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  （百万円未満切り捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  2,576  △9.4  16  △76.5  18  △75.2  4  △87.0

25年３月期第１四半期  2,843  6.3  69  717.2  74  352.1  36  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 5百万円（ ％） △85.7   25年３月期第１四半期 36百万円 （ ％） －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

26年３月期第１四半期  44.55  －

25年３月期第１四半期  342.34  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  6,342  3,654  57.6

25年３月期  6,670  3,743  56.1

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 3,654百万円   25年３月期 3,743百万円 

  
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 
25年３月期  － 0.00 － 875.00  875.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 875.00  875.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）  5,814  △2.3  161  △20.5  159  △25.8  87  △18.3  814.44

通期  11,678  0.2  400  22.7  400  17.3  227  36.6  2,126.35

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

－ － － －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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） 26年３月期１Ｑ 106,908株 25年３月期 106,908株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 0株 25年３月期 0株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 106,908株 25年３月期１Ｑ 106,908株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中です。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性がありま

す。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高の是正や株価の高騰、政府による経済対策等を背景に、

景気は緩やかに回復してまいりましたが、雇用情勢には厳しさが残り、世界経済は欧州の財政問題の継続に加え

て、新興国経済の停滞等の景気下振れの懸念材料を残したまま推移いたしました。 

こうした中、当社グループでは、業績回復の更なる伸長、コンテンツプロデュース力の強化による既存事業の強

化と新規事業の取組発展、組織再編後の会社の基盤整備とコミュニケーション戦略の立て直しを当連結会計年度の

経営方針に掲げて経営を行っております。 

この結果、売上高は 千円と前年同期比 千円減（同 %減）となりました。これに伴い、営業利

益は 千円と前年同期比 千円減（同 %減）、経常利益は 千円と前年同期比 千円減（同

%減）、四半期純利益は 千円と前年同期比 千円減（同 %減）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

①音楽事業 

 有料放送の番組視聴可能世帯数につきましては、「スペースシャワーＴＶ」が827万７千世帯、「100%ヒッツ！

スペースシャワーＴＶプラス」が289万８千世帯となりました。有料放送収入は前年同期比微増したものの、レコ

ードメーカーからの広告出稿が減少したことや、番組制作費が前年同期比増加したことなどにより、当第１四半期

連結累計期間における放送関連の業績は前年同期を下回る結果となりました。音楽ソフト関連では、著作隣接権収

入や音楽出版収入などの権利収入が増加したものの、パッケージ販売収入やレーベル事業収入が前年同期比で減少

したことにより、前年同期を下回る結果となりました。また、書籍関連では、前年同期比で新刊本の刊行が減少し

たことに加え、返品が増加したことにより、前年同期を下回る結果となりました。この結果、売上高は2,283,507

千円と前年同期比265,174千円減（同10.4%減）、経常利益（セグメント利益）は、16,479千円と前年同期比40,474

千円減（同71.1%減）となりました。  

  

②映像制作事業 

当事業につきましては、当第１四半期連結累計期間は順調に推移し、売上高は293,185千円と前年同期比1,439千

円減（同0.5%減）とほぼ前年同期並みとなりましたが、前年同期比で利益率の高い案件が減少したことにより、経

常利益（セグメント利益）は、13,679千円と前年同期比4,248千円減（同23.7%減）となりました。    

   

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、主に流動資産その他が 千円、仕掛品が 千円増加

し、一方で現金及び預金が 千円、受取手形及び売掛金が 千円減少したことにより、前連結会計年度

末に比べ 千円減少し、 千円となりました。 

 負債につきましては、主に買掛金が 千円増加し、一方で未払法人税等が 千円、賞与引当金が

千円、役員退職慰労引当金が 千円、流動負債その他が 千円減少したことにより、前連結会計年度末に

比べ 千円減少し、 千円となりました。また、純資産は利益剰余金が 千円減少したことなど

により、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。    

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績につきましては、概ね予想通り推移しており、平成25年４月25日に発表いたしました業績予想に変更はあり

