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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 138,764 14.7 14,029 14.4 13,111 24.5 7,322 48.4
24年3月期 121,027 8.5 12,263 8.1 10,531 5.4 4,934 △7.1

（注）包括利益 25年3月期 12,865百万円 （145.7％） 24年3月期 5,235百万円 （5.8％）

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
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 ％ ％ ％

25年3月期 172.69 170.98 18.4 12.6 10.1
24年3月期 115.06 114.94 14.7 10.9 10.1

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △332百万円 24年3月期  △1,401百万円

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

25年3月期 108,756 48,878 40.9 1,059.45
24年3月期 99,258 36,932 35.4 821.97

（参考） 自己資本   25年3月期  44,438百万円 24年3月期  35,094百万円

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

25年3月期 10,115 2,495 △9,038 17,974
24年3月期 13,171 △2,403 △7,370 14,422

2.  配当の状況 

（注）平成26年3月期の配当につきましては、【添付資料】７ページの「（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」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 ％ ％

24年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,718 34.8 5.1
25年3月期 ― 20.00 ― 35.00 55.00 2,326 31.8 5.8
26年3月期(予想) ― 25.00 ― 25.00 50.00 30.0

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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）

 

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) 77,909 17.5 5,525 △21.6 5,472 △15.0 2,194 △31.4 52.32
通期 161,000 16.0 15,600 11.2 15,625 19.2 7,000 △4.4 166.89
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※  注記事項 
(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） ： 有  

（注）詳細は、【添付資料】20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 １ 連結の範囲に関する事項」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しておりま
す。詳細は、【添付資料】22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償却資産の減価償却
の方法」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結)の算定の基礎となる株式数については、【添付資料】31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名） （株）UULA 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 46,157,810 株 24年3月期 46,157,810 株
② 期末自己株式数 25年3月期 4,212,646 株 24年3月期 3,461,898 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 42,401,713 株 24年3月期 42,883,153 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 13,659 △6.7 3,321 △38.3 2,759 △40.3 4,186 ―
24年3月期 14,645 38.3 5,379 154.1 4,626 221.4 △746 ―

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

25年3月期 98.74 97.77
24年3月期 △17.41 ―

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

25年3月期 79,971 26,685 32.8 624.72
24年3月期 75,468 20,452 26.5 468.61

（参考） 自己資本 25年3月期  26,203百万円 24年3月期  20,007百万円

※ 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、連結財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、当社グループの経営者が現在入手可能な情報から判断した数字であり、潜在的なリスクや不確
実性を含んでおります。特に当社グループの事業領域は、一般的な経済状況以外にも業績に影響を与えうる要因が数多く存在しているため、実際の業績が記
載の予想数値と大幅に異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】５ページ「（１）経営成績
に関する分析 業績の見通し」をご覧ください。 
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(単位：百万円) 

 
  

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界経済の減速等を背景として弱含み傾向で推移したもの

の、その後の政権交代により下げ止まりの兆しが見えており、今後は緩やかな回復経路に復していくこ

とが予想されます。 

 当社グループが属するエンタテインメント業界の環境としましては、音楽関連市場では、音楽ビデオ

を含む音楽ソフトの生産金額が、ヒット作品にけん引されたこと等により前年比10.3％増(平成24年１

月～12月。一般社団法人日本レコード協会調べ)と14年ぶりに増加いたしました。一方、有料音楽配信

売上実績は、PC配信・スマートフォンによるダウンロード数は増加しているものの、フィーチャーフォ

ンによるダウンロード数が大きく減少したことにより前年比24.5％減(平成24年１月～12月。一般社団

法人日本レコード協会調べ)となりました。映像関連市場では、邦画洋画合計の興行収入は前年比7.7％

増(平成24年１月～12月。一般社団法人日本映画製作者連盟調べ)、ビデオソフト全体の売上金額は前年

比1.0％減(平成24年１月～12月。一般社団法人日本映像ソフト協会調べ)となっております。また、コ

ンサート市場では、動員数・売上金額ともに引き続き堅調に推移いたしました(当社グループ調べ)。 

 ユーザーの消費動向に着目しますと、デジタル分野におきましては、違法配信の問題やユーザーの音

楽に対する楽しみ方が著しく変化していること等により、特に有料音楽配信市場は厳しい状況が続いて

おります。しかしながら、スマートフォンが急速に普及したことにより、エンタテインメントに対する

新しい楽しみ方やコンテンツに対する需要が拡大しております。また、デジタルの対極に位置付けられ

るライヴ分野におきましても、ドーム会場などの大型クラスのコンサートが多数実施されており、ユー

ザーのニーズが依然として高まっております。 

 このような事業環境の下、当社グループは、前連結会計年度よりスタートした中期経営計画「Next

Era 2014」に基づき、既存事業の再構築・強化を図るとともに、デジタルとアライアンスを成長戦略の

柱とし、デジタル・プラットフォームの基盤構築・成長推進に取り組んでまいりました。具体的には、

大型ツアーの多数実施によるライヴ・エンタテインメントビジネスの拡大、株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモとの動画配信サービス「dビデオ」のサービス拡充による会員数の大幅な増加、そして本年

２月よりスタートしたソフトバンク株式会社との動画配信サービス「UULA」の立ち上げなど、更なる成

長に向けた取り組みを実施いたしました。 

 以上の結果、売上高は1,387億64百万円(前年度比14.7％増)、営業利益は売上高の増加等により140億

29百万円(同14.4％増)、当期純利益は関係会社株式の売却益が発生したこと等により73億22百万円(同

48.4％増)となり、売上高、営業利益、当期純利益の全てにおいて過去 高を更新いたしました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

