が 百年続きますように－”     「一青窈」 

“2010”                            「clammbon」  

“ずうっと一緒”、“ 起承転結12”               「松山千春」 

“毛皮のマリーズ”                      「毛皮のマリーズ」 

“ナクナイ”                                                 「たむらぱん」  

“THE IDOLM@STER”シリーズ  

“天装戦隊ゴセイジャー”シリーズ 

“2010 ポップ・ヒット・マーチ ～YELL～” 

  

 ＜映像ソフト＞ 

“氷川きよし・スペシャルコンサート2009 きよしこの夜 Vol.9” 

“きよしとこの夜 きよしこの味セレクション”          「氷川きよし」 

“みいつけた！オイース！” 

“いないいないばあっ！”シリーズ 

“中日ドラゴンズ 優勝記念盤 感動の軌跡 2010 ＤＶＤ” 

  

 ＜音楽配信＞ 

“Ring a Ding Dong”、“Butterfly”、“A winter fairy is melting a snowman”、   

“deep beep”、“You bet!!”                       「木村カエラ」 

“心の羽根”                               「チームドラゴン from AKB48」

“ぐるぐるどっか～ん！”                        「いないいないばあっ！」 
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 ＜ゲームソフト＞ 

ニンテンドーDSソフト 

“わんニャンどうぶつ病院”、“きれいずきん生活”、“ミスタードーナツＤＳ” 

  

〔特販／通販事業〕 

“ひばりカバーソングコレクション” 

“演歌の花道” 

“鮫島有美子がうたう 日本のうた・世界のうた 100”              

  

〔その他〕 

 ＜製造販売受託＞ 

株式会社よしもとアール・アンド・シー様  

“上京物語”、“愛の唄”                                 「新選組リアン」 

“Ｐｕｎｃｈしたっていいんだよ／なんてフワフワなんだＪＡＰＡＮ／だるだるダーリン” 

                                    「はんにゃ・フルーツポンチ」 

“ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！！(祝）放送1000回突破記念DVD(16)（罰） 

絶対に笑ってはいけないホテルマン24時”             「ダウンタウン/山崎邦正/ココリコほか」 

“Ａ－Ｚ Ｖｏｌ．１”、“Ａ－Ｚ Ｖｏｌ．２ ”            「ＡＳＨ」 

  

株式会社ヤマハミュージックアンドビジュアルズ様  

“ストーンズ・イン・エグザイル～メイン・ストリートのならず者の真実” 

                                       「ザ・ローリング・ストーンズ」 

エースハイレコーズ様 

“ＴＨＥ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ”  

                             「ＮＩＴＲＯ ＭＩＣＲＯＰＨＯＮＥ ＵＮＤＥＲＧＲＯＵＮＤ」

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して10億２千１百万円減少

し78億９千９百万円となりました。 

主な増減としては、資産の部では、現金及び預金が３億２千１百万円、受取手形及び売掛金が期末売

上債権の回収により５億１千１百万円減少しております。負債の部では、未払金が４億５千６百万円、

未払費用が６億３千万円減少しました。また、純資産は、四半期純利益の計上により19億３千９百万円

となりました。 

  

平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）につきましては、昨年11月

４日に開示した業績予想から変更はありません。 

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当ありません。 

  

  

該当ありません。 

  

  

会計処理の原則の変更 

(資産除去債務に関する会計基準等の適用) 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日)を適用しております。 

