
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
         

 
     

 
  

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）
（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 3,098 1.0 △6 ― △8 ― 24 ―
25年３月期第１四半期 3,066 △8.6 △117 ― △122 ― △131 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 30百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △145百万円( ―％)

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 0.09 0.09
25年３月期第１四半期 △0.49 ―

（２）連結財政状態

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 7,900 2,819 34.9
25年３月期 8,730 3,089 34.7

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 2,757百万円 25年３月期 3,027百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 0.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 4.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

 平成26年３月期(予想)期末の配当金については、平成25年10月１日を効力発生日として普通株式及びＡ種優先株式

につき20株を１株に併合する株式併合を考慮した額を記載しております。なお、当該株式併合を考慮しない場合の年

間配当金は、0円20銭(第２四半期末：0円、期末0円20銭)となります。 

 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 19.26

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）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) 26年３月期１Ｑ 185,510,651株 25年３月期 185,510,651株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 242,158株 25年３月期 240,314株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 185,269,396 株 25年３月期１Ｑ 185,274,746株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了してお

ります。ただし、この四半期決算短信は金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外となっております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的である

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およ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5ページ「（３）連結

業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

・業績予想における「１株当たり当期純利益」は、平成25年10月１日付で株式併合を行う予定のため、第２四半期

(累計)については株式併合前の株式数、通期については株式併合後の株式数で計算しております。株式併合の詳細

については、平成25年５月21日に別途開示いたしました「株式併合、単元株式数の変更、および配当予想の修正に

関するお知らせ」をご覧ください。



  

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) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

(注) １．純資産減少割合 0.046(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

25年３月期 ― 0 .00 ― 3 .90 3 .90

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0 .00 ― 0 .00 0 .00
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日本の音楽市場につきましては、平成25年１月から６月における音楽ビデオを含む音楽ソフトの生産

実績は前年同期比97％と微減にとどまったものの、平成25年１月から３月( 新情報)における有料音楽

配信売上実績は前年同期比70％(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、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、30億９千８百万円(前年同四半期

に比べ1.0％増)となりました。これは主に、市販／配信事業において、アニメ関連作品、およびクラシ

ック作品が売上に貢献し、また米国音楽制作子会社において大型作品が好調に推移したためです。損益

につきましては、市販／配信事業において利益率の高い過年度発売作品の売上に占める割合が高く、ま

た特販／通販事業における利益率の高い音源使用にかかる取引が好調に推移したため、営業損失は６百

万円(前年同四半期は営業損失１億１千７百万円)にとどまりました。また、経常損失は８百万円(前年

同四半期は経常損失１億２千２百万円)、過年度の関係会社株式評価損に関する法人税等の金額の一部

43百万円を過年度法人税等として戻し入れたこと等により四半期純利益は２千４百万円(前年同四半期

は四半期純損失１億３千１百万円)となりました。 

セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。 

  

〔市販／配信事業〕  

アニメ関連作品、およびクラシック作品等が売上に貢献いたしましたが、事業売上は21億３千７百万

円(前年同四半期に比べ3.1％減)となりました。しかし、利益率の高い過年度発売作品の売上に占める

割合が高く、営業利益は１億９千５百万円(前年同四半期は営業利益１億７千２百万円)となりました。

主な作品といたしましては、「氷川きよし」のアルバム“演歌名曲コレクション18～しぐれの港～”

をはじめ、「新沼謙治」本人が出身地である岩手県大船渡市の明るい未来と復興を願い作詩作曲を手が

けた“ふるさとは今もかわらず”、オリコンウィークリーチャート11位にランキングされました「グッ

ドモーニングアメリカ」のメジャーファーストフルアルバム“未来へのスパイラル”、“THE IDOLM＠

STER”シリーズ、“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》”および“シャコンヌ ～佐村河内守 弦楽作品集”、

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〕 

特販／通販事業は厳しい事業環境を反映し、前年同四半期の売上実績を下回っております。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４億４千８百万円(前年同四半期に比べ2.7％

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が好調に推移し、営業利

益は２億７百万円(前年同四半期は営業利益１億８千７百万円)となりました。 

  

〔その他〕 

その他事業の売上高は５億１千２百万円(前年同四半期に比べ27.9％増)となり、営業利益は１億２千

４百万円(前年同四半期は営業利益７千２百万円)となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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  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。また、当社にお

