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

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年3月期 16,446 △9.3 882 161.1 989 228.6 876 53.9
22年3月期 18,142 △1.6 337 ― 301 ― 569 ―

（注）包括利益 23年3月期 828百万円 （53.1％） 22年3月期 540百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 3.25 ― 49.4 11.7 5.4
22年3月期 2.11 ― 52.2 3.3 1.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期 ―百万円 22年3月期 ―百万円

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 7,923 2,251 27.6 △17.05

22年3月期 8,921 1,452 15.3 △30.04

（参考） 自己資本 23年3月期 2,190百万円 22年3月期 1,362百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 284 △287 △57 2,593
22年3月期 1,886 △456 △601 2,658

2. 配当の状況

(注) 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、後述の「種
類株式の配当の状況」をご覧ください。

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 6,660 △18.5 △100 ― △100 ― △125 ― △0.46

通期 15,000 △8.8 350 △60.3 350 △64.6 300 △65.8 1.11



4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(3) 発行済株式数（普通株式）

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） クリエイティヴ・コア株式会社

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 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 231,251 株 22年3月期 222,001 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 180,501,173 株 22年3月期 168,344,361 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年3月期 13,976 △5.4 596 253.4 733 371.9 801 227.3
22年3月期 14,768 3.4 168 ― 155 ― 244 53.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純利

益
円 銭 円 銭

23年3月期 2.97 ―

22年3月期 0.91 ―

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 7,534 1,478 18.8 △21.22

22年3月期 7,915 706 7.8 △34.47

（参考） 自己資本 23年3月期 1,418百万円 22年3月期 616百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了して
いません。

※ 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、添付資料２ページ「経営成
績に関する分析」をご覧ください。
・当社は機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。説明会についての詳細は、上述の問合せ責任者までご照会ください。



普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たりの配当金の内訳は以下のとおりです。
種類株式の配当の状況

Ａ種優先株式 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 ― ― 0 .00 0 .00

24年３月期(予想) ― ― 0 .00 ― ― 0 .00 0 .00
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連結売上高は、164億４千６百万円（前年度に比べ9.3％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度を下回ったことに加え、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ことによるものです。

損益につきましては、利益率の高い配信売上の増加、経費削減による売上総利益率の改善や、販売費

の削減、給与、報酬など一般管理費の削減努力を継続したこと、また、年金制度変更に伴う退職給付費

用の減少が寄与し、営業利益は８億８千２百万円（前年度は３億３千７百万円）となりました。また、

営業外収益で未払印税整理益を計上したことにより、経常利益は９億８千９百万円（前年度は３億１百

万円）となりました。

特別損益といたしましては、新株予約権戻入益３千５百万円、100周年記念費用３千７百万円、災害

関連損失５千万円、および関係会社株式売却損９千万円などを計上いたしました。この結果、当期純利

益は８億７千６百万円（前年度は５億６千９百万円）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市販/配信事業、特販/通販事業およびそ

の他にセグメント区分を変更しております。

教育作品、ジャズ・クラシック作品、ゲーム作品の売上は増加し、また配信も好調でありましたが、

大型作品はJ-POPを中心に減少したため、事業合計では売上高は減少しております。

主な作品といたしましては、「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、NTT

docomoキャンペーンソングに起用されました「木村カエラ」のシングル“Ring a Ding Dong”、“A

winter fairy is melting a snowman”、結婚式の新定番ソングとなった “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”、「AKB48」派

生ユニット「Not yet」のデビューシングル“週末Not yet”、“THE IDOLM＠STER”シリーズ、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、109億３千万円（前年度に比べ11.3％減）、営

業利益は14億５千６百万円（前年度は14億２千６百万円）となりました。

“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、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、23億８千２百万円（前年度に比べ1.4％増）、営業利益は10

億９千３百万円（前年度は９億１千９百万円）となり、増収増益となりました。

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ことにより、売上高は31億

３千４百万円（前年度に比べ9.5％減）となりましたが、経費削減による売上総利益率の改善などによ

り営業利益は５億５千８百万円（前年度は５億４千３百万円）となりました。

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

〔市販／配信事業〕

〔特販／通販事業〕

〔その他〕
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配当につきましては、２期連続して黒字を計上いたしましたが、純資産残高がいまだ脆弱であること

から、内部留保充実、財務体質強化のため、誠に遺憾ながら見送らせていただきます。

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最大の経営課題

にしており、得意分野、成長分野への経営資源の集中、人員規模の適正化および経費削減などの施策を

実施しております。この一環として当社は、平成23年３月31日付にて当社連結子会社であるクリエイテ

ィヴ・コア株式会社の全株式を譲渡（売却）いたしました。音楽、映像関連業界の厳しい環境下におい

て、当社の中核である音楽制作を中心とした事業に今後も継続して経営資源を集中することにより、さ

らに事業効率を高めてまいります。

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していくことにより、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。

当社は、平成22年10月１日に創立100周年を迎えた事を機に、長年にわたり皆様にご愛顧いただいて

おりました「日本コロムビア株式会社」に、商号を戻しました。役員、従業員一同、なお一層社業に邁

進してまいります。

〔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”、“あの娘と野菊と渡し舟”

「氷川きよし」

“北の港駅”、“冬の日本海” 「田川寿美」

“おんな七厘・神楽坂” 「出光仁美」

“新宿たずね人” 「多岐川舞子」

“もどり橋” 「大石まどか」

“はぐれ舟／惚れたよ” 「大川栄策」

“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」

“週末Not yet” 「Not yet」

“ずうっと一緒”、“起承転結12” 「松山千春」

“毛皮のマリーズ”、 “ティン・パン・アレイ” 「毛皮のマリーズ」

“2010” 「clammbon」

“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

“海賊戦隊ゴーカイジャー”シリーズ

【売上高の貢献主要作品】

3

日本コロムビア株式会社(6791)平成23年３月期決算短信



＜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」

“東京厚生年金会館ファイナル ファイナリスト松山千春” 「松山千春」

“みいつけた！オイース！”

“いないいないばあっ！” シリーズ

＜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」

“ハナミズキ” 「一青窈」

＜ゲームソフト(ニンテンドーＤＳソフト)＞

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

〔特販／通販事業〕

“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”

“美空ひばり トレジャーズ”、 “ひばりカバーソング コレクション”

〔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

“2 Girls” 「YU-A」

“上京物語”、“愛の唄”、“2010 FIRST TOUR 上京物語” 「新選組リアン」

エースハイレコーズ様

“THE LABORATORY” 「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」

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最大の経営課題

にしており、得意分野、成長分野への経営資源の集中、人員規模の適正化および経費削減などの施策を

今後も継続して実施してまいります。次期の連結業績見通しにつきましては、上記の経営改善、固定費

の削減効果が業績に好影響を及ぼすものの、音楽ソフト産業の市場規模は依然として縮小傾向にあり、

加えて東日本大震災に起因する需要の落ち込みなども懸念され、収益環境は当面厳しい状況が予想され

ます。また、今期に売却した子会社が除外される影響も有ることから、連結売上高は150億円を予想し

ており、利益につきましては、営業利益３億５千万円、経常利益３億５千万円、当期純利益３億円を予

想しております。

②次期の見通し
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総資産は、前連結会計年度末と比較して９億９千７百万円減少し、79億２千３百万円となりました。