平成21年 
３月期

平成22年
３月期

平成23年
３月期

平成24年 
３月期

平成25年
３月期

売上高 117,819 118,142 111,561 121,027 138,764

 売上原価 75,048 76,254 67,588 74,651 86,989

売上総利益 42,771 41,888 43,972 46,375 51,775

   売上総利益率 36.3％ 35.5％ 39.4％ 38.3％ 37.3％

  人件費 10,368 10,301 11,927 12,977 13,238

  販促宣伝費 14,179 14,917 10,461 11,128 12,385

  一般経費 11,741 11,102 10,239 10,006 12,121

 販管費合計 36,290 36,321 32,629 34,112 37,745

営業利益 6,480 5,566 11,343 12,263 14,029

   営業利益率 5.5％ 4.7％ 10.2％ 10.1％ 10.1％
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主なセグメントの業績は次のとおりです。 

  

①  音楽事業 

        (単位：百万円) 

   
タイトルの充実等により音楽パッケージの販売は堅調に推移したものの、市場環境の影響を受け

音楽配信のダウンロード数が減少し、売上高は662億66百万円(前年度比6.2％減)となりました。ま

た、営業利益は利益率の高い音楽配信の減収等により52億91百万円(同37.3％減)となりました。 

  

②  映像事業 

        (単位：百万円) 

   
スマートフォンの普及やコンテンツラインナップの拡充等により動画配信サービスの会員数が大

幅に増加したことで、売上高は326億74百万円(前年度比73.9％増)、営業利益は63億22百万円(同

153.2％増)となりました。 

  

平成24年
３月期

平成25年
３月期

増減

売上高 70,643 66,266 △   4,377

売上原価 42,089 40,278 △   1,811

売上総利益 28,553 25,988 △   2,565

売上総利益率 40.4％ 39.2％ △   1.2％

販売費及び一般管理費 20,114 20,697 582

営業利益 8,439 5,291 △   3,148

営業利益率 12.0％ 8.0％ △   4.0％

外部顧客に対する売上高 69,391 64,712 △   4,678

平成24年
３月期

平成25年
３月期

増減

売上高 18,791 32,674 13,883

売上原価 11,168 18,788 7,620

売上総利益 7,623 13,886 6,263

売上総利益率 40.6％ 42.5％ 1.9％

販売費及び一般管理費 5,126 7,563 2,437

営業利益 2,496 6,322 3,826

営業利益率 13.3％ 19.4％ 6.1％

外部顧客に対する売上高 18,756 32,611 13,854
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③  マネジメント／ライヴ事業 

        (単位：百万円) 

   
大規模会場における公演の増加に伴うライヴ動員数の増加及び顧客単価の上昇やこれに関連する

ビジネスが好調に推移したこと等により、売上高は423億33百万円(前年度比21.6％増)、営業利益

は25億16百万円(同70.5％増)となりました。 

  

④  その他 

        (単位：百万円) 

 
ダンス関連のビジネスが好調に推移したこと等により、売上高は41億９百万円(前年度比3.8％

増)、営業損失は１億０百万円(前年度は営業損失１億48百万円)となりました。 
  

平成24年
３月期

平成25年
３月期

増減

売上高 34,810 42,333 7,522

売上原価 23,897 29,858 5,960

売上総利益 10,913 12,475 1,562

売上総利益率 31.4％ 29.5％ △  1.9％

販売費及び一般管理費 9,437 9,959 521

営業利益 1,475 2,516 1,040

営業利益率 4.2％ 5.9％ 1.7％

外部顧客に対する売上高 30,063 38,357 8,293

平成24年
３月期

平成25年
３月期

増減

売上高 3,958 4,109 151

売上原価 1,923 1,853 △   70

売上総利益 2,034 2,256 222

売上総利益率 51.4％ 54.9％ 3.5％

販売費及び一般管理費 2,183 2,356 173

営業損失(△） △    148 △    100 48

営業利益率 △  3.8％ △  2.4％ 1.4％

外部顧客に対する売上高 2,816 3,083 267
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                                                                        (単位：百万円)
 

  
(単位：百万円)

 

  
当社グループの連結売上高は1,610億円(前年度比16.0％増)、営業利益は156億円(同11.2％増)と

なる見込みです。 

セグメント別の主な増減の理由は以下のとおりです。 

① 音楽事業 

市場環境の影響や発売予定の作品編成等により、売上高は60億99百万円、営業利益は14億49百万

円減少する計画です。 

② 映像事業 

動画配信サービスの会員数の増加等により、売上高は233億48百万円、営業利益は23億92百万円増

加する計画です。 

③ マネジメント／ライヴ事業 

コンサートの動員数の増加やこれに伴うグッズ販売等の増加により、売上高は57億23百万円、営

業利益は７億27百万円増加する計画です。 
  
(注) 業績予想に関する注意事項 

この決算短信に記載されております売上高及び利益の見通しは、当社グループの経営者が現在入手可能な

情報から判断した数字であり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。特に当社グループの事業領域

は、一般的な経済状況以外にも業績に影響を与えうる要因が数多く存在しているため、実際の売上高及び利

益の数字が業績概況の予想数値と異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。 

  

 業績の見通し

平成22年 
３月期 
実績

平成23年
３月期 
実績

平成24年
３月期 
実績

平成25年 
３月期 
実績

平成26年
３月期 
予想

売上高 118,142 111,561 121,027 138,764 161,000

 売上原価 76,254 67,588 74,651 86,989 103,840

売上総利益 41,888 43,972 46,375 51,775 57,159

   売上総利益率 35.5％ 39.4％ 38.3％ 37.3％ 35.5％

  人件費 10,301 11,927 12,977 13,238 13,546

  販促宣伝費 14,917 10,461 11,128 12,385 14,761

  一般経費 11,102 10,239 10,006 12,121 13,251

 販管費合計 36,321 32,629 34,112 37,745 41,559

営業利益 5,566 11,343 12,263 14,029 15,600

   営業利益率 4.7％ 10.2％ 10.1％ 10.1％ 9.7％

売上高 営業利益(△は損失)

