
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 
   

 
   

   

 
   

   

   

     

   

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 

平成25年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年５月14日

上 場 会 社 名 日本コロムビア株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6791 URL http://columbia.jp/

代  表  者 (役職名)
代表取締役社長 
兼最高執行責任者

(氏名)原   康 晴

問合せ先責任者 (役職名) 財務本部副本部長 (氏名)鈴 木 千佳代 (TEL)03-6895-9870
定時株主総会開催予定日 平成25年６月21日 配当支払開始予定日 ―
有価証券報告書提出予定日 平成25年６月24日

決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 有 （ 機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

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）
（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 14,311 △2.5 534 4.0 591 10.6 359 △22.4
24年３月期 14,681 △10.7 513 △41.7 534 △45.9 463 △47.2

(注) 包括利益 25年３月期 380百万円( △16.8％) 24年３月期 456百万円(△44.8％)

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 1.33 ― 12.7 6.9 3.7
24年３月期 1.71 ― 19.1 6.6 3.5

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 △25百万円 24年３月期 △7百万円

（２）連結財政状態

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 8,730 3,089 34.7 △12.54
24年３月期 8,337 2,710 31.8 △14.59

(参考) 自己資本 25年３月期 3,027百万円 24年３月期 2,647百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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 1,462 △251 △49 4,343
24年３月期 471 △186 298 3,178

２．配当の状況

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

26年３月期(予想) ― 0.00 ― 0.20 0.20 20.8

(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。

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）

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) 6,700 2.9 △100 ― △105 ― △125 ― △0.46
通 期 15,000 4.8 350 △34.5 330 △44.2 260 △27.6 0.96



  

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 
   

   

   

 

   

 

 
  

※ 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

  新規 １社 (社名)コロムビア・マーケティング株式会社 、除外 ―社 (社名)

(注) 詳細は、添付資料22ページ「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項」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

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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期 185,510,651株 24年３月期 185,510,651株

② 期末自己株式数 25年３月期 240,314株 24年３月期 235,534株

③ 期中平均株式数 25年３月期 185,273,180株 24年３月期 185,276,832株

(参考) 個別業績の概要
１．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）
（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 13,093 △4.5 374 11.0 1,128 182.6 657 58.3
24年３月期 13,717 △1.9 337 △43.5 399 △45.6 415 △48.1

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 2.44 ―
24年３月期 1.54 ―

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 7,650 2,554 32.6 △15.42
24年３月期 7,984 1,896 23.0 △18.98

(参考) 自己資本 25年３月期 2,492百万円 24年３月期 1,833百万円

※ 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おりません。

※ 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 
 「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」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、上述の問合せ先責任者
  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あります。  

 
（注）１．純資産減少割合 0.118（小数点以下３位未満切り上げ） 

 ２．すべてのＡ種優先株式は、定款に基づき平成25年10月２日に取得請求期限を迎えるため、同日の翌日以

降、該当する株式は存在いたしません。 

  

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

24年３月期 ― ― 0 .00 ― ― 0 .00 0 .00

25年３月期 ― ― 0 .00 ― ― 3 .90 3 .90

26年３月期(予想) ― ― 0 .00 ― ― 0 .00
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日本の音楽市場につきましては、平成24年１月から12月における音楽ビデオを含む音楽ソフトの生産

金額は前年比110％と増加したものの、有料音楽配信売上実績は前年比75％(以上、一般社団法人日本レ

コード協会調べ)となり、厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、連結売上高は、143億１千１百万円(前年度に比べ2.5％減)となりました。これ