主な増減としては、資産の部では、現金及び預金が２億９千４百万円、受取手形及び売掛金が５億５

千７百万円減少しております。負債の部では、支払手形及び買掛金が３億８百万円、未払金が３億２千

２百万円、未払印税が４億７千６百万円減少しました。また、純資産は、当期純利益の計上により22億

５千１百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は２億８千４百万円(前連結会計年度は

18億８千６百万円の資金の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益８億４

千４百万円および売上債権２億７千９百万円の減少などにより資金が増加し、退職給付引当金１億

６千５百万円の減少、未払金２億３千万円の減少および未払印税３億６百万円の減少などにより資

金が減少した結果によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動の結果、減少した資金は２億８千７百万円(前連結会計年度は

４億５千６百万円の資金の減少)となりました。これは主として、長期前払費用の取得による支出

１億６百万円などによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は５千７百万円(前連結会計年度は６億

１百万円の資金の減少)となりました。

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ６千

４百万円減少(前連結会計年度末は８億２千６百万円の増加)し、25億９千３百万円(前連結会計年度末

は26億５千８百万円)となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

※ 自己資本比率 ： 自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い

(注)１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率(％) 8.8 15.3 27.6

時価ベースの自己資本比率
(％)

41.4 62.3 86.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

― 34.0 182.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― 80.0 35.3
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当社は、安定した配当の維持を基本とし、将来の事業展開に備え内部留保の充実を図りつつ、業績お

よび今後の見通しなどを総合的に勘案し、配当を行うことをその方針としております。当期におきまし

ては、２期連続して黒字を計上したものの、純資産残高がいまだ脆弱であることから、当期末配当金は

誠に遺憾ながら見送らせていただきます。

当社は利益水準がいまだ低く、将来の事業展開、財務体質の強化に備えるためには、引き続き内部留

保の充実が必要と考えており、次期の配当につきましても誠に遺憾ながら無配を継続いたしたいと考え

ております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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以下においては、当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスクに該

当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対

する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発

生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存であります。文中に

は、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算発表日現在において判断したものであり

ます。

当社グループの主要な事業である市販／配信事業および特販／通販事業は、製品を販売している地

域・国での経済状況の影響を受けるほか、当社グループの製品の多くは、消費者にとって必ずしも必要

不可欠なものとはいえないため、音楽配信を含む音楽市場の動向・消費者の嗜好・消費行動に大きく左

右されます。このため、景気の後退、消費支出の縮小などにより音楽ソフト産業全般の需要が減少する

場合には、当社グループの経営成績ならびに財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、違法

コピー、違法ダウンロードなどの増加が、音楽ＣＤなどの販売に影響を及ぼす可能性があります。音楽

ＣＤをはじめとした音楽ソフト（オーディオレコード）産業の生産規模は、1998年の６千75億円をピー

クに年々縮小しており、2010年には２千250億円の水準となっています。このため、音楽業界は縮小し

た市場で競争が激化しており、これにより当社事業の売上・利益に多大な影響があります。近年デジタ

ル音楽配信の利用が一般化しており、当社グループもこの分野に力を入れておりますが、この市場の拡

大により音楽ＣＤをはじめとする当社製品に売上減少の影響が生じる可能性があります。また、平成22

年１月１日の著作権法改正により、違法複製物のダウンロード自体が禁止され、違法ダウンロードの減

少が期待されますが、違法な音楽配信サイトからの違法ダウンロードが依然として高水準にあると思わ

れ、これが売上に影響を及ぼすおそれがあります。また、音楽市場においては、低価格のＣＤが発売さ

れるなど、価格競争が激化しており、当社が現在の販売価格を維持できるという保証はありません。

当社グループの事業の収益の多くは、人気のあるアーティストによるヒット作品の創出に依拠してお

り、当社グループの経営の安定および成長は、ヒットが見込めるアーティスト・音楽作品の創出に依存

しています。当社グループは今後もお客様に受け入れられる新たなアーティストの発掘・開発をすすめ

ていきますが、ヒット作品の創出は、消費者の嗜好・流行など複雑かつ不確実な要素があり、継続的に

ヒット作品を生み出せるという保証はありません。また、多くの場合、アーティストとは、一定期間の

専属実演家契約などを締結のうえ、当社グループが独占的に作品を販売していますが、契約期間の満了

あるいは場合により契約期間の満了以前においても、契約が解消され、当社の専属から離れる場合があ

り、継続的に人気アーティストを確保できるという保証はありません。このほか、専属アーティストと

の契約条件には、契約金・前払印税などの支払が含まれている場合があり、これら契約条件の内容によ

り発売作品の収益性に影響が生じる場合があります。

（４）事業等のリスク

①経済状況および市場環境

②音楽作品・アーティスト
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当社グループの売上および利益は、固定的かつ継続的に発生する収入の比率が低く、主として個々の

音楽作品の販売状況により大きく左右されます。販売状況は、時代の流行や消費者の嗜好などさまざま

な要因によって変化することから、過去の実績などから予測した販売予想を下回り、予定された業績計

画が達成できない場合があります。また、音楽ＣＤなどの作品は、アーティスト、プロダクション、製

造販売受託先などの事情により、その制作が延期・中止されることがあり、当初の業績計画を下回る要

因となる場合があります。このため、売上の見込みなど業績の予測が難しく、特定の四半期の収益の落

ち込みなどが、業績計画を変更させ、経営成績に影響を与える可能性があります。また、製造販売受託

事業においては、お取引先の事情から委託先が当社から他社へ変更されることがあり、当初の業績計画

を下回る要因となる場合があります。

音楽ＣＤ・新聞・書籍などの著作物は、独占禁止法で法定再販物として再販売価格維持制度（“再販

制度”）が認められています。同制度が永続的に存続する保証はありませんが、公正取引委員会は同制

度を当面存置することが相当であるとの見解を公表しております。また、アジア地域などで販売する目

的でライセンス契約に基づき現地生産された音楽ＣＤを、我が国に輸入し安価に販売する行為に対し

て、著作権者等の利益を保護するため近年著作権法が改正され、海外で頒布する目的で生産された商業

用レコードの輸入を一定の要件の下で禁止する、いわゆる還流防止措置が導入されています。今後、独

占禁止法や著作権法の見直しがあった場合には、売上減少などの影響が生じる可能性があります。

音楽ＣＤなどの製品については再販制度がとられているため、小売店が自由に販売価格の設定ができ

ないことから、小売店は製品を一定の範囲内で返品できる商慣行があります。このため、販売不振の製

品については将来返品されるものがあります。当社グループは過去の返品実績などを基に適正に返品調

整引当金の計上を行い、これに備えていますが、予想外の販売不振などによる返品が発生した場合に

は、売上の減少・利益の減少など業績に影響が生じる可能性があります。

当社グループが権利を有する著作権、著作隣接権などの知的財産権は、当社グループが行う事業にお

ける強みとなっております。しかしながら、販売する楽曲や権利保有する楽曲などについて、第三者か

ら権利を侵害される可能性や、また当社グループが意図せずに第三者の権利を侵害する可能性がありま

す。このような著作権などに関する侵害は、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能

性があります。

当社は、平成22年11月１日付にて、受給者向け税制適格退職年金制度を確定給付企業年金制度に移行

いたしました。この結果、当社グループは、受給者向けには確定給付企業年金制度を、従業員向けには

退職一時金制度と確定拠出年金制度を併用した年金制度を設けております。上記確定給付企業年金制度

の移行にあたっては、給付水準の見直しを行い、退職給付債務と退職給付費用を削減するなど企業収益

への影響を軽減いたしました。しかしながら、将来、年金資産の運用利回りが低下した場合や、退職給

付債務を計算する前提となる数理上の前提・仮定に変更があった場合には、退職給付債務や退職給付費

用が増加し、当社の業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③業績計画

④再販売価格維持制度・還流防止措置

⑤返品

⑥著作権

⑦年金制度
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個人情報の保護に関して、社内体制の整備と社員のコンプライアンス意識の浸透を目的として、個人