平成25年 
３月期 
実績

平成26年
３月期 
予想

増減
平成25年
３月期 
実績

平成26年 
３月期 
予想

増減

音楽事業 66,266 60,166 △ 6,099 5,291 3,842  △ 1,449

映像事業 32,674 56,023 23,348 6,322 8,714 2,392

マネジメント 
／ライヴ事業

42,333 48,056 5,723 2,516 3,243 727

その他 4,109 4,059 △  50 △ 100  △  200 △ 100

合計 145,384 168,306 22,922 14,029 15,600 1,570

消去・全社 △  6,619 △  7,306 △    686 △  0 ―  0

連結 138,764 161,000 22,235 14,029 15,600 1,570
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて94億97百万円増加し、1,087億56

百万円となりました。これは主に、現金及び預金が19億76百万円、番組及び仕掛品が33億64百万

円、投資有価証券が42億23百万円増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて24億48百万円減少し、598億77百万円となりました。これは主

に、未払金が21億46百万円及び未払法人税等が23億71百万円増加したものの、有利子負債が78億51

百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて119億46百万円増加し、488億78百万円となりました。これ

は主に、自己株式が12億69百万円増加(純資産は減少)したものの、利益剰余金が56億53百万円、そ

の他有価証券評価差額金が50億63百万円及び少数株主持分が25億64百万円増加したことによるもの

であります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、179億74百万円(前期比

35億52百万円増)となりました。各区分毎のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

(営業活動におけるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は101億15百万円(前期は131億71百万円)となりました。 

これは主に、法人税等の支払額38億62百万円による資金の減少要因があったものの、税金等調整

前当期純利益143億22百万円による資金の増加要因があったことによるものであります。 

(投資活動におけるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は24億95百万円(前期は24億３百万円の支出)となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出12億59百万円及び無形固定資産の取得による支出29

億72百万円による資金の減少要因があったものの、投資有価証券の売却及び償還による収入39億26

百万円、貸付金の回収による収入17億63百万円及び定期預金の払戻による収入21億28百万円による

資金の増加要因があったことによるものであります。 

(財務活動におけるキャッシュ・フロー) 

財務活動に使用された資金は90億38百万円(前期は73億70百万円)となりました。 

これは主に、短期借入金の純増額60億円、長期借入れによる収入20億円及び少数株主からの払込

みによる収入19億99百万円による資金の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出132

億75百万円、社債の償還による支出25億76百万円、自己株式の取得による支出19億81百万円及び配

当金の支払額17億17百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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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：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／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しておりま
す。 
※営業キャッシュ・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
いる全ての負債を対象としております。また、利払いについては、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。 
  

当社グループは、株主の皆様に対する長期的かつ総合的な利益還元の実施を経営上の も重要な施

策の一つとして捉え、業績の推移、キャッシュ・フロー、将来における資金需要などを総合的に勘案

して配当額を決定しております。 

当期の期末配当金は、連結配当性向30％以上という従前の基本方針に基づき、１株当たり35円とさ

せていただく予定です。この結果、年間配当金は中間配当金20円と合わせて１株当たり55円となる予

定です。 

また、次期の配当につきましては、財務内容が改善したこと等を踏まえ、より積極的な利益還元を

実施するため、業績連動型の配当の水準を連結配当性向30％以上から35％以上へ、１株当たりの年間

配当金の 低水準を40円から50円へ引き上げます。以上の方針に基づき、次期の１株当たりの年間配

当金を50円といたしますが、今後の業績に応じて年間配当金を見直しさせていただく予定です。 

  

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率(％) 27.5 30.4 34.4 35.4 40.9

時価ベースの自己資本比率(％) 36.0 36.7 46.7 43.0 100.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

26.2 3.8 2.6 1.8 1.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

2.3 12.1 18.6 25.6 28.6

（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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①  主要作品及びアーティスト・タレントの動向について 

当社グループは、「ヴァーティカル・インテグレーション・モデル」を推進しており、ヒットア

ーティストやヒットコンテンツの有無、主要アーティスト・タレントの人気、契約の継続、新人ア

ーティスト・タレントの成長が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②  海外市場への事業展開について 

当社グループの音楽・映像事業は東アジアを中心に展開しており、今後大きく成長が期待される

中国本土にも進出しております。 

  そのため諸外国において、政治的・経済的要因、法律・規則要因、不利な租税要因、テロ・戦争

等による社会的混乱などによる予期し得ない事由が発生した場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

③  減損損失について 

当社グループが保有している資産の時価が著しく下落した場合や事業の収益性が悪化した場合に

は、減損会計の適用により固定資産について減損損失が発生し、業績及び財務状況に影響を与える

可能性があります。 

④  資金調達について 

当社グループは、投資有価証券及び不動産の取得資金並びに映像事業の投資資金を主として金融

機関からの借入金及び社債により調達しているため、現行の金利水準が変動した場合には当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  また、借入金の一部には財務制限条項が付加されており、この条項に抵触した場合には借入利率

の上昇や期限の利益を喪失する等、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑤  新規事業について 

当社グループは、エンタテインメント・ビジネスにおける地位を確固としたものとするため、積

極的に新規事業に取り組んでおりますが、新規事業は、その遂行過程において、事業環境の急激な

変化や、事後的に顕在化する予測困難な問題等によりリスクが発生する可能性は否定できず、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥  特定経営者への依存について 

