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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  営業収入 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 ％ 

24年３月期  31,776  21.6  3,564  64.9  3,438  62.1  1,930  69.8

23年３月期  26,122  △9.1  2,161  70.4  2,120  75.9  1,136  －

（注）包括利益 24年３月期 1,951百万円 （ ％） 70.0   23年３月期 1,147百万円 （ ％） －

  
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 

営業収入 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

24年３月期  210.41  －  15.5  17.3  11.2

23年３月期  122.96  －  10.0  12.1  8.3

（参考）持分法投資損益 24年３月期 9百万円   23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 

24年３月期  21,588  13,435  60.7  1,478.91

23年３月期  18,257  12,084  64.5  1,273.85

（参考）自己資本 24年３月期 13,100百万円   23年３月期 11,766百万円

  
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 

24年３月期  3,752  △891  △610  8,026

23年３月期  3,008  △578  △263  5,783

  
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 ％ ％

23年３月期 －  10.00 － 10.00 20.00  184 16.3 1.6

24年３月期 －  10.00 － 25.00 35.00  313 16.6 2.5

25年３月期（予想） －  15.00 － 15.00 30.00   21.3  

24年３月期の期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 15円00銭

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  営業収入 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）  13,000  △20.1  900  △48.6  925  △45.5  550  △43.2  62.09

通期  26,050  △18.0  2,100  △41.1  2,110  △38.6  1,250  △35.2  141.11
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※  注記事項 

  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
（参考）個別業績の概要 

１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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）：  無   

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 9,311,760株 23年３月期 9,311,760株

②  期末自己株式数 24年３月期 453,235株 23年３月期 74,503株

③  期中平均株式数 24年３月期 9,173,946株 23年３月期 9,247,067株

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

  営業収入 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 ％ 

24年３月期  24,350  45.5  3,190  99.9  3,289  102.3  1,744  106.4

23年３月期  16,731  △17.3  1,595  △38.2  1,625  △39.8  845  －

  
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 

24年３月期  190.15  －

23年３月期  91.42  －

  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 

24年３月期  19,688  13,218  67.1  1,492.13

23年３月期  16,163  12,057  74.6  1,305.31

（参考）自己資本 24年３月期 13,218百万円   23年３月期 12,057百万円

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きは終了していません。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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Ｐ．２「経営成績に関する分析」を

ご覧ください。 

（決算補足説明資料の入手方法について） 

当社は、平成24年５月18日（金）に機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催する予定です。この説明会にて配

布する決算補足説明資料は、開催後、当社ホームページに掲載する予定です。
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（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞から緩やかに持ち直しておりますが、電力供給

