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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26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 ％

　26年３月期 13,975 △2.3 283 △47.0 363 △38.6 283 △21.2

　25年３月期 14,311 △2.5 534 4.0 591 10.6 359 △22.4

(注) 包括利益 26年３月期 296 百万円 (△22.1％) 25年３月期 380 百万円 (△16.8％)
　

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 ％ ％ ％

26年３月期 20.98 － 9.6 4.2 2.0

25年３月期 26.61 － 12.7 6.9 3.7

(参考) 持分法投資損益 26年３月期 －百万円 25年３月期 △25百万円
　

（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

26年３月期 8,758 2,940 32.9 213.35

25年３月期 8,730 3,089 34.7 △250.75

(参考) 自己資本 　26年３月期 2,878百万円 　25年３月期 3,027百万円
　

（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

　26年３月期 189 △242 △399 3,895

　25年３月期 1,462 △251 △49 4,343
　

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 ％ ％

25年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

26年３月期 － 0.00 － 4.00 4.00 53 19.1 △21.4

27年３月期(予想) － 0.00 － 4.00 4.00 25.7
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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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) 6,800 0.2 △100 － △105 － △125 － △9.26

通 期 15,000 7.3 300 6.0 290 △20.1 210 △25.8 15.56
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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) ： 無

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)
　

（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 ： 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 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

(注) 詳細は、決算短信(添付資料)18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」をご参照
下さい。
（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) 26年３月期 13,512,870 株 25年３月期 9,275,532 株

② 期末自己株式数 26年３月期 19,958 株 25年３月期 12,015 株

③ 期中平均株式数 26年３月期 13,498,257 株 25年３月期 9,263,659 株
　

(参考) 個別業績の概要

１．平成26年３月期の個別業績（平成25年４月１日～平成26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 ％

26年３月期 12,343 △5.7 △92 － 289 △74.3 335 △49.0

25年３月期 13,093 △4.5 374 11.0 1,128 182.6 657 58.3
　

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

26年３月期 24.85 －

25年３月期 48.73 －
　

（２）個別財政状態

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

26年３月期 7,845 2,584 32.2 186.96

25年３月期 7,650 2,554 32.6 △308.46

(参考) 自己資本 26年３月期 2,522百万円 25年３月期 2,492百万円
　

※ 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。

・平成25年10月１日付で普通株式およびＡ種優先株式につき20株を１株にする株式併合を行ったため、１株当たり当

期純利益、１株当たり純資産および発行済株式数（普通株式）については、前連結会計年度(前事業年度)の期首に当

該株式併合が行われたと仮定し算定しております。

・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。

決算短信 （宝印刷）  2014年05月13日 19時39分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）



種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。
　

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 － 0.00 － 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(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．上記「種類株式の配当の状況」は、平成25年10月１日を効力発生日として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ておりません。

３．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たため、同日の翌日以降、該当する株式

は存在いたしません。
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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

①当期の経営成績について

日本の音楽市場につきましては、平成25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実績は前年同期

比87％と減少し、また有料音楽配信売上実績も前年同期比77％(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、当連結会計年度の売上高は139億７千５百万円(前年度に比べ2.3％減)となりました。これは主