当社創業メンバーであり代表取締役社長CEOである松浦勝人は、当社グループ経営戦略の立案・決

定や、重要な取引先および所属アーティストとの契約における中枢として重要な役割を果たしてお

ります。何らかの理由で同氏がグループから離脱した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

（４）事業等のリスク
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当社グループは、当社及び連結子会社16社並びに持分法適用関連会社５社の合計22社により構成されてお

り、音楽事業、映像事業及びマネジメント／ライヴ事業を主として営んでおります。各々の事業における主

な事業内容、主要な連結子会社及び当該事業における位置付けは次のとおりであります。なお、「４．連結

財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項」に掲げるセグメントと同一の区分であります。 

  

２．企業集団の状況

事業区分 主な事業内容 主要な連結子会社

音楽事業
音楽パッケージ(CD・DVD)の企画・制作・

販売、音楽配信及び音楽出版

エイベックス・エンタテインメント㈱ 

エイベックス・マーケティング㈱ 

エイベックス・ミュージック・パブリッシ

ング㈱ 

㈱Para.TV 

Avex Hong Kong Ltd. 

Avex Taiwan Inc. 

Avex Shanghai Co.,Ltd. 

Avex China Co.,Ltd. 

Avex Hawaii,Inc.

映像事業
映像配信、映像パッケージの企画・制

作・販売、映画配給

エイベックス・エンタテインメント㈱ 

エイベックス・マーケティング㈱ 

エイベックス通信放送㈱ 

㈱UULA

マネジメント 
／ライヴ事業

アーティスト・タレントのマネジメン

ト、マーチャンダイジング、ファンクラ

ブ運営、コンサート・イベントの企画・

制作・運営

エイベックス・マネジメント㈱ 

エイベックス・マーケティング㈱ 

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱ 

エイベックス・クラシックス・インターナ

ショナル㈱

その他
アーティストの発掘・育成、スクール事

業、飲食店事業

エイベックス・プランニング＆デベロップ

メント㈱
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当社グループは中期ビジョンとして、「感動価値創造企業へ」を掲げ、感動価値を創出する新たなエ

ンタテインメントを提案することで、社会的な信用と共感を得られる企業を目指してまいります。 

当社グループは、中期経営計画(３年間)に基づき、2014年３月期、連結売上高1,400億円以上、売上

高営業利益率10％以上、連結の株主資本利益率(ROE)15％以上の達成を重要な経営指標とし、利益の確

保と効率的な事業運営に取り組んできた結果、当連結会計年度においてほぼ達成することができまし

た。引き続き、更なる業績の向上に向けて努力いたします。 

当社は平成22年４月に、経営と業務執行の分離、コーポレート・ガバナンスの強化、グループ経営の

効率化・迅速化を目的に、グループ全体の経営体制を抜本的に変更しました。今後も新経営体制で、ア

ーティストの発掘・育成、マネジメント、コンテンツ制作、パッケージ販売、デジタル配信、コンサー

ト制作、マーチャンダイジング、Eコマース、ファンクラブ運営など、あらゆる機能をグループに有す

る強みを生かし、エンタテインメントにおける、「ヴァーティカル・インテグレーション・モデル」を

より一層推進してまいります。 

当社グループは、平成25年４月に創立25周年を迎えることができました。今後も更なる業績の向上と

持続的な企業価値創出のために、以下の５項目を重点課題と位置付け、取り組んでまいります。 

① ヒットコンテンツの創出 

当社グループは、市場環境が変化し、消費行動の多様化が進むと予想されるなか、コンテンツホ

ルダーとしてヒットを創出することが、 大の命題であると認識しております。今後は顧客ターゲ

ット毎にクリエイティヴ、プロモーション、販路等、 適なアプローチを機動的に実現できる体制

へ見直しを行い、ヒットコンテンツの創出への取り組みをより一層強化してまいります。 

②  新たな楽しみ方の提案 

当社グループは、デジタル技術の発達に伴うコミュニケーション環境や消費行動の変化を機敏に

捉え、ユーザーへの新たな価値を提案していくことを目指しております。自社プラットフォームに

おけるサービスの拡充や利便性の一層の向上を実現するとともに、外部プラットフォームとの連携

や潜在的なニーズに応えるサービスの開発に取り組むことで、新たな楽しみ方を提案してまいりま

す。 

③  アライアンス強化による新たな事業領域への進出 

当社グループは、音楽市場の縮小を補い、またデジタル技術の発達等によるビジネスチャンスを

取り込むため、新たな事業領域へ積極的に展開していくことが必要と考えております。国内外の有

力なプレイヤーとのアライアンスにより、新たな事業領域やアジアを中心とした海外地域における

成功確度と成長速度の向上を図ってまいります。 

④  事業支援の進化 

当社グループは、事業環境の変化に対して、新たなビジネスチャンスを見出し迅速に対応する体

制の構築が必要であると認識しております。従来のコストコントロールに加えて、投資のサポート

や新規事業のインキュベーションを行う等、事業と管理が一体となった体制を構築することで、当

社グループの成長戦略を推進してまいります。 

⑤  人材育成の強化 

当社グループは、ビジネス環境の変化と業容拡大に対応できる人材育成が急務であると認識して

おります。現経営層からの権限委譲を進め、次世代の経営層の育成を図るとともに、常識にとらわ

れない発想で事業を推進できる従業員の育成に取り組んでまいります。 

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

（４）会社の対処すべき課題
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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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,997 17,974