情報保護方針を制定するとともに、社内教育や情報システムのセキュリティ対策などを実施し、細心の

注意を払っています。しかしながら、なんらかの事情により、個人情報が流出した場合には、社会的信

用を失墜させ、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

当社は事業の見直しを適宜実施しており、これによって関連する資産の売却・処分を決定し実施した

場合には損失が発生する可能性があります。他方、当社グループは他社との事業提携などを積極的に検

討しておりますが、かかる事業提携などが当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性が

あります。

なお、重要事象等は存在しておりません。

⑧個人情報の流出

⑨事業整理
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当社の企業集団は、平成23年５月11日現在、当社および子会社４社で構成されており、市販／配信事業お

よび特販／通販事業などを行っております。

当社および子会社の各事業においては、オーディオ・ビデオソフト、ゲームソフトの企画・制作・販売、

著作隣接権などの印税収入、音源原盤・映像原版の制作、音楽著作権の取得・管理、アーティストの養成・

マネジメント、オーディオソフトなどのパッケージデザインの企画・制作を行っております。

なお、当社は平成23年３月31日付でクリエイティヴ・コア株式会社の全株式をウッドオフィスグループ株

式会社へ譲渡いたしました。

<主な子会社（平成23年５月11日現在）>

コロムビアソングス株式会社

株式会社シーツーデザイン

シーエムイー インク

エスエルジー エルエルシー

【系統図（平成23年５月11日現在）】

２．企業集団の状況
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当社を親会社とするコロムビアグループは、株主、顧客、取引先その他すべての人々にとって価値あ

る企業であるために、グループ一体となって、経営の効率化と収益性の向上をめざした事業活動を推進

するとともに、将来の成長に向け新分野、新事業へ積極的に展開してまいります。

経営の基本方針は以下のとおりです。

■既存ビジネスにおける継続的な収益性の向上

■ヒットアーティストの創出

■エンタテインメント事業における新規事業の拡大

主に市販／配信事業および特販／通販事業からなる当社の事業は、ヒットアーティストのリリースな

ど個々の作品の販売状況により業績が大きく変動する場合があります。当社は大型のヒット作品に依存

することなく、豊富なカタログ音源の活用により安定的に利益を創出できる経営体質への転換を進めて

おり、ヒットアーティストの育成・ヒット作品の創出など市販／配信事業および特販／通販事業の強

化、エンタテインメント分野の拡充による業容の拡大を行うなど、継続して利益を計上することおよび

収益性を向上させることを最優先の目標としております。

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最大の経営課題

にしており、得意分野、成長分野への経営資源の集中、人員規模の適正化および経費削減などの施策を

今後も継続して実施してまいります。この一環として当社は、平成23年３月31日付にて当社連結子会社

であるクリエイティヴ・コア株式会社の全株式を譲渡（売却）いたしました。音楽、映像関連業界の厳

しい環境下において、当社の中核である音楽制作を中心とした事業に経営資源を集中することにより、

さらに事業効率を高め、収益性を向上させてまいります。

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していくことにより、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。

各部門の取り組みは次のとおりです。

演歌・歌謡曲部門：

デビュー12年目を迎えた「氷川きよし」は、“虹色のバイヨン”で６回目となる日本有線大賞を獲得

いたしました。今後とも、演歌アーティストＮo.１の地位を不動のものにするため、引き続き高く評価

される作品をリリースしてまいります。また、「島倉千代子」、「都はるみ」、「大川栄策」、「細川

たかし」、「冠二郎」、「八代亜紀」、「小林幸子」をはじめとするベテランアーティストのヒット作

品をリリースするとともに、中堅アーティストの「多岐川舞子」、「田川寿美」、「大石まどか」の売

上を拡大させるべく、作品のリリース、プロモートの強化を行います。加えて、新人・若手アーティス

トを早期に軌道にのせるべく、「走裕介」をはじめ、100周年記念アーティストである「出光仁美」、

「伊藤美裕」を重点的にプロモートしてまいります。また、カタログ音源を活用したコンピレーション

アルバムのリリースにも引き続き力を入れてまいります。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題
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ジャズ・クラシック・インターナショナル部門：

「高嶋ちさ子」、「冨田勲」、「藤原道三」、「矢野沙織」などの実績のあるアーティストに加え、

ジャズボーカリスト「SHANTI」、バイオリニスト「花井悠希」、ピアニスト「長富彩」など才能ある若

手アーティストの確実なステップアップを果たし、アーティストロースターの充実を図ります。さら

に、iTunesクラシック・チャートで第１位を獲得するなどご好評をいただきました「クラシック極上特

盛シリーズ」などの音楽配信の企画や洋楽ロックなどの新しいジャンルに取り組んでまいります。

アニメ部門：

スーパー戦隊シリーズ35作品目の記念作品である特撮テレビ映画“海賊戦隊ゴーカイジャー”ならび

にＴＶアニメ化が決定した“THE IDOLM@STER”シリーズを核とし、ヒットに向けて重点的にプロモート

してまいります。また、ご好評いただきました「みんなアニメが好きだった」シリーズに続くコンピレ

ーション企画やスーパー戦隊シリーズ主題歌の世界配信など音楽配信にも積極的に取り組んでまいりま

す。

エデュケーショナル部門：

昨年立ち上げた新レーベル“コロムビアはぐミュージック”からの作品をはじめ０歳児から楽しみな

がら学べるＣＤ／ＤＶＤ商品を取り揃えております。“いないいないばあっ!”シリーズ、“みいつけ

た！”シリーズなどＮＨＫ教育番組のＣＤ／ＤＶＤがファミリー層から大変なご支持をいただいており

ます。さらに、運動会、発表会シリーズなど、同ジャンルの益々の充実を図り、教育分野のコンテンツ

の拡大を目指します。

邦楽部門：

伝統的純邦楽、民謡を中心に、落語作品などの強化を行うとともにＳＰ音源復刻をはじめとした史料

価値の高い企画作品にも取り組んでまいります。

J-POP部門：

「木村カエラ」、「松山千春」、「clammbon」、「キリンジ」、「たむらぱん」などの更なるブラン

ディングを行い、ファン層の一層の拡大を目指します。また「毛皮のマリーズ」や「NIKIIE」などの新

しいアーティストのブレイクに向け様々な企画を展開してまいります。さらに「AKB48」からの派生ユ

ニット「Not yet」などのアイドルジャンルにも取り組み、売上拡大を目指します。

ゲーム部門：

ニンテンドーＤＳソフト“わんニャンどうぶつ病院”や“ミスタードーナツDS”など女児向け職業体

験アドベンチャーゲーム“あこがれガールズコレクション” シリーズの作品が大好評をいただきまし

た。今後も様々な業種のコンテンツホルダーとのタイアップ企画に取り組み、売上の拡大につなげてま

いります。

特販事業：

引き続きマーケット別にお取引先との関係を強化するとともに、新規販売チャネル、新規取引先の開

拓を進めてまいります。また、当社の豊富なコンテンツを有効活用することにより、シニア向け、団塊

世代向けの商品をはじめとする企画商品を充実させ、音源の多角的事業展開を図ってまいります。
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通販事業：