の制約や原子力災害の影響は依然として続いております。また、長期化する円高や海外景気の減速により、国内景気への

影響も懸念されるなど厳しい環境が継続しております。 

このような状況のなか、当社グループは東日本大震災からの一日も早い復旧復興支援のため、被災者の皆様のお役に立

てればと願い、アーティスト、社員はもちろんのこと、ファンの方々や全ての関係者の皆様のご協力のもと、募金活動、

チャリティＣＤの発売やイベント開催、グッズ販売など、当社グループができる復興支援活動を考え実行してまいりまし

た。当社グループでは今後も復興に向けた支援活動を継続して行ってまいります。 

当社グループを取り巻く事業環境ですが、音楽業界におきまして、ソフト総生産実績はＣＤシングルが好調だったこと

によりほぼ前年並みに推移しましたが、有料音楽配信は低調だったことにより前年比マイナスとなっております。映画業

界におきましては、東日本大震災の影響による客足の減少に加え、ヒット作品が少なかったことにより前年度に比べ大幅

に興行収入が落ち込みました。ビデオソフト市場におきましては、震災の影響や世界的な経済の低迷などを背景に、前年

度に比べ総売上は若干の減少となっております。 

当連結会計年度における当社グループの概況につきましては、既存コア事業の強化とともに新市場への展開を本格的に

稼動させるべく、事業基盤の構築を行ってまいりました。まず、従来から取り組んでいるアジア展開の新たな基盤とし

て、中国語圏へのエンターテインメント発信基地としての役割が大きく注目されている台湾に、子会社を設立いたしまし

た。所属アーティストのアジア展開の支援、現地アーティストの発掘・契約、今後のアジアマーケットの情報収集及び情

報発信を行ってまいります。 

さらに、東アジアマーケットに大きな影響力を持つ、韓国ドラマの制作を主な投資対象とする「ドラマファンド」に出

資し、所属アーティストの出演や楽曲タイアップ、日本でのＤＶＤパッケージ販売やマーチャンダイジングビジネスな

ど、グループ会社も含めた様々な事業に高いシナジー効果を見込んでおります。 

また、新しいエンターテインメントメディアとして、コンサートや演劇、スポーツなどを、映画館を含むあらゆる施設

に配給する事業を展開する、株式会社ライブ・ビューイング・ジャパンを合弁で設立いたしました。多様な業態からなる

出資各社の強みを 大限に生かし、業界全体でライブエンターテインメントの活性化やアーティストの海外進出支援など

を実現すべく、積極的に事業展開してまいります。 

当連結会計年度の主な事業といたしまして、営業収入は大型ツアーをはじめ、ライブ、舞台、イベントを多数実施する

など、幅広い年代、ジャンルのアーティストによるライブエンターテインメント活動を積極的に展開しました。それらの

会場やオンラインショップで販売するグッズ販売収入も含め好調であり大幅な増収要因となっております。営業利益につ

きましては、上記増収要因をはじめ、アーティストマネージメント事業全般が好調であったこと、メディアビジュアル事

業においてＤＶＤのヒット作品もあり利益が改善したこと、旧譜音楽コンテンツの活用が拡大し、コンテンツ事業が堅調

であったことなどにより、全体として大幅な増益となりました。 

これらの結果、当連結会計年度の当社グループの経営成績は、営業収入317億７千６百万円（前年同期比21.6％増）、

営業利益35億６千４百万円（前年同期比64.9％増）、経常利益34億３千８百万円（前年同期比62.1％増）、当期純利益19

億３千万円（前年同期比69.8％増）と大幅な増益となり、計画に対しても増収増益となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

〔アーティストマネージメント事業〕 

当事業につきましては、福山雅治の大型全国ツアーをはじめ、桑田佳祐、ポルノグラフィティ、Ｐｅｒｆｕｍｅ、ｆｌ

ｕｍｐｏｏｌ、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫなどのコンサートや地球ゴージャス、ＴＥＡＭ ＮＡＣＳの舞台公演、若手俳優が

一同に集うファン感謝祭イベントなど、幅広い年代、ジャンルのアーティストによるライブエンターテインメント活動を

積極的に実施し、グッズ販売も含め好調であり大幅な増収増益要因となりました。 

さらに、福山雅治、桑田佳祐、三浦春馬、佐藤健、上野樹里、吉高由里子など、厳しい環境ではありましたがＣＭ収入

が好調であったことも増益の要因となりました。また、音楽事業に関しては、桑田佳祐、Ｐｅｒｆｕｍｅのアルバム印税

収入などが好調であり、市場は厳しい状態が継続しておりますが、順調に推移いたしました。 

この結果、営業収入240億９千５百万円（前年同期比45.0％増）、セグメント利益36億５千６百万円（前年同期比

51.9％増）となりました。 

１．経営成績
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〔メディアビジュアル事業〕 

当事業につきましては、ＤＶＤ販売におきまして、前年同期に比べ大型作品が少なかったことにより減収となりました

が、韓国若手俳優チャン・グンソク主演「メリは外泊中」がヒットしたことをはじめ、日本アカデミー賞10部門で 優秀

賞を獲得した「八日目の蝉」、上野樹里主演大河ドラマ「江 姫たちの戦国 」、大泉洋主演邦画「探偵はＢＡＲにい

る」、ＮＨＫドラマ「セカンドバージン」など多様なラインナップを展開し、全体としても効率的な事業運営となり、利

益改善を図ることができました結果、増益となりました。 

この結果、営業収入55億２千７百万円（前年同期比23.7％減）、セグメント利益１億１千１百万円（前年同期比74.9％

増）となりました。 

  

〔コンテンツ事業〕 

当事業につきましては、サザンオールスターズ、福山雅治、ＢＥＧＩＮ、ポルノグラフィティ、Ｐｅｒｆｕｍｅなどに

よる旧譜楽曲の販売及び旧譜楽曲の二次使用による印税収入であり、前年同期に比べ大型のベストアルバム発売がなかっ

たことにより若干の減収となりましたが、新譜楽曲の販売が好調に推移したことに加え、旧譜音楽コンテンツ活用が堅調

に推移したことにより、増益となっております。 

この結果、営業収入21億５千２百万円（前年同期比4.7％減）、セグメント利益５億８千４百万円（前年同期比15.2％

増）となりました。 

  

〔次期の業績見通し〕 

次期の当社グループを取り巻く環境は、より一層厳しい状態になるものと懸念されます。 

このような状況の中、アーティストマネージメント事業におきましては、一層のライブエンターテインメント活動の強

化と同時に、グッズ販売事業、ＦＣ事業の拡充を図ってまいります。また、若手アーティストを中心にＣＭ、ＴＶ、映画

などへの出演に積極的に取り組んでまいります。 

主な事業として、イベント収入に関しましては、桑田佳祐の５年ぶりの全国ツアー、ポルノグラフィティの全国ツア

ー、以下既に実施しておりますＰｅｒｆｕｍｅの全国ツアー「ＪＰＮ」、ＴＥＡＭ ＮＡＣＳの「ニッポン公演 ＷＡＲＲ

ＩＯＲ～唄い続ける侍ロマン」などの公演を実施してまいります。 

ＣＤ発売による印税収入に関しましては、桑田佳祐のスペシャルアルバム「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ －ｎｏｗ ＆ ｆｏｒ