は主に、市販／配信事業において、J-POP作品を中心とした配信売上の減少、および米国音楽制作子会

社における大型作品の売上低迷等があったものの、アニメ関連作品、クラシック作品、およびゲームソ

フトが売上に貢献したことによるものです。 

損益につきましては、前述のゲームソフト等が好調であったこと、楽曲許諾収入等の利益率の高い売

上が予想を上回ったことに加え、販売費及び一般管理費の削減等により、営業利益は５億３千４百万円

(前年度は５億１千３百万円) となりました。また、営業外収益として、９千９百万円の未払印税整理

益を計上したこと等により、経常利益は５億９千１百万円(前年度は５億３千４百万円)となりました。

さらに、特別損失として、米国音楽制作子会社において１億４百万円の無形固定資産減損損失を計上い

たしましたが、当期純利益は３億５千９百万円(前年度は４億６千３百万円)となり、４年連続の黒字化

を実現できております。 

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〕 

J-POP作品を中心とした配信売上は減少いたしましたが、“THE IDOLM@STER”シリーズ、作曲家「佐

村河内守」の“交響曲第１番《HIROSHIMA》”、およびニンテンドー３DSソフト“こびとづかん こびと

観察セット”が売上に貢献し、事業売上は前年度とほぼ同水準の103億３千６百万円(前年度に比べ

2.5％減)となりました。損益につきましては、営業利益は13億５千万円(前年度は13億７千３百万円)と

なりました。 

主な作品といたしましては、「氷川きよし」のアルバム“演歌名曲コレクション16～櫻～”をはじ

め、「AKB48」派生ユニット「Not yet(ノットイエット)」の４枚目のシングル“西瓜BABY”、「木村カ

エラ」７枚目のアルバム“Sync”、オリコンCDシングル週間ランキングにすべてのタイトルがトップ20

入りを果たした、“THE IDOLM＠STER CINDERELLA MASTER 001-015”、“獣電戦隊キョウリュウジャ

ー”シリーズ、現代のベートーヴェンと称される作曲家「佐村河内守」の“交響曲第１番

《HIROSHIMA》”、インパクトのあるキャラクターと、どこかノスタルジーを感じさせる世界観が、子

どもから大人まで幅広く受け入れられ大ヒットとなった絵本『こびとづかん』シリーズ(なばたとした

か作、長崎出版刊)を原作とした、ニンテンドー３DSソフト“こびとづかん こびと観察セット”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〕 

レコード会社２社との業務提携の継続等はありましたが、その他通販会社向け商品の売上が減少した

こともあり、事業売上は23億４千７百万円(前年度に比べ6.6％減)となりました。損益につきまして

は、利益率の高い音源使用にかかる取引の回復等により、営業利益は10億９千６百万円(前年度は10億

１千万円)となりました。 

  

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
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〔その他〕 

その他事業の売上高は16億２千６百万円(前年度に比べ3.6％増)となり、営業利益は２億３千３百万

円(前年度は４億円)となりました。 

  

  配当につきましては、業績は４期連続して黒字を計上したものの、純資産残高は、継続的かつ安定的

な配当を実施するには十分でないと判断いたしました。したがいまして、当期末の普通株式配当につき

ましては、誠に遺憾ながら見送りとさせていただくことといたしました。株主の皆様には誠に申し訳な

く存じますが、速やかに普通配当を実現すベく、さらなる収益力の向上と財務体質の改善・強化に全力

を尽くす所存でございますので、何卒ご理解いただきたくお願い申し上げます。 

当社グループは、利益を安定的に計上できる体質にすることを 大の経営課題にしており、得意分

野、成長分野への経営資源の集中、人員規模の適正化および経費削減等の施策を今後も継続して実施し

てまいります。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

市販／配信事業、制作した音源を活用した特販／通販事業および両事業から派生する新規事業に経営資

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。この一環として、

変化する市場に対して迅速に対応し、競争力のある効率的な営業体制を構築するため、営業組織を会社

分割により分社し、当社の100％出資子会社としてコロムビア・マーケティング株式会社を平成24年10

月に設立いたしました。 

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、新たな音楽

の流通形態への取り組みを推進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。この一環としてアーティストに

関わる著作物の企画制作および管理を行う株式会社フューチャーレコーズを合弁で設立し、同社より

「rieco」、「PafeOke-パフェオケ-」がデビューしております。 

  

売上高の貢献主要作品 

〔市販／配信事業〕 

＜音楽ソフト＞ 

“演歌名曲コレクション16～櫻～”、 

“演歌名曲コレクション17～ 後と決めた女(ひと)だから～”、 

“櫻”、“ 後と決めた女(ひと)だから”、“しぐれの港”                  「氷川きよし」 

“おんな川”                               「大川栄策」 

“花一輪”                                 「田川寿美」 

“みんな恋した歌謡曲 ～恋愛編～”、“みんな恋した歌謡曲 ～青春編～” 

“THE IDOLM@STER”シリーズ 

“特命戦隊ゴーバスターズ”シリーズ、“獣電戦隊キョウリュウジャ－”シリーズ 

“ストライクウィッチーズ劇場版 主題歌コレクション”  

“2012 ポップ・ヒット・マーチ～フライングゲット～”  

“いないいないばあっ！”シリーズ 

“交響曲第１番≪HIROSHIMA≫”、“シャコンヌ ～佐村河内守 弦楽作品集”   「佐村河内守」 

“イーハトーヴ交響曲”           「冨田勲」 
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“Sync”、“マミレル”、“Sun shower”     「木村カエラ」 

“西瓜BABY”                「Not yet(ノットイエット)」 

“Romantist Taste 2012”                   「THE YELLOW MONKEY(ザ・イエローモンキー)」 

“SUPER VIEW”、“Ten”                    「キリンジ」 

“the dresscodes”、“Trash”              「ドレスコーズ」 

  