「受注」「決済」「配送」などの通販事業業務を一貫して効率的に運用できるフルフィルメントシス

テムを当社の筆頭株主である株式会社フェイスと共同開発いたしました。さらにビクターエンタテイン

メント株式会社と同システムを活用する業務提携を行うことで合意し、平成23年５月１日より業務を開

始しております。今後は、業界他社や異業種企業へ同様の業務提携の拡大を目指す他、顧客ニーズを勘

案した生活雑貨分野への商品展開の拡大などに取り組んでまいります。
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,002 2,708

受取手形及び売掛金 ※1 2,827 ※1 2,269

商品及び製品 364 416

仕掛品 478 475

原材料及び貯蔵品 71 49

繰延税金資産 80 159

前渡金 200 283

前払費用 288 261

その他 95 100

貸倒引当金 △16 △6

流動資産合計 7,390 6,717

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 502 444

減価償却累計額 △89 △151

減損損失累計額 △56 －

建物及び構築物（純額） 357 293

機械装置及び運搬具 655 646

減価償却累計額 △607 △612

減損損失累計額 △4 －

機械装置及び運搬具（純額） 43 34

工具、器具及び備品 274 275

減価償却累計額 △152 △173

減損損失累計額 △0 －

工具、器具及び備品（純額） ※2 121 ※2 102

土地 0 0

リース資産 134 42

減価償却累計額 △35 △28

減損損失累計額 △75 －

リース資産（純額） 22 13

有形固定資産合計 546 445

無形固定資産

リース資産 7 5

ソフトウエア 331 193

その他 195 175

無形固定資産合計 534 373

投資その他の資産

投資有価証券 48 50

繰延税金資産 6 2

長期前払費用 20 13

長期未収入金 362 356

その他 528 446

貸倒引当金 △515 △483

投資その他の資産合計 450 386

固定資産合計 1,530 1,205

資産合計 8,921 7,923
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,098 789

短期借入金 ※1 500 ※1 500

リース債務 34 8

未払金 936 613

未払費用 2,449 364

未払印税 － 1,495

未払法人税等 34 30

返品調整引当金 308 303

その他 581 404

流動負債合計 5,943 4,511

固定負債

リース債務 73 12

繰延税金負債 － 0

退職給付引当金 1,215 983

資産除去債務 － 30

その他 236 133

固定負債合計 1,524 1,160

負債合計 7,468 5,672

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 △1,589 △712

自己株式 △23 △23

株主資本合計 1,574 2,450

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △0 0

為替換算調整勘定 △211 △260

その他の包括利益累計額合計 △211 △260

新株予約権 90 60

純資産合計 1,452 2,251

負債純資産合計 8,921 7,923
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 ※1 18,142 ※1 16,446

売上原価 ※1, ※2 10,759 ※1, ※2 9,659

売上総利益 7,383 6,787

販売費及び一般管理費

販売費 ※3 2,951 ※3 2,464

一般管理費 ※4 4,093 ※4 3,441

販売費及び一般管理費合計 7,045 5,905

営業利益 337 882

営業外収益

受取利息 7 2

受取配当金 0 0

未払印税整理益 － 151

受取手数料 9 9

その他 7 9

営業外収益合計 25 172

営業外費用

支払利息 23 8

構造改革関連費用 31 51

その他 6 6

営業外費用合計 61 65

経常利益 301 989

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 ※5 35 ※5 3

退職給付引当金戻入額 ※6 971 －

本社移転関連利益 ※7 299 －

その他 21 3

特別利益合計 1,327 42

特別損失

災害関連損失 － ※8 50

関係会社株式売却損 － 90

100周年記念費用 － ※9 37

固定資産除却損 ※10 18 ※10 4

減損損失 ※11 648 －

株主異動関連費用 ※12 260 －

その他 ※13 77 4

特別損失合計 1,005 186

税金等調整前当期純利益 623 844

法人税、住民税及び事業税 38 43

法人税等調整額 15 △75

法人税等合計 53 △32

少数株主損益調整前当期純利益 － 876

当期純利益 569 876
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 876

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 0

為替換算調整勘定 － △49

その他の包括利益合計 － ※2 △48

包括利益 － ※1 828

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 828

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,000 1,000

当期末残高 1,000 1,000

資本剰余金

前期末残高 2,187 2,187

当期末残高 2,187 2,187

利益剰余金

前期末残高 △2,159 △1,589

当期変動額

当期純利益 569 876

当期変動額合計 569 876

当期末残高 △1,589 △712

自己株式

前期末残高 △23 △23

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △23 △23

株主資本合計

前期末残高 1,004 1,574

当期変動額

当期純利益 569 876

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 569 876

当期末残高 1,574 2,450

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 0 △0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △0 0

為替換算調整勘定

前期末残高 △183 △211

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△28 △49

当期変動額合計 △28 △49

当期末残高 △211 △260

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △182 △211

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△29 △48

当期変動額合計 △29 △48

当期末残高 △211 △260
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

新株予約権

前期末残高 77 90

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12 △29

当期変動額合計 12 △29

当期末残高 90 60

純資産合計

前期末残高 899 1,452

当期変動額

当期純利益 569 876

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 △78

当期変動額合計 553 798

当期末残高 1,452 2,251
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 623 844

減価償却費 228 236

減損損失 648 －

のれん償却額 24 －

長期前払費用償却額 55 74

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 △165

受取利息及び受取配当金 △8 △2

支払利息 23 8

未払印税整理益 － △151

関係会社株式売却損益（△は益） － 90

退職給付引当金戻入額 △971 －

売上債権の増減額（△は増加） 110 279

たな卸資産の増減額（△は増加） 249 △88

仕入債務の増減額（△は減少） △34 △182

未払金の増減額（△は減少） △130 △230

未払費用の増減額（△は減少） 528 △89

未払印税の増減額（△は減少） － △306

その他 515 33

小計 1,826 324

利息及び配当金の受取額 8 2

利息の支払額 △23 △8

法人税等の支払額 △55 △34

法人税等の還付額 131 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,886 284

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期投資の増減額（△は増加） 35 90

有形固定資産の取得による支出 △443 △11

無形固定資産の取得による支出 △58 △11

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 1 3

長期前払費用の取得による支出 △89 △106

貸付けによる支出 － △50

貸付金の回収による収入 112 12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ ※2 △56

その他 △13 △157

投資活動によるキャッシュ・フロー △456 △287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △500 －

リース債務の返済による支出 △31 △32

その他 △70 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △601 △57

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 826 △64

現金及び現金同等物の期首残高 1,831 2,658

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,658 ※1 2,593
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該当事項はありません。