ｅｖｅｒ－」、以下既に発売済みですがポルノグラフィティのアルバム「ＰＡＮＯＲＡＭＡ ＰＯＲＮＯ」、高橋優のア

ルバム「この声」などを見込んでおります。 

ＣＭやＴＶ、映画への出演事業につきましては、外部環境が厳しい状況ではありますが、従来からのアーティストの活

動に加え、上野樹里や三浦春馬、佐藤健、小出恵介、平岡祐太、吉高由里子、仲里依紗など若手アーティストのさらなる

成長を見込んでおります。しかし、前期ほど大型のツアーを計画していないため、減収減益となる計画です。 

メディアビジュアル事業におきましては、引き続きグループ企業内のシナジー強化を意識し、当社アーティスト出演

の映像作品供給やグループ会社間で企画、制作するコンテンツの創出など、効果的な作品への経営資源投下を展開するこ

とで収益の安定化を図ります。 

主な事業として、映像事業に関しましては、佐藤健主演の邦画「るろうに剣心」、吉高由里子主演の邦画「僕等がい

た前編・後編」などを展開してまいります。 

ＤＶＤ販売事業に関しましては、上野樹里主演の大河ドラマ「江 総集編」、小出恵介、水沢エレナ主演の邦画「スイ

ッチを押すとき」など、当社アーティスト出演作品のほか、バラエティ、音楽、舞台作品なども含めた商品ラインナップ

を展開してまいります。 

このように引き続きグループ企業内のシナジー強化を意識し、多様な商品ラインナップを展開していくことで、増収

増益となる計画です。 

コンテンツ事業におきましては、権利保有楽曲及び権利保有映像作品の二次利用を促進すべく、効果的な活用を実施

してまいります。また、当社公式サイト「アミュモバ☆ＤＸ」やアーティストの公式サイトによる権利保有楽曲の配信に

加え、他社との連動による販路拡大も図り、音楽配信市場におけるコンテンツの多角的活用を行ってまいります。しかし

ながら、近年配信市場が縮小傾向にあることを鑑み、減収減益となる計画です。 

以上の結果、次期の業績見通しは、営業収入は、260億５千万円（前年同期比18.0％減）、営業利益は、上記減収要因

により21億円（前年同期比41.1％減）、当期純利益は、12億５千万円（前年同期比35.2％減）を計画しております。 
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（2）財政状態に関する分析 

（連結財政状態）  

  

（連結キャッシュ・フローの状況） 

（単位：百万円）

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は215億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億３千１百万円増加いたしまし

た。主な要因としましては、「商品及び製品」「仕掛品」のたな卸資産の減少、固定資産の減価償却費の計上に伴う「有

形固定資産」の減少要因などはありましたが、営業活動に伴う流動資産「現金及び預金」の増加要因などが上回り、全体

としては増加しております。 

当連結会計年度末の負債は81億５千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億８千万円増加いたしました。主な増

加要因としましては、営業活動に伴う流動負債「営業未払金」の増加、流動負債「未払法人税等」の増加、固定負債「退

職給付引当金」の増加などによるものであります。 

当連結会計年度末の純資産は134億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億５千１百万円増加いたしまし

た。主な増加要因としましては、「当期純利益」の計上などによるものであります。この結果、自己資本比率は60.7％と

なりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ22億４千２百万円

増加し、当連結会計年度末には80億２千６百万円となりました。 

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下記のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は37億5千２百万円（前期は30億８百万円の獲得）となりました。 

これは、主に法人税等の支払額及び営業債権の増加に伴う資金減少要因等はありましたが、税金等調整前当期純利益及

び営業債務の増加に伴う資金増加要因等が上回ったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は８億９千１百万円（前期は５億７千８百万円の使用）となりました。 

これは、主に投資有価証券及び子会社株式の取得による支出に伴う資金減少要因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） 

財務活動の結果使用した資金は６億１千万円（前期は２億６千３百万円の使用）となりました。 

これは、主に自己株式の取得による支出及び配当金の支払額に伴う資金減少要因などによるものであります。 

  
前連結会計年度 
平成23年３月期 

当連結会計年度 
平成24年３月期 

増減額 

総資産 （百万円）  18,257  21,588  3,331

純資産 （百万円）  12,084  13,435  1,351

自己資本比率 （％）  64.5  60.7  －

１株当たり純資産 （円）  1,273.85  1,478.91  205.06

  
前連結会計年度 
平成23年３月期 

当連結会計年度 
平成24年３月期 

増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,008  3,752  743

投資活動によるキャッシュ・フロー  △578  △891  △312

財務活動によるキャッシュ・フロー  △263  △610  △347

現金及び現金同等物の期末残高  5,783  8,026  2,242
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

※自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／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／利息の支払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

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すべての負債を対象としておりま

す。また、利息の支払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※第30期（平成20年３月期）は、営業キャッシュフローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及び

インタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。また、第32期（平成22年３月期）は有利子負債がないた

めキャッシュ・フロー対有利子負債比率は算定しておりません。また、第33期（平成23年３月期）及び第34期（平成

24年３月期）は有利子負債及び利息の支払がないためキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオは算定しておりません。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループの事業は、大規模なイベントの実施時期、ＣＤの発売時期、映像ソフトの発売時期等により、事業年度ご