＜映像ソフト＞ 

“氷川きよしスペシャルコンサート2011 きよしこの夜Vol.11”、  

  “氷川きよしスペシャルコンサート2012 きよしこの夜Vol.12”              「氷川きよし」 

“芸能生活50周年記念 舟木一夫コンサート ～ありがとう そして明日へ～ ・ 

  2012.6.22 宇都宮市文化会館”                                           「舟木一夫」 

“THE IDOLM@STER”シリーズ 

“いないいないばあっ！”シリーズ  

“みいつけた！”シリーズ  

“KAELA WEB TOUR2012＠武道館”                                「木村カエラ」 

“TRUE MIND “NAKED””、“RED TAPE “NAKED””     

                                          「THE YELLOW MONKEY(ザ・イエローモンキー)」 

“デビュー35周年記念 松山千春 Summer Live in 十勝”                    「松山千春」  

  

＜音楽配信＞ 

“マミレル”、“Sun shower”、“Hello Goodbye”、“Butterfly”     「木村カエラ」 

“西瓜BABY”                           「Not yet(ノットイエット)」  

“ハナミズキ”                                           「一青窈」  

“THE IDOLM@STER”シリーズ  

“特命戦隊ゴーバスターズ”シリーズ、“獣電戦隊キョウリュウジャ－”シリーズ 

  

＜ゲームソフト＞ 

ニンテンドー３DSソフト  

“こびとづかん こびと観察セット” 

“わんニャンどうぶつ病院２” 

“オレ様キングダム イケメン彼氏をゲットしよ！ もえキュン・スクールデイズ” 

  

〔特販／通販事業〕 

“懐かしのNHK紅白歌合戦” 

“演歌の時代 ～泣き笑い 一億人の演歌・歌謡曲～”  

“唄は世につれ 昭和歌謡 黄金時代” 

“演歌の花道” 
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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  

“DREAM”             「YU-A」 

“28歳で会社を辞めて音楽活動に専念しているぽこたああああああああああああ” 「ぽこた」 

“ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!⑱(罰) 

  絶対に笑ってはいけない空港(エアポート)24時”               「ダウンタウン」 

  

株式会社ワードレコーズ様 

“ライヴ・アット・ザ・チェッカーボード・ラウンジ・シカゴ1981”  

                              「マディ・ウォーターズ＆ザ・ローリング・ストーンズ」 

“クロスファイアー・ハリケーン”             「ザ・ローリング・ストーンズ」  

  

当社グループは、利益を安定的に計上できる体質にすることを 大の経営課題にしており、得意分

野、成長分野への経営資源の集中、人員規模の適正化および経費削減等の施策を今後も継続して実施し

てまいります。音楽、映像関連業界は依然として厳しい状況が続くことが予想されます。このため、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３億３千

万円、当期純利益２億６千万円を予想しております。 

  

  

  

主な増減としては、資産の部では、現金及び預金が11億３千６百万円増加し、受取手形及び売掛金が

５億２千万円、仕掛品が１億１千５百万円減少しました。負債の部では、支払手形及び買掛金が１億１

千９百万円、退職給付引当金が１億４千２百万円減少しましたが、当期純利益の計上により、純資産は

３億７千８百万円増加し、30億８千９百万円となりました。 

  

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14億６千２百万円(前連結会計年度は

４億７千１百万円の資金の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益４億７

千９百万円、減損損失１億４百万円、売上債権５億３千１百万円の減少およびたな卸資産１億４千

６百万円の減少などにより資金が増加し、退職給付引当金１億４千２百万円の減少および仕入債務

１億２千万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２億５千１百万円(前連結会計年度は

１億８千６百万円の資金の減少)となりました。 

(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４千９百万円(前連結会計年度は２億

９千８百万円の資金の増加)となりました。 

  

②次期の見通し

（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 
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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11億

６千５百万円増加(前連結会計年度末は５億８千４百万円の増加)し、43億４千３百万円(前連結会計年

度末は31億７千８百万円)となりました。 
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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／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。 

  

  

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、配当を行うことを配当政策の方針としております。 

 A種優先株式の配当につきましては、定款第11条の定めに基づく優先配当事業年度における優先期末

配当金が未払いのまま累積しておりましたが、当期において４期連続の黒字を計上したこと等に鑑み、

今般、定款第11条で定めた所定の計算に基づき、当期末配当として１株当たり3.90円の優先配当を実施

することといたしました。普通株式の配当につきましては、上記のとおり４期連続して黒字を計上した

ものの、上記優先配当実施後の純資産残高は、継続的かつ安定的な配当を実施するには十分でないと判

断いたしました。したがいまして、当期末は誠に遺憾ながら見送りとさせていただくことといたしまし

た。 

 次期におきましては、財務基盤の状況を鑑みつつ、株主の皆様のご支援にお応えするため、期末配当

として１株当たり0.20円の配当を見込んでおります。 

  

