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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 3,355 △13.5 16 △90.1 19 △88.0 10 △93.9
23年3月期第1四半期 3,879 △5.8 167 ― 162 ― 175 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △1百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 153百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 0.04 ―
23年3月期第1四半期 0.65 0.65

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 7,526 2,250 29.1
23年3月期 7,923 2,251 27.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,188百万円 23年3月期  2,190百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（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
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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

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



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 185,510,651 株 23年3月期 185,510,651 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 232,366 株 23年3月期 231,251 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 185,278,602 株 23年3月期1Q 168,338,185 株



  

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

23年３月期 ― ― 0 .00 ― ― 0 .00 0 .00

24年３月期 ― ―

24年３月期(予想) 0 .00 ― ― 0 .00 0 .00
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当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、33億５千５百万円(前年同四半期に比べ13.5％減)となり

ました。これは主に、市販／配信事業においてゲーム、アニメ作品を中心とする市販売上は堅調に推移

しましたが、J-POP作品を中心とする配信売上が減少し、また特販／通販事業の売上が減少したこと、

およびクリエイティヴ・コア株式会社の株式売却に伴い、前年同期に計上されておりました同会社の売

上がなくなったためです。 

損益につきましては、高利益率商品の売上減少により、営業利益は１千６百万円(前年同四半期は１

億６千７百万円)となりました。また、経常利益は１千９百万円(前年同四半期は１億６千２百万円)、

四半期純利益は１千万円(前年同四半期は１億７千５百万円)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。 

  

〔市販／配信事業〕 

売上高につきましては、ゲーム、アニメ作品を中心とした市販売上は堅調に推移しましたが、配信部

門における大型作品の落ち込みによる配信売上の減少に伴い、事業売上は23億４千９百万円(前年同四

半期に比べ5.2％減)となりました。また営業利益は、配信部門の売上減少に伴い、２億３千６百万円

(前年同四半期は３億６千２百万円)となりました。 

主な作品といたしましては、「氷川きよし」の第19弾シングル“あの娘と野菊と渡し舟”をはじめ、

２作連続のオリコン初登場第１位を獲得しました「AKB48」派生ユニット「Not yet」のセカンドシング

ル“波乗りかき氷”、「clammbon」のベストアルバム “clammbon - columbia best”、“THE IDOLM＠

STER” シリーズ、“海賊戦隊ゴーカイジャー”シリーズ、あらいぐまが主人公のアドベンチャーゲー

ムの第２弾 “きれいずきん生活２”、お花屋さんのお仕事が体験できる女の子のための職業体験ゲー

ム “お花屋さん物語”などの自社制作作品が好調な売れ行きとなり、売上に貢献いたしました。  

  

〔特販／通販事業〕 

通販売上は、ビクターエンタテインメント株式会社との業務提携の開始などにより好調に推移しまし

たが、特販部門においては音源使用にかかる企業向け取引の減少などの影響もあり、事業売上は５億３

百万円(前年同四半期に比べ8.5％減)となり、営業利益は１億９千５百万円(前年同四半期は２億５千４

百万円)となりました。 

  

〔その他〕 

クリエイティヴ・コア株式会社の株式売却に伴い、前年同四半期に計上されておりました同会社の売

上がなくなったため、その他事業の売上高は５億２百万円(前年同四半期に比べ40.9％減)となり、営業

利益は１億８千６百万円(前年同四半期は１億８千５百万円)となりました。 

  

当社グループは、継続して利益を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、人員規模の適正化および業務効率化の施策などを実施しておりま

す。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、売上、利益の拡大に努めてまいり

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。 

  

１．当四半期決算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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〔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14～あの娘と野菊と渡し舟～”、 

  “あの娘と野菊と渡し舟”      「氷川きよし」  

“高山の女(ひと)～新録音～”    「大川栄策」 

“KAMEN RIDER BEST 1971-1994”  

“THE IDOLM@STER”シリーズ  

“海賊戦隊ゴーカイジャー”シリーズ 

“MIDNIGHT☆BUTTERFLY”       「フェロ☆メン」 

“2011 ポップ・ヒット・マーチ ～VICTORY～” 

“テレビアニメーション トリコ オープニング・テーマ「ガツガツ!!」” 

“Resuscitated Hope／unity” (GOSICKエンディング・テーマ)「コミネリサ」 

“波乗りかき氷”  「Not yet」 

“clammbon - columbia best”     「clammbon」  

   

  ＜映像ソフト＞ 

“氷川きよしスペシャルコンサート2010 きよしこの夜Vol.10”  「氷川きよし」   

“いないいないばあっ！”シリーズ  

“みいつけた！”シリーズ 

“ジリアン・マイケルズの30日間集中ダイエット”    「ジリアン・マイケルズ」 

  

  ＜音楽配信＞ 

“Butterfly”、“Ring a Ding Dong”、  

“A winter fairy is melting a snowman”  「木村カエラ」 

“週末Not yet”  「Not yet」 

“ハナミズキ”   「一青窈」  

“海賊戦隊ゴーカイジャー”シリーズ  

  

  ＜ゲームソフト＞ 

ニンテンドーDSソフト  

“きれいずきん生活２”、“お花屋さん物語”、“わんニャンどうぶつ病院” 

  

〔特販／通販事業〕 

“鮫島有美子がうたう 日本のうた・世界のうた 100” 

“唄は世につれ 昭和歌謡 黄金時代”  