とに業績の変動はありますが、株主に対する利益還元は重要な経営課題として認識しており、継続的に、安定して行うこ

とを基本方針としております。業績に見合った利益還元も重要な経営課題と認識しておりますが、財務体質の一層の強化

や将来の収益向上を図るための積極的な事業展開に備えた内部留保にも努め、総合的に勘案し配分する方針であります。

また、内部留保金につきましては、経営基盤の強化や、事業の拡大を図るためのアーティストの発掘・育成、良質な音

楽・映像コンテンツの制作等に活用し、企業価値を高めるよう努力しております。 

この方針に基づき、当事業年度の業績を勘案いたしまして、安定的な配当の継続を基本に、株主の皆様への利益還元を

検討した結果、普通配当金10円に株式上場10周年記念配当金15円を加え、当期の期末配当金は１株につき25円（年間合計

１株につき35円）を予定しております。 

次期の配当金につきましても、安定的な配当の継続を基本に実施する予定でありますが、近年の資本市場の動向や業績

の見通し等を鑑み、より積極的に利益還元に努めてまいりたいと考えており、年間合計10円増配の第２四半期末配当金15

円、期末配当金15円、年間合計１株につき30円を予定しております。 

  
第30期 

平成20年３月期

第31期 

平成21年３月期

第32期 

平成22年３月期

第33期 

平成23年３月期 
第34期 

平成24年３月期

自己資本比率（％）  61.8  54.3  65.5  64.5  60.7

時価ベースの自己資本比率（％）  95.3  42.5  54.0  47.0  48.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年)  －  0.1  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ  －  179.3  94.0  －  －
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、アーティスト自身、そしてアーティストが創作した著作物や第三者に提供するための作品で、一定期

間収益をもたらすことを期待できる権利とそれに付随する権利を「コンテンツ」と認識し定義しております。 

インターネット、デジタル放送、携帯電話に代表されるような情報通信技術の急速な発展によるメディア業界の多チャ

ンネル化と事業領域の拡大が、コンテンツの不足という状況をもたらしている昨今、当社グループは音楽原盤権、音楽著

作権、肖像権、映像における権利などを多数保有する「エンターテインメントコンテンツホルダー」として、あらゆる

人々に夢と感動を届けるため、アーティストと共に良質な作品を創出することを基本方針としております。 

当社グループは、クリエイターであるアーティストと社員スタッフとの共同作業によりコンテンツを生み出す業態であ

るため、クリエイティブな環境作りを心がけ、クリーンでクリアな会社経営に努め、企業価値の増大を図っております。

  

(2）目標とする経営指標 

当社の事業の特徴は、アーティストやクリエーターをマネージメントし、そこから創造される作品（コンテンツ）を事

業化することから始まり、音楽・映像などエンターテインメント全般に及び、非常に多岐にわたっております。そのた

め、各事業を小単位に分け、事業毎の限界利益方式により営業利益管理を行っております。事業により利益率の差はあり

ますが、全体としての営業収入営業利益率、経常利益率などの向上を目標としております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、当社グループの持つ特徴及び強みを 大限発揮することにより、エンターテインメントコンテンツホルダーと

して確固たる地位を築くことに注力していきます。 

  

① グループ経営の推進 

グループ各社の機能・経営資源を有効活用し、相互のシナジーを高めることで、既存事業の強化、新規事業の開発に取

り組み、グループ全体の企業価値をより高めていきます。 

  

② 時代の求める新人アーティストの発掘、育成 

エンターテインメントの外部環境が激しく変化するこの時代に対応するため、これからの時代を見据え、次の時代を築

けるアーティストの発掘及び育成をより積極的に行ってまいります。 

  

③ コンテンツ開発と流通 

楽曲、映像のみならずアーティストの肖像権や商標権といった当社の保有するコンテンツを積極的に活用しつつ、外部

環境の変化に対応した、アーティストグッズを含む新しいコンテンツ開発をより積極的に行ってまいります。同時に、流

通インフラやインターネット環境の進展を 大限に利用し、そのコンテンツを適切な形で直接ユーザーにお届けする機能

を強化してまいります。 

２．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

① アーティストの発掘・拡充・能力開発 

当社グループにとってアーティストマネージメントは も強みのある分野であり、オーディション等により継続的な新

人アーティストの発掘・育成を行うとともに、様々な活動領域をもつアーティストの拡充、アーティストの新たな才能を

開花させる能力開発は、引き続き当社グループの 大の課題です。 

  

② エンターテインメントコンテンツの開発 

インターネット、通信・放送等メディア及び端末の急速な進化、多様化によりエンターテインメントコンテンツのニー

ズが高まり、メディアの選択やマーケティング戦略が非常に複雑化しています。こうした環境に対応したコンテンツを開

発していくことが、ヒット作品にとって一つの重要な要素になっています。当社ではアーティストマネージメントの強み

を 大限に活かし、アーティストを中心にアーティストグッズを含む様々なコンテンツを開発していくことで、今後とも

コンテンツの質と量の向上を図ってまいります。 

  