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 (％) 27.6 31.8 34.7

時価ベースの自己資本比率 
 (％)

86.5 68.9 84.9

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 (％)

182.0 178.0 57.0

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ (倍)

35.3 77.3 107.1

（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CD・DVD等の音楽・映像ソフト等の市販／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ず、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、映像関連産業全般の需要

が減少する場合には、当社グループの経営成績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。違

法コピー、違法ダウンロードなどの増加は、音楽・映像ソフトなどの販売が落ち込んできている要因の

一つとみられており、音楽、映像関連産業全般の規模も縮小傾向にあるのが現状です。音楽、映像関連

産業は縮小した市場で競争が激化しており、当社事業の売上・利益にも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、当社グループはこの分野にも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。昨今の著

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。さらに、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、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

しております。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るため、ヒ

ット作品の有無が、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（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、取引先の事情から委託先が当社グループ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、これに備えておりますが、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、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
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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、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。 

  

個人情報の保護に関して、社内体制の整備と従業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。 

  

⑦年金制度

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25年５月14日現在、当社および子会社５社、関連会社１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・販売お

よび製造販売受託、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。 

  

<主な子会社、関連会社（平成25年５月14日現在）> 

コロムビア・マーケティング株式会社 

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25年５月14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 

  

CD・DVD等の音楽・映像ソフト等の市販／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 優先の目標としております。 

  

当社グループは、利益を安定的に計上できる体質にすることを 大の経営課題にしており、得意分

野、成長分野への経営資源の集中、不採算事業の整理、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。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市販／配信事業、制作した音源を活用した特販／通販事業および両事業から派生

する新規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、新たな音楽

の流通形態への取り組みを推進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。この一環としてアーティストに

関わる著作物の企画制作および管理を行う合弁会社「株式会社フューチャーレコーズ」を設立し、音楽

ビジネスの拡大に向けて、世界に通用する優秀なアーティストの発掘・輩出に努めております。 

  各部門の取り組みは次のとおりです。 

  

〔市販／配信事業〕 

演歌・歌謡曲部門： 

  デビュー14年目を迎えた「氷川きよし」は、第54回日本レコード大賞で“櫻”が優秀作品賞を受賞す

るなどますます活動を充実させております。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、平成25年３月期は、芸能生

活50周年記念企画商品“舟木一夫コンサート ～ありがとう そして明日へ～”が大変なご好評をいた

だくことができました。本年におきましても昨今のリバイバルブームに応えるべく、企画商品の充実等

に取り組んでまいります。「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」をはじめとするベテランアーティスト、中堅の「多岐川舞子」、「田川寿美」、

「大石まどか」、若手アーティスト「走裕介」、「出光仁美」、「伊藤美裕」など多彩な才能を活かし

た作品づくりに取り組んでまいります。さらに、新たな取り組みとして、音楽文化・カラオケ文化のさ

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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らなる普及・向上を目指す「コロムビア歌謡アカデミー」を開校し、今後の歌謡界の発展に寄与するべ

く邁進してまいります。 

  

ジャズ・クラシック・インターナショナル部門： 

クラシック、ジャズ、クロスオーバー(クラシック・ジャズ・ポップスといったジャンルの垣根を越

えて音楽性を融合させた作品ジャンル)、洋楽、ダンス・フィットネス、バレエ・オペラなど多様なジ

ャンルの作品を制作しております。平成25年３月期は、作曲家「佐村河内守」の“交響曲第１番

《HIROSHIMA》”が新作交響曲の作品としては異例のヒットを記録するなど、幅広い音楽ファンのご支

持をいただくことができました。また、「ジリアン・マイケルズ」のフィットネスシリーズなどの映像

作品や「高嶋ちさ子」、「冨田勲」、「吉松隆」などの実績のあるアーティストの作品も好調に推移い

たしました。今後は、これらの作品のさらなる拡充とともに、沖縄が育んだ唄者「上間綾乃」、ジャズ

ボーカリスト「SHANTI」、クラシカル・ユニット「1966カルテット」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。またクラシックカタログ

を活用したコンピレーション企画、洋楽ロック作品の充実などに取り組みます。さらに、アーティスト

の活動と連動したライブ・コンサートの企画、主催、運営にも取り組んでまいります。 

  