“匠 演歌ひとすじ” 

“美空ひばり 昭和を歌う”  

“船村徹が歌う愛惜の譜”  

“大川栄策 昭和を唄う ～粋伝和心～” 
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〔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  

“色糸”  「新選組リアン」 

“サウンズ・オブ・ア・プレイグラウンド・フェイディング”  「イン・フレイムス」 

株式会社ワードレコーズ様 

“ライヴ・アット・ドニントン１９９０”  「ホワイトスネイク」  

株式会社ｈｕｇ ｉｎｃ．様  

“ＳＵＮＮＹ”  「ＴＯＷＡ ＴＥＩ（テイ・トウワ）」  

株式会社トゥルーパー・エンタテインメント様 

“ケイオス・リージョンズ”  「アーチ・エネミー」  

  

  

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度と比較して３億９千６百万円減少し、75億２

千６百万円となりました。 

主な増減としては、資産の部では、受取手形及び売掛金が期末売上債権の回収により３億６千９百万

円減少しております。負債の部では、未払費用が１億８千４百万円および未払印税が１億９百万円減少

しました。また、純資産は22億５千万円となりました。 

  

平成24年３月期(平成23年４月１日～平成24年３月31日)の連結業績予想につきましては、本年５月11

日に開示した業績予想から変更ありません。 

  

（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。 

  

該当ありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,708 2,764

受取手形及び売掛金 2,269 1,900

商品及び製品 416 440

仕掛品 475 518

原材料及び貯蔵品 49 47

繰延税金資産 159 157

前渡金 283 266

前払費用 261 215

その他 100 72

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 6,717 6,376

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 293 303

機械装置及び運搬具（純額） 34 32

工具、器具及び備品（純額） 102 89

土地 0 0

リース資産（純額） 13 16

有形固定資産合計 445 442

無形固定資産

リース資産 5 5

ソフトウエア 193 159

その他 175 170

無形固定資産合計 373 334

投資その他の資産

投資有価証券 50 50

繰延税金資産 2 2

長期前払費用 13 14

長期未収入金 356 357

その他 446 446

貸倒引当金 △483 △498

投資その他の資産合計 386 373

固定資産合計 1,205 1,150

資産合計 7,923 7,526
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 789 882

短期借入金 500 500

リース債務 8 8

未払金 613 548

未払費用 364 180

未払印税 1,495 1,386

未払法人税等 30 11

返品調整引当金 303 248

その他 404 368

流動負債合計 4,511 4,134

固定負債

リース債務 12 14

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 983 967

資産除去債務 30 30

その他 133 129

固定負債合計 1,160 1,141

負債合計 5,672 5,276

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 △712 △702

自己株式 △23 △23

株主資本合計 2,450 2,461

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 △260 △272

その他の包括利益累計額合計 △260 △272

新株予約権 60 61

純資産合計 2,251 2,250

負債純資産合計 7,923 7,526
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 3,879 3,355

売上原価 2,239 1,920

売上総利益 1,640 1,434

販売費及び一般管理費

販売費 579 593

一般管理費 894 824

販売費及び一般管理費合計 1,473 1,418

営業利益 167 16

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

受取手数料 3 2

その他 0 0

営業外収益合計 4 4

営業外費用

支払利息 2 1

構造改革関連費用 6 －

その他 0 0

営業外費用合計 9 1

経常利益 162 19

特別利益

新株予約権戻入益 19 －

その他 6 －

特別利益合計 25 －

特別損失

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税金等調整前四半期純利益 187 19

法人税、住民税及び事業税 11 7

法人税等調整額 △0 1

法人税等合計 11 8

少数株主損益調整前四半期純利益 175 10

四半期純利益 175 10
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 175 10

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 0

為替換算調整勘定 △22 △12

その他の包括利益合計 △22 △12

四半期包括利益 153 △1

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 153 △1

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．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 

 
 (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。 

  

２．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) 

 
 (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。 

  

３．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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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 2,479 549 3,029 850 3,879

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

58 ― 58 43 102

計 2,538 549 3,088 894 3,982

セグメント利益 362 254 617 185 803

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 617

「その他」の区分の利益 185

セグメント間取引消去 7

全社費用(注) △646

その他の調整額 2

四半期連結損益計算書の営業利益 167
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

 
 (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、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．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) 

 
 (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。 

  

３．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。 

   

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

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。 

 
  

  

  

(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 2,349 503 2,852 502 3,355

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

33 ― 33 36 69

計 2,382 503 2,885 538 3,424

セグメント利益 236 195 431 186 618

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 431

「その他」の区分の利益 186

セグメント間取引消去 0

全社費用(注) △602

四半期連結損益計算書の営業利益 16

（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

（単位：千株）

項目
平成24年３月期
第１四半期

平成23年３月期 
第１四半期

普通株式期中平均株式数

普通株式 185,278 168,338

Ａ種優先株式(普通株式転換後) 84,746 101,695

合 計 270,025 270,033
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  平成23年３月期（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

 
  

  平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24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 3,879 4,288 3,953 4,324

営業利益 167 314 145 254

経常利益 162 315 104 407

四半期純利益 175 301 97 302

(単位：百万円)

第１四半期
連結会計期間

売上高 3,355

営業利益 16

経常利益 19

四半期純利益 10

12

日本コロムビア㈱（6791）平成24年3月期第1四半期決算短信