③ 市場・流通チャネルへの対応 

技術の進展に伴うエンターテインメントの楽しみ方の変化はユーザーに大きな影響を与えています。これに加え、日本

国内の人口の減少、音楽購買層の変化、中国を中心とするアジア経済圏の拡大と、当社グループの関わるエンターテイン

メント市場は、大きく変化しています。これらの市場環境の中長期的変化を見ながら、新しいエンターテインメント及び

それをユーザーにお届けする方法の提案を行っていくことが、当社グループの大きな課題となっています。 

一方、流通インフラやインターネット環境の進展等は、アスマートに代表されるように当社グループがそれらコンテン

ツを直接ユーザーにお届けできる機会を飛躍的に高めています。当社グループは、コンテンツ制作企業として流通チャネ

ルの環境変化に強い立ち位置を 大限に活用しながらも、アーティストが生みだすコンテンツを適切な形態・適切な価格

でより便利に、直接ユーザーにお届けできるような流通チャネルを柔軟に確保することで、アーティストマネージメント

からコンテンツをユーザーにお届けするところまでを見据えた、収益源の多様化・利益率の向上を行っていきます。 

  

④ 人材育成の強化 

以上のような課題に対応していく 大の資産は、当社グループの人材です。当社では、音楽・映像・舞台等様々なエン

ターテインメント領域で事業を行っており、その多様さが一つの特徴となっておりますが、このような様々な事業領域に

おける業務経験を幅広く積ませることで、市場環境の変化に柔軟に対応できる人員を育成しております。引き続き定期・

不定期採用を通じて企業価値向上に必要な人材の確保を行うとともに、人事異動・各種研修を通じて優秀な人材を育てる

ことが継続的な課題となっています。 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,802,894 8,544,866

受取手形及び営業未収入金 3,201,304 3,754,847

商品及び製品 1,411,483 1,054,509

仕掛品 1,194,412 1,004,945

貯蔵品 35,853 51,008

繰延税金資産 256,210 439,805

その他 1,017,969 1,190,542

貸倒引当金 △134,587 △317,520

流動資産合計 12,785,539 15,723,004

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1  1,110,411 ※1  1,054,136

土地 1,760,487 1,760,487

リース資産（純額） ※1  25,542 ※1  24,906

その他（純額） ※1  89,590 ※1  71,302

有形固定資産合計 2,986,031 2,910,834

無形固定資産 293,530 237,568

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  475,067 ※2  840,928

繰延税金資産 372,028 319,527

その他 ※2  1,357,494 ※2  1,565,933

貸倒引当金 △12,551 △9,319

投資その他の資産合計 2,192,038 2,717,069

固定資産合計 5,471,600 5,865,471

資産合計 18,257,139 21,588,476
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 3,931,574 4,859,188

リース債務 8,309 10,041

未払法人税等 589,283 1,196,386

繰延税金負債 355 816

役員賞与引当金 20,660 35,200

返品調整引当金 28,560 26,460

その他 636,092 1,001,349

流動負債合計 5,214,836 7,129,442

固定負債   

リース債務 17,722 15,666

繰延税金負債 2 －

退職給付引当金 762,225 831,750

役員退職慰労引当金 16,472 16,472

その他 161,816 159,763

固定負債合計 958,238 1,023,651

負債合計 6,173,074 8,153,093

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,587,825 1,587,825

資本剰余金 1,694,890 1,694,890

利益剰余金 8,727,247 10,472,808

自己株式 △76,920 △476,255

株主資本合計 11,933,041 13,279,267

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,649 3,918

為替換算調整勘定 △169,856 △182,198

その他の包括利益累計額合計 △166,207 △178,280

少数株主持分 317,230 334,394

純資産合計 12,084,065 13,435,382

負債純資産合計 18,257,139 21,588,476
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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：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収入 26,122,627 31,776,228

営業原価 ※1  20,162,341 ※1  24,642,192

営業総利益 5,960,286 7,134,035

返品調整引当金繰入額 533 －

返品調整引当金戻入額 － 2,100

差引営業総利益 5,959,753 7,136,135

販売費及び一般管理費 ※2  3,798,387 ※2  3,571,537

営業利益 2,161,366 3,564,597

営業外収益   

受取利息 5,517 6,782

受取配当金 6,132 2,393

持分法による投資利益 － 9,375

還付消費税等 4,461 －

法人税等還付加算金 3,885 －

為替差益 － 3,855

受取手数料 2,714 3,813

その他 6,032 10,896

営業外収益合計 28,742 37,116

営業外費用   

事業組合投資損失 － 155,986

為替差損 56,143 －

支払手数料 13,069 6,105

その他 187 1,303

営業外費用合計 69,400 163,395

経常利益 2,120,707 3,438,318

特別利益   

固定資産売却益 5,894 －

投資有価証券売却益 104,154 －

特別利益合計 110,049 －

特別損失   

固定資産除却損 5,290 －

投資有価証券評価損 27,353 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,068 －

その他 2,618 －

特別損失合計 51,331 －

税金等調整前当期純利益 2,179,426 3,438,318

法人税、住民税及び事業税 893,686 1,605,297

法人税等調整額 69,597 △130,250

法人税等合計 963,283 1,475,047

少数株主損益調整前当期純利益 1,216,142 1,963,271

少数株主利益 79,149 32,950

当期純利益 1,136,992 1,930,321
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,216,142 1,963,271