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社…… ５社

主な連結子会社は、コロムビア

ソングス(株)、クリエイティヴ・

コア(株)であります。

平成22年２月26日、コロムビア

アーティストマネジメント(株)を

清算いたしました。

(1) 連結子会社…… ４社

主な連結子会社は、コロムビア

ソングス(株)であります。

平成23年３月31日、クリエイテ

ィヴ・コア(株)の全株式を売却い

たしました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

該当ありません。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同左

２ 持分法の適用に関する

事項

(1) 持分法適用会社

該当ありません。

(1) 持分法適用会社

同左

(2) 持分法非適用会社

非連結子会社

該当ありません。

関連会社

(2) 持分法非適用会社

非連結子会社

同左

関連会社

該当ありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と

同一であります。

同左

４ 会計処理基準に関する

事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…連結決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…同左

時価のないもの

…移動平均法による原価法

② たな卸資産

評価基準は原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法)に

よっております。

商品及び製品

……主として先入先出法

仕掛品、原材料及び貯蔵品

……主として総平均法

時価のないもの

…同左

② たな卸資産

同左
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産(リース資産を除

く)

…主として定額法

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物

…５年～18年

工具、器具及び備品

…４年～10年

② 無形固定資産(リース資産を除

く)

…定額法

自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

…リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零として算定する

定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

② 返品調整引当金

将来の返品による損失に備え

るため、総売上高に対する返品

実績率に基づき、返品損失の見

込額を計上しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産(リース資産を除

く)

…同左

② 無形固定資産(リース資産を除

く)

…同左

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

…同左

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 返品調整引当金

同左
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、計上しておりま

す。

なお、会計基準変更時差異に

ついては15年による均等額を費

用処理しております。

過去勤務債務は、発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(３年)による

定額法により按分した額を発生

連結会計年度より費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度より費用処理

することとしております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は当連結会計年

度の損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及

び負債は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含め

ております。

―――――――――――

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しており

ます。

③ 退職給付引当金

同左

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

同左

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

① 消費税等の会計処理

同左

② 連結納税制度の適用

同左
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

―――――――――――

６ のれんの償却に関する事

項

のれんは、10年間で均等償却してお

ります。

―――――――――――

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

―――――――――――
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

―――――――――――――― (資産除去債務に関する会計基準等)

当連結会計年度より、「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。

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益お

よび税金等調整前当期純利益はそれぞれ30百万円減少し

ております。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(連結貸借対照表関係)

１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「長期貸付金」(当連結会計年度5百万円)については、

金額が少額であるため、当連結会計年度においては投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「長期未払金」(当連結会計年度33百万円)については、

金額に重要性がなくなったため、当連結会計年度におい

ては固定負債の「その他」に含めて表示しております。

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において未払費用に含めて表示してお

りました「未払印税」(前連結会計年度1,972百万円)

は、財政状態をより適切に表示するため、当連結会計年

度より区分掲記することといたしました。

―――――――――――――― (連結損益計算書関係)

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成

21年３月24日 内閣府令第５号)を適用し、「少数株主

損益調整前当期純利益」の科目を表示しております。

―――――――――――――― (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において未払費用の増減額に含めて表

示しておりました「未払印税の増減額」(前連結会計年

度484百万円)は、キャッシュ・フローの状況をより適切

に表示するため、当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。

追加情報

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

―――――――――――――― 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」お

よび「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」および「評価・換算差

額等合計」の金額を記載しております。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

※１ 担保資産

金融機関からの短期借入金500百万円に対し、

受取手形及び売掛金1,606百万円を担保として差

し入れております。

※１ 担保資産

金融機関からの短期借入金500百万円に対し、

受取手形及び売掛金1,446百万円を担保として差

し入れております。

※２ 所有権留保等資産

工具、器具及び備品のオフィス家具5百万円に

ついてはセール・アンド割賦バック取引のため、

所有権が売主に留保されております。

※２ 所有権留保等資産

工具、器具及び備品のオフィス家具3百万円に

ついてはセール・アンド割賦バック取引のため、

所有権が売主に留保されております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 売上高及び売上原価には下記が含まれておりま

す。

返品調整引当金繰入額 253百万円

〃 戻入額 △237 〃

計 15百万円

※１ 売上高及び売上原価には下記が含まれておりま

す。

返品調整引当金繰入額 248百万円

〃 戻入額 △253 〃

計 △5百万円

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 101百万円

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 △93百万円

※３ 販売費の主な内訳は次のとおりであります。

広告宣伝費 1,198百万円

運賃荷造費 549 〃

販売増進費 1,199 〃

その他 4 〃

計 2,951百万円

※３ 販売費の主な内訳は次のとおりであります。

広告宣伝費 865百万円

運賃荷造費 470 〃

販売増進費

貸倒引当金繰入額

1,087 〃

36 〃

その他 5 〃

計 2,464百万円

※４ 一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。

従業員給与・手当 1,949百万円

退職給付費用 368 〃

その他 1,775 〃

計 4,093百万円

※４ 一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。

従業員給与・手当 1,871百万円

退職給付費用 87 〃

その他 1,482 〃

計 3,441百万円

※５ 過年度にＶ２レコードとのライセンス契約条件

について係争となり、当該契約を解消することに

伴い発生が予想される損失を計上いたしました

が、一部見積もっていた損失が減少したため特別

利益として計上したものであります。

※５ 同左

※６ 退職年金受給権者のうち320名が一時金での受

け取りを選択したことにより生じた退職給付引当

金の戻し入れであります。

――――――――――――――

※７ 賃貸人からの申し出により本社ビルの定期建物

賃貸借契約を期限前に解約したことにより受け取

った立退料と当該本社ビルの建物及び構築物等の

除却損並びに本社移転費用との差額であります。

――――――――――――――

―――――――――――――― ※８ 平成23年３月11日に発生した東日本大震災に伴

い、商品在庫の損害など被災した特約店の支援の

ため今後支出が見込まれるもの40百万円及び金額

を合理的に見積もることができる損失、イベント

の延期に伴うキャンセル費用等であります。
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

――――――――――――――

※10 固定資産除却損18百万円の内容は、機械装置に

関わるもの2百万円、ソフトウェアに関わるもの

15百万円等であります。

※９ 100周年を記念して開催したコンベンション費

用24百万円及び商号を変更した費用5百万円等で

あります。

※10 固定資産除却損4百万円の内容は、ソフトウェ

アに関わるもの2百万円等であります。

※11 減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

（百万円）

連結子会社
事業用資産

のれん、リ
ース資産等

東京都
港区

648

(1)減損損失を認識するに至った経緯

継続的に営業損失を計上しており、かつ将来キ

ャッシュ・フローの見積り総額が各資産の帳簿価

額を下回ったため減損損失を計上しました。

(2)減損損失の内訳

種類 金額（百万円）

建物及び構築物 58

リース資産 170

のれん 399

その他 21

合計 648

(3)資産のグルーピングの方法

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位である会社ごとに資産の

グルーピングを行っております。

(4)回収可能価額の算定方法等

回収可能価額は使用価値により測定しておりま

す。なお、将来キャッシュ・フローがマイナスで

あるため割引率の記載を省略しております。

※12 株主異動に伴い退任した役員の退職一時金及び

コンサルティング契約を期限前に解約したことに

より支払った違約金並びに臨時株主総会費用等で

あります。

――――――――――――――

――――――――――――――

※13 特別損失の「その他」77百万円の内容は、投資

有価証券評価損25百万円、子会社の事務所移転関

連費用20百万円等であります。

――――――――――――――

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 540 百万円

少数株主に係る包括利益 ― 〃

計 540 百万円

その他有価証券評価差額金 △0 百万円

為替換算調整勘定 △28 〃

計 △29 百万円
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(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 9,953株