ません。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,576,692 266,614 9.4

16,279 53,010 76.5 18,528 56,111

75.2 4,763 31,835 87.0

175,150 108,076

478,831 104,458

328,171 6,342,163

51,769 96,025 87,681

51,070 41,817

239,826 2,687,395 88,781

88,345 3,654,768

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,108,926 2,630,094

受取手形及び売掛金 1,516,523 1,412,065

商品及び製品 230,854 235,293

仕掛品 135,712 243,788

原材料及び貯蔵品 1,131 1,752

繰延税金資産 165,845 176,450

その他 193,488 368,639

貸倒引当金 △67,762 △69,986

流動資産合計 5,284,718 4,998,098

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 494,277 493,008

機械装置及び運搬具 15,506 15,506

工具、器具及び備品 310,941 291,410

土地 72,455 72,455

リース資産 455,071 450,862

建設仮勘定 15,200 15,200

減価償却累計額及び減損損失累計額 △855,130 △856,072

有形固定資産合計 508,321 482,371

無形固定資産   

ソフトウエア 147,699 186,360

リース資産 3,769 3,154

ソフトウエア仮勘定 83,190 49,237

その他 31,665 25,237

無形固定資産合計 266,324 263,989

投資その他の資産   

投資有価証券 40,170 60,059

敷金及び保証金 302,865 301,916

繰延税金資産 214,152 192,086

その他 69,740 59,598

貸倒引当金 △15,956 △15,956

投資その他の資産合計 610,971 597,704

固定資産合計 1,385,617 1,344,065

資産合計 6,670,335 6,342,163



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 927,069 978,838

リース債務 75,230 69,947

未払金 295,934 282,596

未払法人税等 101,147 5,121

預り金 436,864 463,994

賞与引当金 137,435 49,753

役員賞与引当金 17,995 1,546

返品調整引当金 74,990 85,614

売上割戻引当金 1,273 1,475

その他 74,669 32,851

流動負債合計 2,142,608 1,971,741

固定負債   

リース債務 193,529 178,370

退職給付引当金 461,982 459,302

役員退職慰労引当金 121,911 70,840

その他 7,189 7,139

固定負債合計 784,612 715,653

負債合計 2,927,221 2,687,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,789,059 1,789,059

資本剰余金 846,059 846,059

利益剰余金 1,108,087 1,019,305

株主資本合計 3,743,205 3,654,423

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △91 344

その他の包括利益累計額合計 △91 344

少数株主持分 － －

純資産合計 3,743,114 3,654,768

負債純資産合計 6,670,335 6,342,163



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,843,306 2,576,692

売上原価 2,149,600 1,955,970

売上総利益 693,705 620,721

返品調整引当金繰入額 9,983 10,624

差引売上総利益 683,722 610,097

販売費及び一般管理費 614,433 593,818

営業利益 69,289 16,279

営業外収益   

受取利息 63 23

受取配当金 40 89

受取賃貸料 990 435

業務受託手数料 1,850 －

諸預り金戻入益 2,275 1,506

その他 1,977 1,682

営業外収益合計 7,196 3,736

営業外費用   

支払利息 1,845 1,452

その他 － 34

営業外費用合計 1,845 1,486

経常利益 74,640 18,528

特別利益   

固定資産売却益 15 －

特別利益合計 15 －

特別損失   

固定資産除却損 659 －

固定資産売却損 71 －

投資有価証券評価損 － 546

特別損失合計 731 546

税金等調整前四半期純利益 73,924 17,982

法人税、住民税及び事業税 9,166 1,758

法人税等調整額 28,158 11,460

法人税等合計 37,325 13,218

少数株主損益調整前四半期純利益 36,598 4,763

少数株主利益 － －

四半期純利益 36,598 4,763



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 36,598 4,763

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △255 435

その他の包括利益合計 △255 435

四半期包括利益 36,343 5,198

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 36,343 5,198

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引等消去 千円であります。 

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整をおこなっております。 

    

２． 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引等消去 千円であります。 

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整をおこなっております。 

    

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ 音楽事業 映像制作事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  2,548,681  294,625  2,843,306  －  2,843,306

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 200  6,021  6,221  △6,221  －

計  2,548,881  300,646  2,849,528  △6,221  2,843,306

セグメント利益  56,954  17,928  74,882  △242  74,640

△242

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ 音楽事業 映像制作事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  2,283,507  293,185  2,576,692  －  2,576,692

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  4,512  4,512  △4,512  －

計  2,283,507  297,698  2,581,205  △4,512  2,576,692

セグメント利益  16,479  13,679  30,158  △11,630  18,528

△11,630



２． 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 
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