アニメ部門： 

昨年８月より連続リリースいたしました“THE IDOLM@STER”シリーズが大変なご好評をいただき、

“生っすかSPECIAL 01”はシリーズを代表して第54回日本レコード大賞企画賞を受賞いたしました。今

後も引き続き“THE IDOLM@STER”シリーズおよびスーパー戦隊シリーズ37作品目の作品である特撮テレ

ビ映画“獣電戦隊キョウリュウジャー”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“聖闘士星矢Ω”、“トリコ”をはじめとするテレビアニメ番組や劇場公開アニメ作品への共

同事業参画を通じて主題歌作品のリリースなどに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： 

  “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。教科書販売会社、幼稚園・保育園向け商材の販売会社

との連携のもとタイアップ商品の開発に取り組んでまいります。また、全国各地で幼稚園・保育園・小

学校の先生方を対象にダンス実技講習会を開催しております「コロムビア・キッズダンス講習会」事業

をさらに発展させてまいります。 

  

邦楽部門： 

伝統的純邦楽、民謡を中心に、落語作品なども強化を行うとともにSP音源復刻をはじめとする史料価

値の高い企画作品にも引き続き取り組んでまいります。 
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J-POP部門： 

「松山千春」、「clammbon(クラムボン)」、「キリンジ」、「たむらぱん」などの人気アーティスト

のファン層の一層の拡大を図ります。また、「NIKIIE」、「bómi」、「ドレスコーズ」、「グッドモー

ニングアメリカ」などの新しいアーティストの育成の他、「Fear, and Loathing in Las Vegas」など

アーティストマネジメント事業にも積極的に展開してまいります。さらに「AKB48」からの派生ユニッ

ト「Not yet(ノットイエット)」、「吉木りさ」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： 

昨年７月に発売いたしました“こびとづかん こびと観察セット”が、今もなお根強いご支持をいた

だいております。今後も流行やニーズを的確に読み取り、人気キャラクターのゲーム化などニンテンド

ー３DSの低年齢層への浸透に合わせた商品ラインナップの充実を図ってまいります。 

  

〔特販／通販事業〕 

特販事業： 

引き続きマーケット別に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。 

  

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したことにより、業務の効率化およびコスト

削減を実現いたしました。さらにレコード会社２社と同システムを活用する業務提携を行うことで、当

社商品の新規販売先の獲得および業務管理手数料などの新たな収益の獲得に成功いたしております。今

後も、同様の業務提携を業界他社や異業種企業へ拡大すべく、提携企業と共同でのCD・DVD商品の企

画・制作や顧客ニーズを勘案した生活雑貨分野の商品企画などにも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 3,238 4,374

受取手形及び売掛金 ※2, ※3  2,339 ※2  1,818

商品及び製品 453 456

仕掛品 465 350

原材料及び貯蔵品 68 56

繰延税金資産 130 131

前渡金 246 274

前払費用 235 220

その他 159 218

貸倒引当金 △5 △7

流動資産合計 7,332 7,892

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 469 481

減価償却累計額 △218 △291

建物及び構築物（純額） ※4  250 ※4  190

機械及び装置 － 0

減価償却累計額 － △0

機械及び装置（純額） － 0

工具、器具及び備品 12 27

減価償却累計額 △7 △10

工具、器具及び備品（純額） 4 17

土地 0 0

リース資産 934 954

減価償却累計額 △821 △847

リース資産（純額） 113 107

有形固定資産合計 368 316

無形固定資産   

リース資産 14 16

ソフトウエア 78 94

その他 173 78

無形固定資産合計 265 188

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  75 52

繰延税金資産 2 2

長期前払費用 9 3

長期未収入金 359 358

その他 444 428

貸倒引当金 △520 △512

投資その他の資産合計 370 332

固定資産合計 1,004 837

資産合計 8,337 8,730
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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 ※2  1,027 908

短期借入金 ※3  500 500

1年内返済予定の長期借入金 75 74

リース債務 46 53

未払金 637 718

未払費用 235 289

未払印税 1,507 1,519

未払法人税等 26 70

返品調整引当金 155 155

その他 294 455

流動負債合計 4,507 4,744

固定負債   

長期借入金 24 75

リース債務 91 68

繰延税金負債 － 0

退職給付引当金 837 695

資産除去債務 30 30

その他 135 27

固定負債合計 1,119 896

負債合計 5,627 5,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 2,187 857

利益剰余金 △249 1,439

自己株式 △23 △24

株主資本合計 2,913 3,272

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 1

為替換算調整勘定 △266 △246

その他の包括利益累計額合計 △266 △245

新株予約権 63 61

純資産合計 2,710 3,089

負債純資産合計 8,337 8,730
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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 ※1  14,681 ※1  14,311