(注) １．平成18年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、勤務期間に係る条件が成就したことに伴うも

のです。また、減少は権利失効によるものであります。

２．平成19年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、勤務期間に係る条件が成就したことに伴うも

のです。また、減少は権利失効によるものであります。

３．平成20年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、勤務期間に係る条件が成就したことに伴うも

のです。

４．平成21年ストック・オプションとしての新株予約権は、当連結会計年度末において行使条件が成就しており

ません。

該当事項はありません。

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 168,562,177 ― ― 168,562,177

Ａ種優先株式(株) 92,308,000 ― ― 92,308,000

合計(株) 260,870,177 ― ― 260,870,177

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 212,048 9,953 ― 222,001

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
平成18年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 51 29 30 50 2

提出会社
平成19年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 460 711 106 1,065 77

提出会社
平成20年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 ― 16 ― 16 1

提出会社
平成21年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 8

合計(千株) 511 756 136 1,131 90

４ 配当に関する事項
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(変動事由の概要)

１ 平成22年７月13日付で、株式会社日立製作所が保有する全Ａ種優先株式の取得と引換えに普通株式の交

付を行いました。これに伴い発行済株式数が16,948,474株増加しております。

２ 平成22年８月16日付で、同Ａ種優先株式（自己株式）の消却を行いました。これに伴い発行済株式数が

15,384,000株減少しております。

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 9,250株

(注) １．平成18年ストック・オプションとしての新株予約権の減少は権利失効によるものであります。

２．平成19年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、勤務期間に係る条件が成就したことに伴うも

のです。また、減少は権利失効によるものであります。

３．平成20年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、勤務期間に係る条件が成就したことに伴うも

のです。

４．平成21年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、勤務期間に係る条件が成就したことに伴うも

のです。

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 168,562,177 16,948,474 ― 185,510,651

Ａ種優先株式(株) 92,308,000 ― 15,384,000 76,924,000

合計(株) 260,870,177 16,948,474 15,384,000 262,434,651

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 222,001 9,250 ― 231,251

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
平成18年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 50 ― 30 20 1

提出会社
平成19年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 1,065 527 582 1,010 46

提出会社
平成20年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 16 17 ― 33 1

提出会社
平成21年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 ― 184 ― 184 11

合計(千株) 1,131 728 612 1,247 60

４ 配当に関する事項
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,002百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金
エスクロー口座（入
出金が制限された口
座）への振替

△226 〃

△117 〃

現金及び現金同等物 2,658百万円

――――――――――――――

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,708百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△114 〃

現金及び現金同等物 2,593百万円

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産および負債の主な内訳

クリエイティヴ・コア(株)(平成23年３月31日現在)

流動資産 505 百万円

固定資産 91 〃

資産合計 596 百万円

流動負債 243 〃

固定負債 112 〃

負債合計 356 百万円

クリエイティヴ・コア社

株式の売却価額

150 百万円

クリエイティヴ・コア社の

現金及び現金同等物

△ 206 〃

差引：クリエイティヴ・コ

ア社売却による支出

△ 56 百万円
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、当社は適格退職年金制

度及び退職一時金制度を併用しており、国内連結子

会社は退職一時金制度を採用しております。

なお、従業員の退職に際して割増退職金を支払う

場合があります。

１ 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、当社は確定給付企業年

金制度及び退職一時金制度を併用しており、国内連

結子会社は退職一時金制度を採用しております。

なお、従業員の退職に際して割増退職金を支払う

場合があります。

２ 退職給付債務に関する事項

(平成22年３月31日現在)

① 退職給付債務 △4,593百万円

② 年金資産 1,919 〃

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △2,674百万円

④ 会計基準変更時差異の
未処理額

927百万円

⑤ 未認識数理計算上の差異 530 〃

⑥ 連結貸借対照表計上退職給付
引当金(③＋④＋⑤)

△1,215百万円

一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。

２ 退職給付債務に関する事項

(平成23年３月31日現在)

① 退職給付債務 △2,130百万円

② 年金資産 1,203 〃

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △927百万円

④ 会計基準変更時差異の
未処理額

742百万円

⑤ 未認識過去勤務債務
⑥ 未認識数理計算上の差異

△1,065 〃

266 〃

⑦ 連結貸借対照表計上退職給付
引当金(③＋④＋⑤+⑥)

△983百万円

一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。

３ 退職給付費用に関する事項

(平成21年４月１日～平成22年３月31日)

① 勤務費用 (注) 50百万円

② 利息費用 134 〃

③ 期待運用収益 △109 〃

④ 会計基準変更時差異の
費用処理額

257 〃

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △136 〃

⑥ 数理計算上の差異の費用処理額 248 〃

⑦ 退職給付費用
(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥)

445百万円

⑧ その他 (注) 90百万円

合計 535百万円

(注) 簡便法を採用している子会社の退職給付費用

は、「①勤務費用」に計上しております。「⑧

その他」には、確定拠出型制度の退職給付費用

85百万円及び退職金4百万円が含まれておりま

す。

３ 退職給付費用に関する事項

(平成22年４月１日～平成23年３月31日)

① 勤務費用 (注) 43百万円

② 利息費用 70 〃

③ 期待運用収益 △42 〃

④ 会計基準変更時差異の
費用処理額

185 〃

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △323 〃

⑥ 数理計算上の差異の費用処理額 112 〃

⑦ 退職給付費用
(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥)

46百万円

⑧ その他 (注) 86百万円

合計 132百万円

(注) 簡便法を採用している子会社の退職給付費用

は、「①勤務費用」に計上しております。「⑧

その他」には、確定拠出型制度の退職給付費用

84百万円及び退職金1百万円が含まれておりま

す。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 3.80％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ３年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 ５年

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 15年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 同左

② 割引率 同左

③ 期待運用収益率 2.20％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 同左

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 同左

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 同左
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額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％を超えているため、記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、い

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

(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)
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１ 報告セグメントの概要

(１)報告セグメントの決定方法

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。

(２)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「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。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は

市場実勢価格に基づいております。

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(注)１.「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。

２.資産および負債を事業セグメント別に配分しておりませんので、セグメント資産および負債の開示を省

略しております。

３.クリエイティヴ・コアの事業はひとつの報告セグメントとしておりましたが、区分を変更し、市販／配

信事業及び放送メディア事業にそれぞれ含めて表示をしております。

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

(注)１.「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。

２.資産および負債を事業セグメント別に配分しておりませんので、セグメント資産および負債の開示を省

略しております。

(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 12,328 2,349 14,678 3,464 18,142

セグメント間の内部売上高
又は振替高

167 ― 167 321 488

計 12,495 2,349 14,845 3,785 18,631

セグメント利益 1,426 919 2,345 543 2,889

その他の項目

減価償却費 90 2 93 71 164

のれんの償却額 ― ― ― ― ―

(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 10,930 2,382 13,312 3,134 16,446