受取手形及び売掛金 18,336 18,058

商品及び製品 992 1,457

番組及び仕掛品 2,674 6,038

原材料及び貯蔵品 371 356

繰延税金資産 6,053 5,631

前渡金 1,018 1,344

前払費用 866 813

前払印税 727 958

その他 2,572 1,559

貸倒引当金 △338 △188

流動資産合計 49,271 54,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,408 5,569

土地 29,770 29,770

その他（純額） 1,308 1,299

有形固定資産合計 36,487 36,639

無形固定資産 2,386 4,222

投資その他の資産   

投資有価証券 8,263 12,487

長期前払費用 186 36

繰延税金資産 1,162 231

その他 1,635 1,449

貸倒引当金 △135 △314

投資その他の資産合計 11,113 13,889

固定資産合計 49,986 54,752

資産合計 99,258 108,756
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,944 1,885

短期借入金 － 6,000

1年内返済予定の長期借入金 12,757 3,976

1年内償還予定の社債 2,576 3,030

未払金 13,828 15,975

未払印税 8,557 7,619

未払法人税等 1,339 3,711

未払消費税等 144 484

預り金 630 686

賞与引当金 2,028 2,039

返品引当金 4,095 4,098

株主優待引当金 45 40

その他 3,519 3,821

流動負債合計 51,466 53,369

固定負債   

社債 4,470 1,440

長期借入金 3,895 1,400

退職給付引当金 816 1,182

訴訟損失引当金 － 550

その他 1,676 1,933

固定負債合計 10,858 6,507

負債合計 62,325 59,877

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,229 4,229

資本剰余金 5,001 5,001

利益剰余金 31,786 37,440

自己株式 △5,556 △6,825

株主資本合計 35,461 39,845

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9 5,072

為替換算調整勘定 △375 △478

その他の包括利益累計額合計 △366 4,593

新株予約権 444 482

少数株主持分 1,393 3,958

純資産合計 36,932 48,878

負債純資産合計 99,258 108,756
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 121,027 138,764

売上原価 74,651 86,989

売上総利益 46,375 51,775

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 9,596 10,665

販売促進費 1,531 1,719

貸倒引当金繰入額 △26 45

従業員給料及び賞与 6,649 6,491

賞与引当金繰入額 2,028 2,039

退職給付費用 432 711

株主優待引当金繰入額 45 40

減価償却費 1,013 877

支払手数料 3,400 4,345

その他 9,440 10,809

販売費及び一般管理費合計 34,112 37,745

営業利益 12,263 14,029

営業外収益   

受取利息 40 27

受取配当金 16 6

未払印税整理益 169 43

その他 65 81

営業外収益合計 292 158

営業外費用   

支払利息 510 348

支払手数料 37 27

持分法による投資損失 1,401 332

為替差損 4 228

投資事業組合運用損 55 79

その他 15 60

営業外費用合計 2,024 1,077

経常利益 10,531 13,111

特別利益   

固定資産売却益 7 0

投資有価証券売却償還益 33 1,978

持分変動利益 32 －

その他 4 0

特別利益合計 77 1,978
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 104 191

投資有価証券評価損 12 11

減損損失 49 －

事業整理損 74 －

義援金 54 －

訴訟損失引当金繰入額 － 550

その他 38 14

特別損失合計 333 767

税金等調整前当期純利益 10,275 14,322

法人税、住民税及び事業税 4,308 6,139

法人税等調整額 730 296

法人税等合計 5,038 6,435

少数株主損益調整前当期純利益 5,236 7,886

少数株主利益 302 564

当期純利益 4,934 7,322
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 5,236 7,886

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 5,093

為替換算調整勘定 △17 △79

持分法適用会社に対する持分相当額 17 △35

その他の包括利益合計 △1 4,978

包括利益 5,235 12,865

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 4,932 12,301

少数株主に係る包括利益 302 564
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 4,229 4,229

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,229 4,229

資本剰余金   

当期首残高 5,001 5,001

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △73

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 73

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,001 5,001

利益剰余金   

当期首残高 28,577 31,786

当期変動額   

剰余金の配当 △1,724 △1,711

当期純利益 4,934 7,322

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △73

持分法の適用範囲の変動 － 116

当期変動額合計 3,209 5,653

当期末残高 31,786 37,440

自己株式   

当期首残高 △5,342 △5,556

当期変動額   

自己株式の取得 △276 △1,981

自己株式の処分 63 711

当期変動額合計 △213 △1,269

当期末残高 △5,556 △6,825

株主資本合計   

当期首残高 32,465 35,461

当期変動額   

剰余金の配当 △1,724 △1,711

当期純利益 4,934 7,322

自己株式の取得 △276 △1,981

自己株式の処分 63 638

持分法の適用範囲の変動 － 116

当期変動額合計 2,995 4,384

当期末残高 35,461 39,845
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 △19 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28 5,063

当期変動額合計 28 5,063

当期末残高 9 5,072

為替換算調整勘定   

当期首残高 △345 △375

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29 △103

当期変動額合計 △29 △103

当期末残高 △375 △478

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △365 △366

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 4,959

当期変動額合計 △1 4,959

当期末残高 △366 4,593

新株予約権   

当期首残高 357 444

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 87 37

当期変動額合計 87 37

当期末残高 444 482

少数株主持分   

当期首残高 1,090 1,393

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 302 2,564

当期変動額合計 302 2,564

当期末残高 1,393 3,958

純資産合計   

当期首残高 33,547 36,932

当期変動額   

剰余金の配当 △1,724 △1,711

当期純利益 4,934 7,322

自己株式の取得 △276 △1,981

自己株式の処分 63 638

持分法の適用範囲の変動 － 116

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 389 7,561

当期変動額合計 3,384 11,946

当期末残高 36,932 48,878
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25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 10,275 14,322