売上原価 ※1, ※2  8,389 ※1, ※2  8,208

売上総利益 6,292 6,102

販売費及び一般管理費   

販売費 ※3  2,605 ※3  2,531

一般管理費 ※4  3,172 ※4  3,036

販売費及び一般管理費合計 5,778 5,568

営業利益 513 534

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 0 0

未払印税整理益 27 99

受取手数料 7 5

その他 5 6

営業外収益合計 42 113

営業外費用   

支払利息 6 13

持分法による投資損失 7 25

雑損失 4 15

その他 3 2

営業外費用合計 21 56

経常利益 534 591

特別利益   

新株予約権戻入益 － 1

その他 3 －

特別利益合計 3 1

特別損失   

減損損失 － ※5  104

固定資産除却損 ※6  1 ※6  9

特別損失合計 1 113

税金等調整前当期純利益 536 479

法人税、住民税及び事業税 43 121

法人税等調整額 29 △1

法人税等合計 73 120

少数株主損益調整前当期純利益 463 359

当期純利益 463 359
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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 463 359

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 1

為替換算調整勘定 △5 19

その他の包括利益合計 ※  △6 ※  20

包括利益 456 380

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 456 380

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 1,000 1,000

当期末残高 1,000 1,000

資本剰余金   

当期首残高 2,187 2,187

当期変動額   

欠損填補 － △1,330

当期変動額合計 － △1,330

当期末残高 2,187 857

利益剰余金   

当期首残高 △712 △249

当期変動額   

当期純利益 463 359

欠損填補 － 1,330

当期変動額合計 463 1,689

当期末残高 △249 1,439

自己株式   

当期首残高 △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 △24

株主資本合計   

当期首残高 2,450 2,913

当期変動額   

当期純利益 463 359

自己株式の取得 △0 △0

欠損填補 － －

当期変動額合計 462 359

当期末残高 2,913 3,272
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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 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 1

当期変動額合計 △0 1

当期末残高 △0 1

為替換算調整勘定   

当期首残高 △260 △266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 19

当期変動額合計 △5 19

当期末残高 △266 △246

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △260 △266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 20

当期変動額合計 △6 20

当期末残高 △266 △245

新株予約権   

当期首残高 60 63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △1

当期変動額合計 2 △1

当期末残高 63 61

純資産合計   

当期首残高 2,251 2,710

当期変動額   

当期純利益 463 359

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） △3 19

当期変動額合計 459 378

当期末残高 2,710 3,089
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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 536 479

減価償却費 184 88

減損損失 － 104

長期前払費用償却額 58 55

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △146 △142

受取利息及び受取配当金 △2 △1

支払利息 6 13

未払印税整理益 △27 △99

持分法による投資損益（△は益） 7 25

売上債権の増減額（△は増加） △71 531

たな卸資産の増減額（△は増加） △50 146

仕入債務の増減額（△は減少） 237 △120

未払金の増減額（△は減少） △32 94

未払費用の増減額（△は減少） △129 53

未払印税の増減額（△は減少） 40 91

その他 △125 315

小計 522 1,628

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △6 △13

法人税等の支払額 △47 △154

営業活動によるキャッシュ・フロー 471 1,462

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期投資の純増減額（△は増加） 51 33

有形固定資産の取得による支出 △26 △27

有形固定資産の売却による収入 6 －

無形固定資産の取得による支出 △21 △57

無形固定資産の売却による収入 1 －

投資有価証券の取得による支出 △33 －

投資有価証券の売却による収入 0 －

長期前払費用の取得による支出 △37 △63

貸付けによる支出 － △9

貸付金の回収による収入 16 16

その他 △143 △142

投資活動によるキャッシュ・フロー △186 △251

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 100 150

長期借入金の返済による支出 － △100

リース債務の返済による支出 △15 △46

セール・アンド・リースバックによる収入 102 －

セール・アンド・割賦バックによる収入 115 －

その他 △4 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー 298 △49

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 584 1,165

現金及び現金同等物の期首残高 2,593 3,178

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,178 ※  4,343
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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 

(1) 連結子会社の数  ５社 

主要な連結子会社名  コロムビア・マーケティング(株)、コロムビアソングス(株) 

コロムビア・マーケティング(株)については、当連結会計年度において

新設分割したことにより、連結の範囲に含めております。 

(2) 非連結子会社の数 

該当事項はありません。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 

 該当事項はありません。 

(2) 持分法適用の関連会社の数  １社 

 会社等の名称   (株)フューチャーレコーズ 

(3) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社の数 

 該当事項はありません。 

  

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 

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) 