セグメント間の内部売上高
又は振替高

177 ― 177 161 338

計 11,107 2,382 13,489 3,295 16,785

セグメント利益 1,456 1,093 2,550 558 3,108

その他の項目

減価償却費 71 2 74 50 125
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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)

(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。

(追加情報)

当連結会計年度より「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。

(単位：百万円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 14,845 13,489

「その他」の区分の売上高 3,785 3,295

セグメント間取引消去 △488 △338

連結財務諸表の売上高 18,142 16,446

(単位：百万円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 2,345 2,550

「その他」の区分の利益 543 558

セグメント間取引消去 8 26

全社費用(注) △2,597 △ 2,252

その他の調整額 37 △0

連結財務諸表の営業利益 337 882

(単位：百万円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額
連結財務諸表

計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 93 74 71 50 63 111 228 236

のれんの償却額 ― ― ― ― 24 ― 24 ―
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１．製品およびサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(１)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

(２)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記

載はありません。

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

該当事項はありません。

(関連情報)

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３ １株当たり当期純利益の算定にあたっては、普通株式期中平均株式数にＡ種優先株式を加えております。

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 △30.04円

１株当たり当期純利益 2.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円

１株当たり純資産額 △17.05円

１株当たり当期純利益 3.25円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円

項目 前連結会計年度
（平成22年３月31日)

当連結会計年度
（平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 1,452 2,251

普通株式に係る純資産額（百万円） △5,057 △3,159

差額の主な内訳（百万円）

優先残余財産請求権によりＡ種優先株主に帰属

する額
6,060 5,050

Ａ種優先株式の累積未払配当金相当額 360 300

新株予約権 90 60

普通株式の発行済株式数（千株） 168,562 185,510

普通株式の自己株式数（千株） 222 231

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株）
168,340 185,279

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益(百万円) 569 876

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

(うち優先配当額) (―) (―)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 569 876

普通株式期中平均株式数(千株)

普通株式 168,344 180,501

Ａ種優先株式(普通株式転換後) 101,695 89,529

合計 270,039 270,030

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の内訳(千株)

新株引受権 ― ―

新株予約権 ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

新株引受権
（1種類、 3,750個）
普通株式 3,750千株

新株予約権
（21種類、 6,960個）
普通株式 6,960千株

新株引受権
（1種類、 1,250個）
普通株式 1,250千株

新株予約権
（17種類、 2,910個）
普通株式 2,910千株
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)および当連結会計年度(自 平成22

年４月１日 至 平成23年３月31日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,223 2,209

受取手形 91 65

売掛金 ※2 2,315 ※2 2,079

商品及び製品 275 364

仕掛品 272 293

原材料及び貯蔵品 47 26

前渡金 200 283

前払費用 268 249

繰延税金資産 26 107

短期貸付金 10 16

未収入金 121 124

その他 12 29

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 5,860 5,843

固定資産

有形固定資産

建物 406 437

減価償却累計額 △54 △149

建物（純額） 352 287

機械及び装置 648 646

減価償却累計額 △604 △612

機械及び装置（純額） 43 34

工具、器具及び備品 259 265

減価償却累計額 △143 △166

工具、器具及び備品（純額） ※3 116 ※3 98

土地 0 0

リース資産 39 42

減価償却累計額 △17 △28

リース資産（純額） 22 13

有形固定資産合計 535 435

無形固定資産

ソフトウエア 331 193

リース資産 7 5

その他 4 4

無形固定資産合計 343 203

投資その他の資産

投資有価証券 48 50

関係会社株式 834 679

長期貸付金 4 36

従業員に対する長期貸付金 1 0

破産更生債権等 46 10

長期前払費用 16 13

長期未収入金 356 353

敷金及び保証金 237 237

営業出資金 ※4 132 ※4 143

その他 0 0

貸倒引当金 △503 △475

投資その他の資産合計 1,176 1,052

固定資産合計 2,055 1,691

資産合計 7,915 7,534
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 388 306

買掛金 554 476

短期借入金 ※2 500 ※2 500

リース債務 13 8

未払金 976 594

未払費用 2,082 344

未払印税 － 1,231

未払法人税等 24 11

前受金 36 26

預り金 ※1 934 ※1 1,035

返品調整引当金 255 259

その他 102 104

流動負債合計 5,870 4,899

固定負債

リース債務 18 12

繰延税金負債 － 0

退職給付引当金 1,128 979

資産除去債務 － 30

長期未払金 11 11

長期繰延利益 180 121

固定負債合計 1,339 1,156

負債合計 7,209 6,055

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金

その他資本剰余金 2,187 2,187

資本剰余金合計 2,187 2,187

利益剰余金

利益準備金 760 760

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △3,308 △2,506

利益剰余金合計 △2,547 △1,745

自己株式 △23 △23

株主資本合計 616 1,418

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 0

評価・換算差額等合計 △0 0

新株予約権 90 60

純資産合計 706 1,478

負債純資産合計 7,915 7,534
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（２）損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 14,768 13,976

売上原価 ※2 8,338 ※2 7,856

売上総利益 6,430 6,120

販売費及び一般管理費 ※3 6,261 ※3 5,523

営業利益 168 596

営業外収益

受取利息 ※1 11 1

受取配当金 2 2

未払印税整理益 － 151

受取手数料 ※1 15 ※1 34

その他 7 9

営業外収益合計 36 199

営業外費用

支払利息 23 8

構造改革関連費用 24 51

為替差損 1 2

その他 1 0

営業外費用合計 50 63

経常利益 155 733

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 ※4 35 ※4 3

退職給付引当金戻入額 ※5 971 －

本社移転関連利益 ※6 330 －

その他 55 2

特別利益合計 1,392 42

特別損失

災害関連損失 － ※7 50

100周年記念費用 － ※8 37

関係会社株式売却損 － 5

固定資産除却損 ※9 15 ※9 4

関係会社株式評価損 ※10 988 －

株主異動関連費用 ※11 260 －

その他 ※12 56 4

特別損失合計 1,321 101

税引前当期純利益 227 674

法人税、住民税及び事業税 9 △47

法人税等調整額 △26 △80

法人税等合計 △17 △127

当期純利益 244 801
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,000 1,000

当期末残高 1,000 1,000

資本剰余金

その他資本剰余金

前期末残高 2,187 2,187

当期末残高 2,187 2,187

資本剰余金合計

前期末残高 2,187 2,187

当期末残高 2,187 2,187

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 760 760

当期末残高 760 760

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △3,553 △3,308

当期変動額

当期純利益 244 801

当期変動額合計 244 801

当期末残高 △3,308 △2,506

利益剰余金合計

前期末残高 △2,792 △2,547

当期変動額

当期純利益 244 801

当期変動額合計 244 801

当期末残高 △2,547 △1,745

自己株式

前期末残高 △23 △23

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △23 △23

株主資本合計

前期末残高 372 616

当期変動額

当期純利益 244 801

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 244 801

当期末残高 616 1,418

44

日本コロムビア株式会社(6791)平成23年３月期決算短信



(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 0 △0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △0 0