減価償却費 1,989 1,975

減損損失 49 －

未払印税整理益 △169 △43

事業整理損 74 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 70 27

賞与引当金の増減額（△は減少） 353 6

返品引当金の増減額（△は減少） △58 2

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 550

退職給付引当金の増減額（△は減少） 141 364

受取利息及び受取配当金 △57 △34

支払利息 510 348

投資有価証券売却償還損益（△は益） △33 △1,977

投資事業組合運用損益（△は益） 55 79

持分法による投資損益（△は益） 1,401 332

固定資産除売却損益（△は益） 96 191

義援金 54 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,508 312

たな卸資産の増減額（△は増加） 301 △3,809

前渡金の増減額（△は増加） △227 △339

前払費用の増減額（△は増加） 68 54

前払印税の増減額（△は増加） 42 △229

長期前払費用の増減額（△は増加） 167 149

仕入債務の増減額（△は減少） 738 △68

未払金の増減額（△は減少） 7,164 2,197

未払印税の増減額（△は減少） 2,133 △926

未払消費税等の増減額（△は減少） △391 408

その他 △377 320

小計 19,865 14,215

利息及び配当金の受取額 176 35

利息の支払額 △514 △353

義援金の支払額 △54 －

災害損失の支払額 △244 －

法人税等の還付額 403 80

法人税等の支払額 △6,461 △3,862

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,171 10,115
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 △548 △1,259

有形固定資産の売却による収入 23 1

無形固定資産の取得による支出 △2,026 △2,972

投資有価証券の取得による支出 △213 △50

投資有価証券の売却及び償還による収入 321 3,926

貸付けによる支出 － △50

貸付金の回収による収入 135 1,763

敷金及び保証金の差入による支出 △77 △504

敷金及び保証金の回収による収入 103 74

定期預金の預入による支出 △2,081 △550

定期預金の払戻による収入 2,000 2,128

その他 △39 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,403 2,495

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） － 6,000

長期借入れによる収入 2,400 2,000

長期借入金の返済による支出 △6,258 △13,275

リース債務の返済による支出 △77 △53

少数株主からの払込みによる収入 － 1,999

社債の償還による支出 △1,496 △2,576

自己株式の取得による支出 △276 △1,981

自己株式の処分による収入 55 565

配当金の支払額 △1,717 △1,717

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,370 △9,038

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,383 3,551

現金及び現金同等物の期首残高 11,039 14,422

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)

－ 1

現金及び現金同等物の期末残高 14,422 17,974
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(継続企業の前提に関する注記) 

  

  (1) 連結子会社の数      16社 

   連結子会社名は、下記のとおりであります。 

         エイベックス・エンタテインメント㈱ 

         エイベックス・マネジメント㈱ 

         エイベックス・マーケティング㈱ 

         エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱ 

         エイベックス・プランニング＆デベロップメント㈱ 

         エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱ 

         エイベックス通信放送㈱ 

         ㈱UULA 

         エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱ 

         ㈱Para.TV 

         Avex International Holdings Ltd. 

         Avex Hong Kong Ltd. 

         Avex Taiwan Inc. 

         Avex Shanghai Co., Ltd. 

         Avex China Co., Ltd. 

         Avex Hawaii,Inc.      

㈱UULA及びAvex Shanghai Co., Ltd.は、当連結会計年度において株式取得により子会社とな

ったため、連結子会社に含めております。 

  

  非連結子会社 

  該当ありません。 

  

  非連結子会社 

  該当ありません。 

  関連会社の数         ５社 

 関連会社名は、下記のとおりであります。 

 ㈱レコチョク 

 メモリーテック・ホールディングス㈱ 

 Orange Sky Entertainment Group(International)Holding Co. Ltd. 

 Pamiem Film Fund Ltd. 

 ORS有限責任事業組合 

㈱ドワンゴは、当連結会計年度において当社が保有する同社株式を一部売却し、関連会社では

なくなったため、持分法の適用範囲から除外しております。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

  該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

  １  連結の範囲に関する事項

  (2) 主要な非連結子会社の名称等

  ２  持分法の適用に関する事項

  (1) 持分法適用会社
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  非連結子会社 

  該当ありません。 

  関連会社 

  該当ありません。 

  

  East Empire International Holding Ltd. 

  

当社がEast Empire International Holding Ltd.に対して役員の派遣や重要な売上、仕入等の事

実はなく実質的な影響を及ぼしていないことが明らかであるため、関連会社としておりません。 

  

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については各社の事業年度に係る財務

諸表、または連結決算日における仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

  

連結子会社の決算日は、Avex Shanghai Co., Ltd.、Avex China Co., Ltd.及びAvex Hawaii,Inc.

を除き連結決算日と一致しております。上記３社については、連結決算日現在で仮決算を実施してお

ります。 

  

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算期末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 

  投資事業有限責任組合等への出資 

  近の決算書に基づく当社持分相当額により評価しております。 

  商品・製品・貯蔵品 

主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定) 

  原材料 

  終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定) 

  番組及び仕掛品(映像使用権を含む) 

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定) 

  (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

(3) 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等のうち関連会

社としなかった会社等の名称

(4) 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等について関連

会社としなかった理由

  (5) 持分法適用会社の事業年度等に関する事項

  ３  連結子会社の事業年度等に関する事項

  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

  ②  たな卸資産
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当社及び国内連結子会社は定率法、ただし平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法、在外連結子会社は定額法によっております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建物及び構築物    ３～43年 

  その他            ２～20年 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(２～５年)に基づく定額法に

よっております。 

  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、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