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,677 269

為替換算調整勘定 △34,914 △12,342

その他の包括利益合計 △68,592 ※  △12,072

包括利益 1,147,550 1,951,198

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,068,400 1,918,248

少数株主に係る包括利益 79,149 32,950
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,587,825 1,587,825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,587,825 1,587,825

資本剰余金   

当期首残高 1,694,890 1,694,890

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,694,890 1,694,890

利益剰余金   

当期首残高 7,775,838 8,727,247

当期変動額   

剰余金の配当 △185,336 △184,742

当期純利益 1,136,992 1,930,321

自己株式の処分 △246 △18

当期変動額合計 951,408 1,745,560

当期末残高 8,727,247 10,472,808

自己株式   

当期首残高 △22,771 △76,920

当期変動額   

自己株式の取得 △56,484 △399,458

自己株式の処分 2,334 123

当期変動額合計 △54,149 △399,334

当期末残高 △76,920 △476,255

株主資本合計   

当期首残高 11,035,782 11,933,041

当期変動額   

剰余金の配当 △185,336 △184,742

当期純利益 1,136,992 1,930,321

自己株式の取得 △56,484 △399,458

自己株式の処分 2,087 105

当期変動額合計 897,259 1,346,226

当期末残高 11,933,041 13,279,267
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 37,326 3,649

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,677 269

当期変動額合計 △33,677 269

当期末残高 3,649 3,918

為替換算調整勘定   

当期首残高 △134,941 △169,856

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,914 △12,342

当期変動額合計 △34,914 △12,342

当期末残高 △169,856 △182,198

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △97,615 △166,207

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,592 △12,072

当期変動額合計 △68,592 △12,072

当期末残高 △166,207 △178,280

少数株主持分   

当期首残高 241,176 317,230

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 76,053 17,164

当期変動額合計 76,053 17,164

当期末残高 317,230 334,394

純資産合計   

当期首残高 11,179,344 12,084,065

当期変動額   

剰余金の配当 △185,336 △184,742

当期純利益 1,136,992 1,930,321

自己株式の取得 △56,484 △399,458

自己株式の処分 2,087 105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,461 5,091

当期変動額合計 904,720 1,351,317

当期末残高 12,084,065 13,435,382
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 2,179,426 3,438,318

減価償却費 218,375 212,564

貸倒引当金の増減額（△は減少） △223,211 179,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,480 14,540

返品調整引当金の増減額（△は減少） 533 △2,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101,614 69,524

受取利息及び受取配当金 △11,649 △9,175

持分法による投資損益（△は益） － △9,375

支払手数料 13,069 6,105

投資有価証券売却損益（△は益） △104,154 －

投資有価証券評価損益（△は益） 27,353 －

有形固定資産売却損益（△は益） △5,894 －

有形固定資産除却損 5,290 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,068 －

事業組合投資損益（△は益） － 155,986

営業債権の増減額（△は増加） 174,230 △553,543

たな卸資産の増減額（△は増加） 638,309 531,285

営業債務の増減額（△は減少） △73,522 927,613

未払消費税等の増減額（△は減少） 105,948 95,202

その他の流動資産の増減額（△は増加） △127,400 △213,879

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,338 329,076

その他 237,687 △401,453

小計 3,173,214 4,770,392

利息及び配当金の受取額 8,556 5,772

法人税等の支払額 △334,243 △1,024,016

法人税等の還付額 160,919 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,008,445 3,752,148
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △32,260 △41,114

有形固定資産の売却による収入 4,889 27,911

投資有価証券の取得による支出 － △216,200

投資有価証券の売却による収入 148,920 9,487

無形固定資産の取得による支出 △185,635 △42,483

無形固定資産の売却による収入 51,257 －

子会社株式の取得による支出 △55,732 △140,708

貸付けによる支出 △27,580 △2,850

貸付金の回収による収入 32,848 25,030

その他 △515,582 △510,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △578,875 △891,086

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △56,494 △399,458

自己株式の売却による収入 2,097 105

配当金の支払額 △185,375 △181,129

少数株主への配当金の支払額 △3,096 △15,786

その他 △21,005 △14,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △263,873 △610,945

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,908 △7,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,144,787 2,242,804

現金及び現金同等物の期首残高 3,638,819 5,783,607

現金及び現金同等物の期末残高 ※  5,783,607 ※  8,026,411
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該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

アミューズソフトエンタテインメント㈱、㈱エアーズ、Ｋｉｒｅｉ Ｉｎｃ．、㈱Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ、タイシ

タレーベルミュージック㈱、㈱アミューズエデュテインメント、㈱芸神クリエイティブ 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