評価・換算差額等合計

前期末残高 0 △0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △0 0

新株予約権

前期末残高 77 90

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12 △29

当期変動額合計 12 △29

当期末残高 90 60

純資産合計

前期末残高 450 706

当期変動額

当期純利益 244 801

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △28

当期変動額合計 256 772

当期末残高 706 1,478
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該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記
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（５）重要な会計方針

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

…移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

…移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

…同左

その他有価証券

時価のあるもの

…同左

時価のないもの

…同左

(2) たな卸資産

評価基準は原価法(貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっ

ております。

商品及び製品 …先入先出法

仕掛品、原材料及び貯蔵品…総平均法

(2) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

…定額法

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 …５年～18年

工具、器具及び備品…４年～10年

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

…同左

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

…定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)に基づく定額法によ

っております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし

て算定する定額法

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 返品調整引当金

将来の返品による損失に備えるため、総売上高

に対する返品実績率に基づき、返品損失の見込額

を計上しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

…同左

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

…同左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 返品調整引当金

同左
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前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。

なお、会計基準変更時差異については15年によ

る均等額を費用処理しております。

過去勤務債務は、発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(３年)による定額

法により按分した額を発生事業年度より費用処理

しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度より費用処理することとして

おります。

(3) 退職給付引当金

同左

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(2) 連結納税制度の適用

同左
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（６）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

―――――――――――――― (資産除去債務に関する会計基準等)

当事業年度より、「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。

これにより、当事業年度の営業利益、経常利益および

税引前当期純利益はそれぞれ30百万円減少しておりま

す。

表示方法の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（貸借対照表関係）

１ 前事業年度において独立掲記しておりました「電話

加入権」(当事業年度3百万円)については、金額に重要

性がなくなったため、当事業年度においては無形固定資

産の「その他」に含めて表示しております。

２ 前事業年度において投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「営業出資金」(前事業年

度72百万円)は、資産の総額の100分の１を超えたため、

当事業年度より区分掲記することといたしました。

（貸借対照表関係）

前事業年度において未払費用に含めて表示しておりま

した「未払印税」(前事業年度1,702百万円)は、財政状

態をより適切に表示するため、当事業年度より区分掲記

することといたしました。
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（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する主な資産及び負債は次のとお

りであります。

(負債の部)

預り金 730百万円

※１ 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する主な資産及び負債は次のとお

りであります。

(負債の部)

預り金 830百万円

※２ 担保資産

金融機関からの短期借入金500百万円に対し、

売掛金1,606百万円を担保として差し入れており

ます。

※２ 担保資産

金融機関からの短期借入金500百万円に対し、

売掛金1,446百万円を担保として差し入れており

ます。

※３ 所有権留保等資産

工具、器具及び備品のオフィス家具5百万円に

ついてはセール・アンド割賦バック取引のため、

所有権が売主に留保されております。

※４ 営業出資金

営業出資金は、他社数社と共同で行っている映

像製作に対する出資であり、当社グループのミュ

ージック制作事業の一環として行っているもの

で、有価証券に該当しないと考えられる出資であ

ります。

※３ 所有権留保等資産

工具、器具及び備品のオフィス家具3百万円に

ついてはセール・アンド割賦バック取引のため、

所有権が売主に留保されております。

※４ 営業出資金

同左
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。

受取利息 7百万円

受取手数料 7百万円

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。

受取手数料 26百万円

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 71百万円

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 △93百万円

※３ 販売費及び一般管理費の主要なものは、次のと

おりであります。

販売増進費 1,185百万円

運賃荷造費 496 〃

広告宣伝費 1,069 〃

従業員給与・手当 1,654 〃

退職給付費用 360 〃

減価償却費 141 〃

※３ 販売費及び一般管理費の主要なものは、次のと

おりであります。

販売増進費 1,081百万円

運賃荷造費 458 〃

広告宣伝費 851 〃

従業員給与・手当 1,703 〃

退職給付費用 82 〃

減価償却費

貸倒引当金繰入額

173 〃

33 〃

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合 約44％ 販売費及び一般管理費のうち販売費の割合 約44％

※４ 過年度にＶ２レコードとのライセンス契約条件

について係争となり、当該契約を解消することに

伴い発生が予想される損失を計上いたしました

が、和解により一部見積もっていた損失が減少し

たため特別利益として計上したものであります。

※４ 同左

※５ 退職年金受給権者のうち320名が一時金での受

け取りを選択したことにより生じた退職給付引当

金の戻し入れであります。

――――――――――――――

※６ 賃貸人からの申し出により本社ビルの定期建物

賃貸借契約を期限前に解約したことにより受け取

った立退料と当該本社ビルの建物及び構築物等の

除却損並びに本社移転費用との差額であります。

――――――――――――――

―――――――――――――― ※７ 平成23年３月11日に発生した東日本大震災に伴

い、商品在庫の損害など被災した特約店の支援の

ため今後支出が見込まれるもの40百万円及び金額

を合理的に見積もることができる損失、イベント

の延期に伴うキャンセル費用等であります。

―――――――――――――― ※８ 100周年を記念して開催したコンベンション費

用24百万円及び商号を変更した費用5百万円等で

あります。

※９ 固定資産除却損15百万円の内容は、ソフトウェ

アに関わるもの15百万円等であります。

※９ 固定資産除却損4百万円の内容は、ソフトウェ

アに関わるもの2百万円等であります。

※10 子会社クリエイティヴ・コア株式会社の株式

988百万円を減損処理したものであります。

――――――――――――――

※11 株主異動に伴い退任した役員の退職一時金及び

コンサルティング契約を期限前に解約したことに

より支払った違約金並びに臨時株主総会費用等で

あります。

――――――――――――――

※12 特別損失の「その他」56百万円の内容は、投資

有価証券評価損等であります。

――――――――――――――
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 9,953株

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 9,250株

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 212,048 9,953 ― 222,001

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 222,001 9,250 ― 231,251
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３ １株当たり当期純利益の算定にあたっては、普通株式期中平均株式数にＡ種優先株式を加えております。

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 △34.47円

１株当たり当期純利益 0.91円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円

１株当たり純資産額 △21.22円

１株当たり当期純利益 2.97円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円

項目 前事業年度
（平成22年３月31日)

当事業年度
（平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 706 1,478

普通株式に係る純資産額（百万円） △5,803 △3,931

差額の主な内訳（百万円）

優先残余財産請求権によりＡ種優先株主に帰属

する額
6,060 5,050

Ａ種優先株式の累積未払配当金相当額 360 300

新株予約権 90 60

普通株式の発行済株式数（千株） 168,562 185,510

普通株式の自己株式数（千株） 222 231

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株）
168,340 185,279

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益(百万円) 244 801

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

(うち優先配当額) (―) (―)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 244 801

普通株式期中平均株式数(千株)

普通株式 168,344 180,501

Ａ種優先株式(普通株式転換後) 101,695 89,529

合計 270,039 270,030

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の内訳(千株)

新株引受権 ― ―

新株予約権 ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

新株引受権
（1種類、 3,750個）
普通株式 3,750千株

新株予約権
（21種類、 6,960個）
普通株式 6,960千株

新株引受権
（1種類、 1,250個）
普通株式 1,250千株

新株予約権
（17種類、 2,910個）
普通株式 2,910千株
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特記すべき事項はございません。

６．その他
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