ける商品ラインアップの強化のため、株式会社新星堂の子会社、株式会社オーマガトキおよびシリウス

株式会社の全株式を平成25年10月１日に取得する予定です。 

  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18～しぐれの港～”、“しぐれの港”    「氷川きよし」 

“ふるさとは今もかわらず”                   「新沼謙治」 

“北の雪船”                          「多岐川舞子」 

“サヨナラをあげる”                      「クミコ」 

“THE IDOLM@STER”シリーズ 

“獣電戦隊キョウリュウジャ－”シリーズ 

“TVアニメーション「デート・ア・ライブ」 オープニング・テーマ 

                                       「デート・ア・ライブ」”  

                     「sweet ARMS(野水伊織、富樫美鈴、佐土原かおり、味里)」 

“実用ベスト NHK-CD ラジオ体操 第１・第２／みんなの体操” 

“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」 

“ふるさと ～日本のうた～”                                 「幸田浩子」 

“ふる里の民踊 第53集” 

“夢破れて尚”                                              「松山千春」 

“未来へのスパイラル”                      「グッドモーニングアメリカ」 

“LOVER ALBUM ２”                             「clammbon(クラムボン)」 

“ソランジュ”                                              「上間綾乃」 

  

＜映像ソフト＞ 

“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」 

“げんきげんきノンタン スプーン たんたんたん” 

“いないいないばあっ！”シリーズ 

“みいつけた！”シリーズ 

“ヘロスタ。おおもり味”                      「謎の新ユニットSTA☆MEN」 
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＜音楽配信＞ 

“Ring a Ding Dong”、“Butterfly”                       「木村カエラ」 

 “ハナミズキ”                                            「一青窈」 

 “THE IDOLM@STER”シリーズ 

 “獣電戦隊キョウリュウジャ－”シリーズ 

 “交響曲第１番≪HIROSHIMA≫”                             「佐村河内守」 

  

＜ゲームソフト＞ 

  ニンテンドー３DSソフト 

 “まめゴマ はっぴー！スイーツファーム” 

 “こびとづかん こびと観察セット” 

  

〔特販／通販事業〕 

 “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” 

  

〔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 

 “世界でいちばん美しい島”                                   「THE BOOM」 

 “タカラモノ”                                               「ぽこた」 

  

株式会社ワードレコーズ 

 “ロック・フォー・ザ・ライジング・サン”                     「エアロスミス」 

 “メイド・イン・ジャパン～ライヴ・アット・ラウド・パーク 11”「ホワイトスネイク」 

 “セイクレッド・ハート・ライヴ1986”                         「ディオ」 

  

株式会社ヤマハミュージックアンドビジュアルズ 

“ロックショウ”                           「ポール・マッカートニー＆ウイングス」  

  

  

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度と比較して８億２千９百万円減少し、79億円

となりました。 

主な増減としては、資産の部では、現金及び預金が７億１千２百万円、受取手形及び売掛金が１億６

千１百万円減少しております。負債の部では、支払手形及び買掛金が９千８百万円、未払金が１億４千

４百万円、未払費用が１億３千７百万円、退職給付引当金が６千万円減少いたしました。また、純資産

は資本剰余金が３億円減少したこと等により、28億１千９百万円となりました。 

  

  

（２）財政状態に関する説明
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平成26年３月期(平成25年４月１日～平成26年３月31日)の連結業績予想につきましては、本年５月14

日に開示した業績予想から変更ありません。 

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当ありません。 

  

  

該当ありません。 

  

  

該当ありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成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 4,374 3,662

受取手形及び売掛金 1,818 1,657

商品及び製品 456 401

仕掛品 350 417

原材料及び貯蔵品 56 56

繰延税金資産 131 129

前渡金 274 311

前払費用 220 193

その他 218 265

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 7,892 7,088

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 190 172

機械及び装置（純額） 0 1

工具、器具及び備品（純額） 17 18

土地 0 0

リース資産（純額） 107 99

有形固定資産合計 316 293

無形固定資産   

リース資産 16 15

ソフトウエア 94 90

その他 78 80

無形固定資産合計 188 186

投資その他の資産   

投資有価証券 52 51

繰延税金資産 2 2

長期前払費用 3 9

長期未収入金 358 358

その他 428 434

貸倒引当金 △512 △523

投資その他の資産合計 332 333

固定資産合計 837 812

資産合計 8,730 7,900
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(単位：百万円)