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 

(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) 

…定額法 

 主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物及び構築物  …５年～18年 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)
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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 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

…定額法 

 主な耐用年数は５年～12年であります。 

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。 

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) 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 

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。  
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・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号  平成24年５月17日) 

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号  平成24年５月17日) 

  

(1) 概要 

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び

未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正

されたものです。 

(2) 適用予定日 

平成26年３月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正につ

いては、平成27年３月期の期首より適用予定です。 

  

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。 

  

 (連結損益計算書関係) 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」は、「営業外

費用」の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示してお

ります。この表示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、「営業外費用」の「為替差損」に表示し

ておりました2百万円は、「その他」として組み替えております。   

  

(未適用の会計基準等)

(表示方法の変更)
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※１ 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。 

 
  

※２ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。 

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含

まれております。                         

 
  

※３ 担保資産及び担保付債務 

   (前連結会計年度) 

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1,284百万円を担保として差し入

れております。 

  

※４ 所有権留保等資産 

次の資産については、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。 

 
  

(連結貸借対照表関係)

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)

投資有価証券(株式) 25百万円  ―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)

受取手形 0百万円 0百万円

支払手形 2  〃 ―  〃

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)

建物の本社内装設備 
(建物及び構築物)

106百万円 71百万円
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※１ 売上高及び売上原価には下記が含まれております。 

 
  

※２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額 

 
  

※３ 販売費の主な内訳は次のとおりであります。 

 
  

※４ 一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。 

 
  

※５ 減損損失 

   (当連結会計年度) 

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。 

 
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 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。営業損益または営業キャッシュ・フローが継続してマイナスであり、

固定資産簿価を回収できる可能性が低いと判断した上記資産グループについて、帳簿価額を公正価値

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、当該資産グループの公正価値は、ロイヤルティ免除法により測定しております。 

  

※６ (前連結会計年度) 

固定資産除却損1百万円の内容は、ソフトウェアに関わるもの等であります。 

  

(連結損益計算書関係)

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)

返品調整引当金繰入額 150百万円 150百万円

   〃   戻入額 △248  〃 △150  〃

計 △98百万円 0百万円

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)

売上原価 123百万円 56百万円

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)

広告宣伝費 964百万円 1,022百万円

運賃荷造費 409  〃 410 〃

販売増進費 1,186  〃 1,079  〃

貸倒引当金繰入額 39  〃 13  〃

その他 5  〃 5  〃

計 2,605百万円 2,531百万円

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)

従業員給与・手当 1,735百万円 1,725百万円

退職給付費用 15  〃 △13  〃

その他 1,422  〃 1,324  〃

計 3,172百万円 3,036百万円

場所 用途 種類
金額 

（百万円）

米国 原盤権 その他無形固定資産 104
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   (当連結会計年度) 

固定資産除却損9百万円の内容は、ソフトウェアに関わるもの8百万円等であります。 

  

  

  

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

  

  

  

(連結包括利益計算書関係)

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)

その他有価証券評価差額金

  当期発生額 △0百万円 2百万円

  組替調整額 ―  〃 ―  〃

    税効果調整前 △0百万円  2百万円

    税効果額 0  〃 △0  〃

    その他有価証券評価差額金 △0百万円  1百万円

為替換算調整勘定

  当期発生額 △5百万円 19百万円

その他の包括利益合計 △6百万円  20百万円
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(変動事由の概要)  

単元未満株式の買取りによる普通株式の増加 4,283株 

  

 
(注) １ 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。 

２ 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。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 185,510,651 ― ― 185,510,651

Ａ種優先株式(株) 76,924,000 ― ― 76,924,000

合計(株) 262,434,651 ― ― 262,434,651

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 231,251 4,283 ― 235,534

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)

当連結会計
年度期首

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 20 ― ― 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 1,010 ― ― 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 33 17 ― 50 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 184 190 ― 374 13

合計 1,247 207 ― 1,454 63

４ 配当に関する事項
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(変動事由の概要)  

単元未満株式の買取りによる普通株式の増加 4,780株 

  

 
(注) １ 平成20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す。 

２ 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。 

  

  (1) 配当金支払額等 

該当事項はありません。 

  (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 

 
  

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 185,510,651 ― ― 185,510,651

Ａ種優先株式(株) 76,924,000 ― ― 76,924,000

合計(株) 262,434,651 ― ― 262,434,651

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 235,534 4,780 ― 240,314

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)

当連結会計
年度期首

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 20 ― ― 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 1,010 ― ― 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 50 ― 50 ― ―

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 374 196 ― 570 14

合計 1,454 196 50 1,600 61

４ 配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成25年５月14日
取締役会

Ａ種優先株式 300 3.90 平成25年３月31日 平成25年６月28日
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※ 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 