Amuse Korea Inc.、北京芸神演芸芸術制作有限公司、雅慕斯娯樂股份有限公司、㈱ジェイフィール、ブラッ

セルズ㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社数 １社 

持分法適用関連会社の名称 

㈱ライブ・ビューイング・ジャパン 

㈱ライブ・ビューイング・ジャパンは平成23年６月２日新規設立により、当連結会計年度より持分法適用の関

連会社に含めております。 

(2）持分法を適用していない非連結子会社（Amuse Korea Inc.他）及び関連会社（上海芸神貿易有限公司）は、

それぞれ連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうちKirei Inc.の決算日は、12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結

決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連

結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。 

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 

イ 有価証券 

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）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

ロ たな卸資産 

イ）商品 

主として総平均法による原価法（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

より算定）を採用しております。 

ロ）製品及び仕掛品 

主として個別法による原価法（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

り算定）を採用しております。 

なお、映像作品については、営業収入(映画配給、ビデオ・ＤＶＤ販売、ＴＶ番組販売収入等)ごとに過

去の販売実績を基礎とする販売見込額により原価を区分し、その販売区分ごとの収益計上時に一括償却す

る方法によっております。 

ハ）貯蔵品 

主として 終仕入原価法による原価法を採用しております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は、建物については定額法、それ以外の有形固定資産については定率法を採用し、

在外連結子会社は所在地国の会計基準に基づく定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物  ８～47年 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

売上債権等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、貸倒懸念債権等の特

定債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上しております。 

ロ 役員賞与引当金 

当社は、役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。 

ハ 返品調整引当金 

一部の国内連結子会社は、返品による損失に備えるため、将来の返品見込損失額のうち当連結会計年度の負

担額を計上しております。 

ニ 退職給付引当金 

当社及び一部の国内連結子会社は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

（期末要支給額）に基づき計上しております。 

ホ 役員退職慰労引当金 

一部の国内連結子会社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規による期末要支給額を計上しておりま

す。 

なお、当社は平成18年５月に当社取締役会で、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、６月の定時株主総会

で、その廃止に伴う打ち切り支給が決議されたことにより、当期末在任役員の平成18年６月末の要支給額を計

上しております。 

(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、在外子会社の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計

上しております。 

(5）のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

ただし、発生金額が僅少な場合は、発生時に一括償却しております。 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

(7）追加情報
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

  

３ 当社は、今後の事業展開に備え、機動的な運転資金の調達を図るため、取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりで

あります。 

  

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が営業原価に含まれており

ます。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

(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23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額  千円 774,060 千円 891,770

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

投資有価証券（株式） 千円 412,426 千円 748,710

投資その他の資産「その他」 

（出資金） 
 23,631  23,631

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
千円 2,000,000 千円 －

借入実行残高  －  －

差引額  2,000,000  －

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

千円 370,199 千円 118,415

  
前連結会計年度 

（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

給与手当 千円 546,683 千円 467,929

役員賞与引当金繰入額  20,660  35,200

退職給付費用  20,461  27,392

貸倒引当金繰入額  28,807  188,343

広告宣伝費  578,775  475,684

販売促進費  438,950  321,703

支払手数料  397,640  325,027

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金： 
当期発生額 △100千円 
組替調整額 － 
税効果調整前 △100 
税効果額 369 
その他有価証券評価差額金 269 

為替換算調整勘定： 
当期発生額 △12,342 

その他の包括利益合計 △12,072 
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）当連結会計年度増加株式数61,244株は、自己株式立会外買付取引による増加株式数60,000株、単元未満株式の買取

による増加株式数1,244株であり、当連結会計年度減少株式数2,260株は、単元未満株式の売渡によるものでありま

す。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期首
株式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  9,311,760  －  －  9,311,760

合計  9,311,760  －  －  9,311,760

自己株式     

普通株式 （注）  15,519  61,244  2,260  74,503

合計  15,519  61,244  2,260  74,503

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  92,962  10 平成22年３月31日 平成22年６月28日

平成22年11月12日 

取締役会 
普通株式  92,374  10 平成22年９月30日 平成22年12月６日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  92,372 利益剰余金  10 平成23年３月31日 平成23年６月27日
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）当連結会計年度増加株式数378,852株は、自己株式立会外買付取引による増加株式数378,000株、単元未満株式の買

取による増加株式数852株であり、当連結会計年度減少株式数120株は、単元未満株式の売渡によるものでありま

す。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

  

  

※ 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 

  
当連結会計年度期首
株式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  9,311,760  －  －  9,311,760

合計  9,311,760  －  －  9,311,760

自己株式     

普通株式 （注）  74,503  378,852  120  453,235

合計  74,503  378,852  120  453,235

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  92,372  10 平成23年３月31日 平成23年６月27日

平成23年11月14日 

取締役会 
普通株式  92,369  10 平成23年９月30日 平成23年12月５日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  221,463 利益剰余金  25 平成24年３月31日 平成24年６月25日

（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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 5,802,894千円 8,544,866千円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△19,287  △518,454  