 なお、賃貸借契約に基づき使用する本社事務所については、退去時における原状回復義務が免除

される可能性が高いため資産除去債務を計上しておりません。また、賃貸借契約に基づき使用する

本社事務所以外の事務所については、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当

該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないこと

から、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去

債務を計上しておりません。  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,680 3,002

受取手形及び売掛金 2,315 2,827

商品及び製品 351 364

仕掛品 518 478

原材料及び貯蔵品 43 71

繰延税金資産 106 80

前渡金 267 200

前払費用 160 288

その他 92 95

貸倒引当金 △13 △16

流動資産合計 6,524 7,390

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 313 357

機械装置及び運搬具（純額） 37 43

工具、器具及び備品（純額） 109 121

土地 0 0

リース資産（純額） 15 22

有形固定資産合計 476 546

無形固定資産

その他 403 534

無形固定資産合計 403 534

投資その他の資産

投資有価証券 49 48

繰延税金資産 1 6

長期前払費用 22 20

長期未収入金 371 362

その他 576 528

貸倒引当金 △525 △515

投資その他の資産合計 495 450

固定資産合計 1,375 1,530

資産合計 7,899 8,921
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,036 1,098

短期借入金 500 500

リース債務 31 34

未払法人税等 15 34

返品調整引当金 158 308

未払金 480 936

未払費用 1,819 2,449

その他 523 581

流動負債合計 4,566 5,943

固定負債

リース債務 51 73

退職給付引当金 1,168 1,215

その他 173 236

固定負債合計 1,394 1,524

負債合計 5,960 7,468

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 2,187 2,187

利益剰余金 △1,015 △1,589

自己株式 △23 △23

株主資本合計 2,148 1,574

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △268 △211

評価・換算差額等合計 △268 △211

新株予約権 59 90

純資産合計 1,939 1,452

負債純資産合計 7,899 8,921
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 12,583 12,122

売上原価 7,484 7,090

売上総利益 5,098 5,031

販売費及び一般管理費

販売費 2,067 1,814

一般管理費 2,977 2,590

販売費及び一般管理費合計 5,044 4,404

営業利益 54 627

営業外収益

受取利息 6 1

受取配当金 0 0

受取手数料 7 7

その他 4 4

営業外収益合計 19 13

営業外費用

支払利息 19 6

構造改革関連費用 28 51

為替差損 3 0

その他 2 0

営業外費用合計 53 58

経常利益 20 581

特別利益

新株予約権戻入益 － 35

ライセンス契約整理損戻入益 31 3

退職給付引当金戻入額 971 －

本社移転関連利益 285 －

償却債権取立益 8 －

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 1 3

特別利益合計 1,297 42

特別損失

100周年記念費用 － 30

固定資産除却損 18 3

減損損失 642 －

事務所移転関連費用 27 －

投資有価証券評価損 25 －

その他 30 4

特別損失合計 744 37

税金等調整前四半期純利益 574 585

法人税、住民税及び事業税 29 34

法人税等調整額 98 △22

法人税等合計 128 11

少数株主損益調整前四半期純利益 － 574

四半期純利益 445 574
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 該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるミュージック制作事業の割合が、いずれも

90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、財務情報の入手が可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および

業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、企画、制作した音源、映像などのコンテンツを様々な商品に加工し、その商品に適した販売

ルートにより消費者へ提供しております。したがって、当社は、制作部門および販売ルートを基礎とし

たセグメントから構成されており、「市販／配信」事業および「特販／通販」事業の２つを報告セグメ

ントとしております。 

 「市販／配信」事業は、企画、制作した音源、映像などのコンテンツに基づく商品を主に販売してお

ります。「特販／通販」事業は、「市販／配信」事業が制作した音源、映像などのコンテンツを二次利

用した商品を主に販売しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】
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２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、放送メディア事業、音楽著作権

取得管理事業および製造販売受託事業等を含んでおります。 

  

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

４  報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

５  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント

その他(注) 合計
市販／配信 特販／通販 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,988 1,794 9,783 2,339 12,122

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

131 ― 131 115 247

計 8,120 1,794 9,914 2,454 12,369

セグメント利益 1,143 832 1,976 441 2,417

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,976

「その他」の区分の利益 441

セグメント間取引消去 22

全社費用(注) △1,815

その他の調整額 2

四半期連結損益計算書の営業利益 627
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該当事項はありません。 

  

  

１株当たり四半期純利益算定上の普通株式期中平均株式数は、以下のとおりであります。 

 
  

  

  

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) その他

項目
平成22年３月期
第３四半期

平成23年３月期 
第３四半期

普通株式期中平均株式数

普通株式 168,345,448 株 178,937,304 株

Ａ種優先株式(普通株式転換後) 101,695,253 株 91,094,753 株

合 計 270,040,701 株 270,032,057 株
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  平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

 
  

  平成23年３月期（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

四半期業績の推移

(単位：百万円)

第１四半期
連結会計期間

第２四半期
連結会計期間

第３四半期
連結会計期間

第４四半期 
連結会計期間

売上高 4,118 4,232 4,232 5,559

営業利益又は営業損失（△） △198 65 168 301

経常利益又は経常損失（△） △210 60 152 298

四半期純利益 
又は四半期純損失（△）

△193 550 88 124

(単位：百万円)

第１四半期
連結会計期間

第２四半期
連結会計期間

第３四半期
連結会計期間

売上高 3,879 4,288 3,953

営業利益 167 314 145

経常利益 162 315 104

四半期純利益 175 301 97
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