  従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

将来の返品による損失に備えるとともに、適切な期間損益計算に資するため、将来の返品予想

額を計上しております。過去の返品実績等に基づく返品予想額を返品引当金の繰入として売上高

から直接控除し、返品受入額は引当金残高を取崩して処理しております。 

株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度において発生すると見込まれ

る額を計上しております。 

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。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(11年)による定額法

により費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に費用処理することとしております。 

係争中の訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失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)

  ②  無形固定資産(リース資産を除く)

  ③  リース資産

  (3) 重要な引当金の計上基準

  ①  貸倒引当金

  ②  賞与引当金

  ③  返品引当金

  ④  株主優待引当金

  ⑤  退職給付引当金

  ⑥  訴訟損失引当金
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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、在外連結子会社等の資産及び負債は、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。 

  

金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。 

  ヘッジ手段    金利スワップ取引 

  ヘッジ対象    長期借入金 

将来の金利変動によるリスクの回避を目的としており、リスクヘッジ目的以外の取引は行わな

い方針であります。 

金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジの有効性の評価は省略してお

ります。 

  

持分法適用会社に対する投資と資本との差額(のれん相当額)について、その効果の及ぶ期間(10

年)で均等償却しております。 

ただし、金額に重要性がない場合には発生年度に全額償却しております。 

  

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっておりま

す。 

  

  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。 

  連結納税制度を適用しております。 

記載金額が「０」は百万円未満であることを示しております。また、記載金額が「－」は該当金

額がないことを示しております。 

  

  (4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

  (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ①  ヘッジ会計の方法

  ②  ヘッジ手段とヘッジ対象

  ③  ヘッジ方針

  ④  ヘッジ有効性評価の方法

  (6) のれんの償却方法及び償却期間

  (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

  ①  消費税及び地方消費税の会計処理

  ②  連結納税制度の適用

  ③  その他
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前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期貸付金」は金額

的重要性が低下したため、当連結会計年度では「投資その他の資産」の「その他」に含めておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。 

  この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期貸付金」に

表示していた819百万円は、「その他」として組み替えております。 

  

前連結会計年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「支払手数料」

は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記すること

としております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを

行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に

表示していた12,841百万円は、「支払手数料」3,400百万円、「その他」9,440百万円として組み替え

ております。 

  

１  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「役員賞与引当金の増減額」は金額的重要性が低下したため、当連結会計年度では「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、

前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「役員賞与引当金の増減額」に表示していた△463百万円は、「その他」として

組み替えております。 

２  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「事業閉鎖損失引当金の増減額」は金額的重要性が低下したため、当連結会計年度では「営業活動

によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「事業閉鎖損失引当金の増減額」に表示していた△77百万円は、「その他」とし

て組み替えております。 

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

(連結損益計算書関係)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
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３  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「投資有価証券評価損益」は金額的重要性が低下したため、当連結会計年度では「営業活動のキャ

ッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結

会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「投資有価証券評価損益」に表示していた12百万円は、「その他」として組み替

えております。 

４  前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりま

した「貸付金の回収による収入」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記する

こととしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組

替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に表示していた95百万円は、「貸付金の回収による収入」135百万

円、「その他」△39百万円として組み替えております。 

  

当社は、平成22年８月30日開催の取締役会において、当社グループの従業員の労働意欲の向上や経

営参画を促すとともに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することにより中長期的な企業価

値を高めることを目的とし、当社グループの従業員へのインセンティブ・プラン(以下、「当プラ

ン」)として「従業員持株会信託型ESOP」の導入を決議いたしました。 

当プランでは、「エイベックス社員持株会」(以下、「当社持株会」)へ当社株式を譲渡していく目

的で設立する「従業員持株会信託型ESOP」が当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し

て、約５年間にわたり当社持株会への売却を行います。 

当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。

従って、信託口が所有する当社株式を含む資産及び負債並びに損益については連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に

含めて計上しております。 

なお、当連結会計年度末日(平成25年３月31日)における自己株式数は、以下のとおりであります。

自己株式数                       4,212,646株 

うち当社所有自己株式数           4,153,446株 

うち信託口所有当社株式数            59,200株 

(追加情報)

(従業員持株会信託型ESOP)
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(セグメント情報等) 

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。 

当社グループは、持株会社である当社と事業会社である関係会社から構成されております。各事

業会社では、音楽、映像及びアーティストを中心とした事業活動を展開しており、音楽コンテンツ

及び映像コンテンツに関する企画・制作・パッケージの販売・配信、アーティスト・タレントのマ

ネジメント、マーチャンダイジング及びライヴ・コンサートの企画・制作・運営が主な事業セグメ

ントとなっております。 

したがって、当社グループは、音楽、映像及びアーティストを軸として各事業セグメントを集約

した「音楽事業」、「映像事業」及び「マネジメント／ライヴ事業」の３つを報告セグメントとし

ております。 

「音楽事業」は、音楽コンテンツに関する企画・制作・パッケージの販売・配信等を行っており

ます。「映像事業」は、映像コンテンツに関する企画・制作・パッケージの販売・配信等を行って

おります。「マネジメント／ライヴ事業」は、アーティスト・タレントのマネジメント、マーチャ

ンダイジング及びライヴ・コンサートの企画・制作・運営等を行っております。 

  

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、市場実勢価格を踏まえて各セグメントの役割・業

務を参考に決定しております。 

  

(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23年４月１日  至  平成24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、スクール事業及び飲食店事業等

を含んでおります。 

２  調整額は、以下のとおりであります。 

(1)  セグメント利益又は損失（△）の調整額０百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

(2)  セグメント資産の調整額51,961百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全

社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の土地、建物及び提出会社が保有する現預金等でありま

す。 

(3)  減価償却費の調整額711百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であり

ます。 

(4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,408百万円は、主に新基幹システムの構築に伴うソフ