現金及び現金同等物 5,783,607  8,026,411  
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１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及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。 

当社グループでは、音楽、映像、演劇等エンターテインメントの領域において、アーティストが創作する楽

曲、アーティストが実演又は出演する作品及び製作又は買付けした映像作品等に関して得られる原盤権、音楽著

作権、商標権、肖像権、商品化権、映像海外販売権、テレビ放映権、ビデオ化権、劇場配給権などの権利を「コ

ンテンツ」と認識し定義しております。このコンテンツを作り出すのは人であり、当社グループは、このコンテ

ンツを生み出すアーティストを発掘・育成し、彼等に様々な形での創作活動を行う機会と場所を提供し、支援す

ることでコンテンツを創出するとともに、外部の優良なコンテンツを探し出しております。そしてそのコンテン

ツをより多く保有し、有効に活用して事業展開することを基本方針としており、その事業の種類別に応じて、

「アーティストマネージメント事業」、「メディアビジュアル事業」、「コンテンツ事業」の３つに分類し、こ

れを報告セグメントとしております。 

「アーティストマネージメント事業」は、アーティスト活動によるコンサート、舞台等の収入、舞台及びイベ

ントの企画・制作による収入、テレビ・ラジオ・コマーシャル出演収入、ファンクラブ会員収入、アーティスト

グッズ・バンドル商品等の企画・制作・販売等の収入、レコード販売収入及び原盤の制作と著作権管理等による

新譜の印税収入、ミュージアム・文化施設等の運営収入等であり、「メディアビジュアル事業」は、テレビ等の

番組制作収入、映画製作及び制作配給収入、映像作品の制作、音楽ＣＤ・ＤＶＤ等の仕入・製造・販売等であ

り、「コンテンツ事業」は、旧譜のレコード原盤権と著作権管理等による印税収入、映画・映像作品等の活用に

よる収入（初回収益計上日より２年超経過分）等であります。 

  

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営業収入又は振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

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22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

（単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）２ 

アーティスト 
マネージメント

事業 

メディア 
ビジュアル 

事業 

コンテンツ 
事業 

計 

営業収入   

外部顧客への

営業収入 
 16,619,936  7,243,979  2,258,711  26,122,627  －  26,122,627

セグメント間
の内部営業収
入又は振替高 

 99,773  421,351  189,936  711,061  △711,061  －

計  16,719,710  7,665,330  2,448,648  26,833,688  △711,061  26,122,627

セグメント利益  2,407,822  63,789  507,180  2,978,792  △817,426  2,161,366

その他の項目 

減価償却費 

 

 151,847  10,843  8,876  171,566

 

 46,808  218,375
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。 

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る一般管理費でありま

す。 

※全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る減価償却費でありま

す。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
  

３．当社グループでは、資産及び負債を報告セグメント別に配分していないため、セグメント資産及びセ

グメント負債の記載は省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

製品及びサービスごとの営業収入は、取扱い品目が多岐にわたり記載が困難であるため省略しておりま

す。 

２．地域ごとの情報 

（1）営業収入 

本邦の外部顧客への営業収入が連結損益計算書の営業収入の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 

（単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）２ 

アーティスト 
マネージメント

事業 

メディア 
ビジュアル 

事業 

コンテンツ 
事業 

計 

営業収入   

外部顧客への

営業収入 
 24,095,506  5,527,931  2,152,791  31,776,228  －  31,776,228

セグメント間
の内部営業収
入又は振替高 

 50,619  275,999  147,029  473,648  △473,648  －

計  24,146,125  5,803,930  2,299,820  32,249,876  △473,648  31,776,228

セグメント利益  3,656,567  111,579  584,148  4,352,295  △787,698  3,564,597

その他の項目 

減価償却費 

 

 147,441  6,956  7,892  162,290

 

 50,274  212,564

（1）セグメント利益 （単位：千円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

セグメント間取引消去  1,793  8,707

全社費用※  △819,219  △796,405

合計  △817,426  △787,698

（2）その他の項目 減価償却費 （単位：千円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

全社資産※  46,808  50,274

合計  46,808  50,274

ｂ．関連情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収入 関連するセグメント名 

㈱ローソンＨＭＶエンタテインメント  1,113,802 アーティストマネージメント事業 
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

製品及びサービスごとの営業収入は、取扱い品目が多岐にわたり記載が困難であるため省略しておりま

す。 

２．地域ごとの情報 

（1）営業収入 

本邦の外部顧客への営業収入が連結損益計算書の営業収入の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 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成23年４月１

日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成23年４月１

日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成23年４月１

日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収入 関連するセグメント名 

㈱ローソンＨＭＶエンタテインメント  4,746,562 アーティストマネージメント事業 

ｃ．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

ｄ．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

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額（円）  1,273.85  1,478.91

１株当たり当期純利益金額（円）  122.96  210.41

  
前連結会計年度 

(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 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益金額（千円）  1,136,992  1,930,321

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る当期純利益金額 

（千円） 
 1,136,992  1,930,321

期中平均株式数（株）  9,247,067  9,173,946

（重要な後発事象）
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