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   

支払手形及び買掛金 908 809

短期借入金 500 500

1年内返済予定の長期借入金 74 70

リース債務 53 53

未払金 718 574

未払費用 289 152

未払印税 1,519 1,497

未払法人税等 70 10

返品調整引当金 155 134

その他 455 414

流動負債合計 4,744 4,217

固定負債   

長期借入金 75 130

リース債務 68 54

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 695 634

資産除去債務 30 30

その他 27 13

固定負債合計 896 863

負債合計 5,641 5,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 857 557

利益剰余金 1,439 1,463

自己株式 △24 △24

株主資本合計 3,272 2,997

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1 0

為替換算調整勘定 △246 △240

その他の包括利益累計額合計 △245 △239

新株予約権 61 61

純資産合計 3,089 2,819

負債純資産合計 8,730 7,900
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成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 3,066 3,098

売上原価 1,810 1,721

売上総利益 1,256 1,376

販売費及び一般管理費   

販売費 611 619

一般管理費 762 764

販売費及び一般管理費合計 1,373 1,383

営業損失（△） △117 △6

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

受取手数料 2 2

雑収入 － 1

その他 0 0

営業外収益合計 3 4

営業外費用   

支払利息 3 2

持分法による投資損失 4 －

貸倒引当金繰入額 － 3

その他 0 0

営業外費用合計 8 6

経常損失（△） △122 △8

特別利益   

新株予約権戻入益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税金等調整前四半期純損失（△） △121 △8

法人税、住民税及び事業税 10 8

過年度法人税等 － △43

法人税等調整額 0 1

法人税等合計 10 △33

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△131 24

四半期純利益又は四半期純損失（△） △131 24
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△131 24

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △13 6

その他の包括利益合計 △14 5

四半期包括利益 △145 30

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △145 30

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

  

当社は、平成25年６月28日付で、Ａ種優先株式に対する配当金の支払いを行いました。この結果、当

第１四半期連結累計期間において資本剰余金が300百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末におい

て資本剰余金が557百万円となっております。 

  

  

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又は損失の金額に関する情報 

 
 (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、音楽著作権取得管理事業および製

造販売受託事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
 (注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（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）

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他(注) 合計

市販／配信 特販／通販 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,204 461 2,665 401 3,066

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

36 ― 36 36 72

計 2,240 461 2,701 437 3,139

セグメント利益 172 187 360 72 432

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 360

「その他」の区分の利益 72

全社費用(注) △550

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △117
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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又は損失の金額に関する情報 

 
 (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、音楽著作権取得管理事業および製

造販売受託事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
 (注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

  

 １株当たり四半期純利益算定上の普通株式の期中平均株式数は、以下のとおりであります。 

 
  

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他(注) 合計

市販／配信 特販／通販 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,137 448 2,585 512 3,098

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

30 5 36 35 71

計 2,167 454 2,622 548 3,170

セグメント利益 195 207 402 124 527

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 402

「その他」の区分の利益 124

全社費用(注) △533

その他の調整額 △0

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △6

（その他）

(単位：千株)

項目
平成26年３月期
第１四半期

平成25年３月期 
第１四半期

普通株式の期中平均株式数

普通株式 185,269 185,274

Ａ種優先株式(普通株式転換後) 84,746 84,746

合 計 270,016 270,021
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   平成25年３月期(平成24年４月１日～平成25年３月31日) 

 
  

   平成26年３月期(平成25年４月１日～平成26年３月31日) 

 
  

４．補足情報

四半期業績の推移

(単位：百万円)

第１四半期
連結会計期間

第２四半期
連結会計期間

第３四半期
連結会計期間

第４四半期 
連結会計期間

売上高 3,066 3,446 4,482 3,315

営業利益又は営業損失(△) △117 226 387 38

経常利益又は経常損失(△) △122 218 376 118

四半期純利益 
又は四半期純損失(△)

△131 197 298 △5

(単位：百万円)

第１四半期
連結会計期間

売上高 3,098

営業損失(△) △6

経常損失(△) △8

四半期純利益 24
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