トウエア仮勘定の増加額であります。 

３  セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

連結財務諸
表計上額 
(注)３音楽事業 映像事業

マネジメン
ト／ライヴ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 69,391 18,756 30,063 118,211 2,816 121,027 ― 121,027

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

1,251 34 4,747 6,034 1,142 7,176 △7,176 ―

計 70,643 18,791 34,810 124,245 3,958 128,203 △7,176 121,027

セグメント利益又は損
失（△）

8,439 2,496 1,475 12,412 △148 12,263 0 12,263

セグメント資産 25,853 10,542 9,331 45,728 1,569 47,297 51,961 99,258

その他の項目

減価償却費 611 240 121 974 303 1,277 711 1,989

持分法適用会社への
投資額

6,741 ― 548 7,289 ― 7,289 ― 7,289

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

673 329 540 1,542 33 1,575 1,408 2,984
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  当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25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、スクール事業及び飲食店事業等

を含んでおります。 

２  調整額は、以下のとおりであります。 

(1)  セグメント利益又は損失（△）の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

(2)  セグメント資産の調整額52,254百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全

社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の土地、建物及び提出会社が保有する現預金等でありま

す。 

(3)  減価償却費の調整額558百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であり

ます。 

(4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,194百万円は、主に新基幹システムの構築に伴うソフ

トウエアの増加額であります。 

３  セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

連結財務諸
表計上額 
(注)３音楽事業 映像事業

マネジメン
ト／ライヴ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 64,712 32,611 38,357 135,681 3,083 138,764 ― 138,764

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

1,553 63 3,976 5,593 1,026 6,619 △6,619 ―

計 66,266 32,674 42,333 141,274 4,109 145,384 △6,619 138,764

セグメント利益又は損
失（△）

5,291 6,322 2,516 14,130 △100 14,029   △0 14,029

セグメント資産 25,958 19,713 8,935 54,607 1,895 56,502 52,254 108,756

その他の項目

減価償却費 553 373 230 1,157 259 1,417 558 1,975

持分法適用会社への
投資額

1,529 ― 642 2,172 ― 2,172 ― 2,172

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

622 1,102 220 1,945 29 1,974 2,194 4,168
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前連結会計年度(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 

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24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１  製品及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。 

  

(関連情報)

- 29 -

エイベックス・グループ・ホールディングス（株）（7860）平成25年３月期 決算短信



前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(注)  「その他」の金額は、事業セグメントに区分されない事業活動に係るものであります。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25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。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25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。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(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)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計

音楽事業 映像事業
マネジメント
／ライヴ事業

計

減損損失 24 ― ― 24 24 ― 49

(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株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

  

 
  「普通株式の期中平均自己株式数」は、従業員持株会信託型ESOP信託口が所有する当社株式数を含めております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 821円97銭 1,059円45銭

１株当たり当期純利益金額 115円06銭 172円69銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

114円94銭 170円98銭

項目
前連結会計年度

(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

  当期純利益(百万円) 4,934 7,322

  普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

  普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,934 7,322

  普通株式の期中平均株式数(千株) 42,883 42,401

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

  当期純利益調整額(百万円) ― ―

  普通株式増加数(千株) 41 423

  (うち新株予約権(千株)) (41) (423)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

(新株予約権)
平成18年４月28日付与 
ストックオプション
潜在株式の数 
当社普通株式  538,000株

平成18年６月６日付与 
ストックオプション
潜在株式の数 
当社普通株式  229,500株

平成22年10月18日付与 
ストックオプション
潜在株式の数 
当社普通株式  610,000株

平成23年10月17日付与 
ストックオプション
潜在株式の数 
当社普通株式  492,000株

(新株予約権)
平成18年４月28日付与 
ストックオプション
潜在株式の数 
当社普通株式  516,500株

平成18年６月６日付与 
ストックオプション
潜在株式の数 
当社普通株式  229,500株
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２  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。 

  

 
  「普通株式の自己株式数」は、従業員持株会信託型ESOP信託口が所有する当社株式数を含めております。 

  
  

  

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 36,932 48,878

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 1,838 4,440

(うち新株予約権(百万円)) (444) (482)

(うち少数株主持分(百万円)) (1,393) (3,958)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 35,094 44,438

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(千株)

42,695 41,945
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(自己株式の消却) 

当社は、平成25年５月９日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を

消却することを決議いたしました。 

(1)  自己株式の消却を行う理由 

自己株式を消却することにより、資本効率の向上を目指し、また、発行済株式総数の減少

を通じて株主利益の増大を図ることを目的に実施するものであります。 

(2)  自己株式消却に関する内容 

 ①  消却する株式の種類        当社普通株式 

  ②  消却する株式の数           1,157,810株 

   ③  消却後の発行済株式総数    45,000,000株 

   ④  消却予定日          平成25年６月28日 

  

(重要な後発事象)
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① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動(平成25年６月18日付予定) 

    １. 新任取締役候補 

  取締役   鈴木  尚 (現：株式会社ビジネス・ブレークスルー 社外取締役、 

  株式会社TASK 代表取締役社長、株式会社PTP 取締役会長) 

      ２. 新任監査役候補 

      常勤監査役 小林 伸之 (現：エイベックス・マーケティング株式会社 執行役員管理本部長) 

     ３. 退任予定監査役 

      常勤監査役 野村 健二 (当社非常勤顧問就任予定) 

  

該当事項はありません。 

５．その他

（１）役員の異動

（２）その他
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