(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)

現金及び預金勘定 3,238百万円 4,374百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△60  〃 △31  〃

現金及び現金同等物 3,178百万円 4,343百万円
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 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 

 
 ３ 退職給付費用に関する事項 

   
(注) 前連結会計年度において、「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5百万円

が含まれております。 

   また、当連結会計年度において、「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0

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            1.5％ 

   (4) 会計基準変更時差異の処理年数        15年 

   (5) 過去勤務債務の額の処理年数      ３年 

   (6) 数理計算上の差異の処理年数      ５年 

(退職給付関係)

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)

① 退職給付債務 △1,867百万円 △1,742百万円

② 年金資産 1,018 〃 901 〃

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △848百万円 △840百万円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 556百万円 371百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △675  〃 △194  〃

⑥ 未認識数理計算上の差異 129  〃 △31  〃

⑦ 連結貸借対照表計上退職給付引当金 
 (③＋④＋⑤＋⑥)

△837百万円 △695百万円

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)

① 勤務費用 31百万円 36百万円

② 利息費用 42 〃 37 〃

③ 期待運用収益 △18 〃 △15 〃

④ 会計基準変更時差異の費用処理額  185 〃 185 〃

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △462 〃 △480 〃

⑥ 数理計算上の差異の費用処理額 147 〃 141 〃

⑦ 退職給付費用 
 (①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥)

△73百万円 △95百万円

⑧ その他 (注) 91百万円 86百万円

  合計 17百万円 △8百万円
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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。 

  

(セグメント情報等)

(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、音楽著作権取得管理事業及び製造

販売受託事業等を含んでおります。 

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

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) 

 
 (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、音楽著作権取得管理事業及び製造

販売受託事業等を含んでおります。 

   ２ 資産及び負債を事業セグメント別に配分しておりませんので、セグメント資産及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)１ 合計
市販／配信 特販／通販 計

売上高

  外部顧客への売上高 10,597 2,513 13,111 1,570 14,681

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

250 ― 250 132 383

計 10,848 2,513 13,362 1,702 15,064

セグメント利益 1,373 1,010 2,384 400 2,785

その他の項目

 減価償却費 65 1 67 28 96

(単位：百万円)

報告セグメント

その他(注)１ 合計
市販／配信 特販／通販 計

売上高

  外部顧客への売上高 10,336 2,347 12,684 1,626 14,311

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

141 15 157 123 280

計 10,478 2,363 12,842 1,750 14,592

セグメント利益 1,350 1,096 2,447 233 2,680

その他の項目

 減価償却費 31 0 32 19 51

 減損損失 ― ― ― 104 104
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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。 

  

 
  

  

(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 13,362 12,842

「その他」の区分の売上高 1,702 1,750

セグメント間取引消去 △383 △280

連結財務諸表の売上高 14,681 14,311

(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 2,384 2,447

「その他」の区分の利益 400 233

セグメント間取引消去 0 0

全社費用(注) △ 2,271 △ 2,146

連結財務諸表の営業利益 513 534

(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 67 32 28 19 88 36 184 88

減損損失 ― ― ― 104 ― ― ― 104
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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 

 
  

(関連情報)

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Amazon.com Int'l Sales, Inc. 2,009 市販／配信

(株)星光堂 1,521 市販／配信
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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) 

  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) 

 
(注)「その他」の金額は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである子会社が保有する事業用資

産に係る減損損失であります。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

  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)

調整額
連結損益計算書

計上額市販／配信 特販／通販 計

減損損失 ― ― ― 104 ― 104

(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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１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
  

 
(注) １  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。 

２  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。 

  

 該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

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)

(1) １株当たり純資産額 △14.59円 △12.54円

 (算定上の基礎)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 2,710 3,089

普通株式に係る純資産額(百万円) △2,702 △2,322

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
5,050 5,050

 Ａ種優先株式の累積未払配当金相当額 300 300

 新株予約権 63 61

普通株式の発行済株式数(千株) 185,510 185,510

普通株式の自己株式数(千株) 235 240

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)
185,275 185,270

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)

(2) １株当たり当期純利益 1.71円 1.33円

 (算定上の基礎)

当期純利益(百万円) 463 359

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) 463 359

普通株式期中平均株式数(千株)

普通株式 185,276 185,273

Ａ種優先株式(普通株式転換後) 84,746 84,746

合計 270,023 270,019

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

新株予約権
（17種類、  2,910個） 
 普通株式  2,910千株

新株予約権 
（14種類、  2,730個） 
 普通株式  2,730千株

(重要な後発事象) 
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