に、市販／配信事業において、アニメ関連作品は堅調に推移したものの、前年度好調でありましたゲームソフトの反動

による減収が大きかったこと、特販／通販事業において、厳しい事業環境を反映し、その他通販会社向け商品の売上が

減少したことなどによるものであります。

損益につきましても、市販／配信事業において、次世代のヒットアーティスト創出に向けた先行投資を積極的に実施

したこと、また、特販／通販事業において、新規顧客獲得のための積極的な販売促進活動を行ったことなどにより、営

業利益は２億８千３百万円(前年度は５億３千４百万円)となりました。また、営業外収益として、８千３百万円の未払

印税整理益を計上したことなどにより、経常利益は３億６千３百万円(前年度は５億９千１百万円)、当期純利益は２億

８千３百万円(前年度は３億５千９百万円)となり、５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〕

アニメ関連作品は堅調に推移したものの、大型作品の延期および前年度好調でありましたゲームソフトの反動による

減収が大きかったことなどにより、売上高は100億７千１百万円(前年度に比べ2.6％減)となりました。また、次世代の

ヒットアーティスト創出に向けた先行投資を積極的に実施したことなどにより、営業利益は13億１千８百万円(前年度は

13億５千万円)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、「島倉

千代子」の遺作となった歌手生活60周年記念曲シングル“からたちの小径”、「THE YELLOW MONKEY(ザ・イエローモンキ

ー)」のファン選曲ベストアルバム“イエモン－FAN'S BEST SELECTION－”、オリコンウィークリーチャートで初登場１

位を獲得した「Not yet(ノットイエット)」の第５弾シングル“ヒリヒリの花”、“THE IDOLM＠STER”シリーズ、“獣電戦

隊キョウリュウジャー”シリーズ、“烈車戦隊トッキュウジャー” シリーズ 、そして女の子に人気のキャラクター「ほ

っぺちゃん」を沢山作って遊べる、ニンテンドー3DSソフト“ほっぺちゃん つくって！あそんで！ぷにぷにタウン！！”

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〕

厳しい事業環境を反映し、その他通販会社向け商品の売上が減少したことなどにより、売上高は20億５千５百万円(前

年度に比べ12.4％減)となりました。損益につきましても、新規顧客獲得を目的とした積極的な販売促進活動を行ったこ

となどにより、営業利益は８億９千２百万円(前年度は10億９千６百万円)となりました。

　

〔その他〕

その他事業の売上高は海外子会社の増収などにより18億４千７百万円(前年度に比べ13.6％増)となり、営業利益は３

億４千８百万円(前年度は２億３千３百万円)となりました。

　

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最大の経営課題にしており、得意分野、および成長分

野への経営資源の集中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。このため、

平成26年１月に組織改革を行い、アーティストのキュレーション(Curation)および発信(Communication)力を強化するた

め、従来の「A&R本部」、「宣伝本部」および「新規事業統括部」を統合し、「A&C本部」として新設いたしました。これに

より、アーティストの育成強化と新曲のヒット創出に総力をあげて取り組んでまいります。これに伴い本部内には「ユ

ニット制」を導入し、独立採算制と柔軟な組織運営の両立を図ってまいります。

　また、当社は、変化する市場環境に対して迅速に対応し、高い競争力を有する効率的な営業体制を構築するため、平

成24年10月１日付で、新設分割の方法により、当社の市販事業における販売に関する事業などを、コロムビア・マーケ

ティング株式会社に承継させましたが、平成26年４月１日付で、当社の配信事業および特販／通販事業における販売に

関する事業についても、コロムビア・マーケティング株式会社に承継させる吸収分割を実施いたしました。この吸収分

割により、コロムビア・マーケティング株式会社に当社グループの全営業力を結集させ、マーケティングと販売のプロ
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フェッショナル集団として位置付けることにより、グループ全体のさらなる営業機能の効率化・高度化を進めてまいり

ます。

なお、筆頭株主である株式会社フェイスによる当社株式の公開買付けが成立したことにより、平成26年３月26日付で

当社は同社の連結子会社となりました。今後も、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。

当社は、不本意ながら、長期にわたり無配を続けておりましたが、全社一丸となり、収益力の向上と財務体質の改

善・強化に努め、復配を目指した結果、当期末はこれを実施することといたしました。

　

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～”、“演歌名曲コレクション19～満天の瞳(ほし)～”、

“しぐれの港”、“満天の瞳(ほし)”、“大利根ながれ月” 「氷川きよし」

“島倉千代子全曲集2013”、“からたちの小径” 「島倉千代子」

“ふるさとは今もかわらず”、“今きたよ” 「新沼謙治」

“THE IDOLM@STER”シリーズ

“獣電戦隊キョウリュウジャー”シリーズ

“烈車戦隊トッキュウジャー” 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)」

“IMMORAL WEDDING／Silent Carnival” 「フェロ☆メン」

“いないいないばあっ！”シリーズ

“2013 ポップ・ヒット・マーチ～風が吹いている～”

“2355／0655 ソングBest！”

“実用ベスト NHK－CD ラジオ体操 第1・第2／みんなの体操”

“くまモンとあそぼ！～えかきうた と あそびうた～”

“ふるさと ～日本のうた” 「幸田浩子」

“coba pure accordion” 「coba」

“ふる里の民踊 第53集”

“イエモン－FAN'S BEST SELECTION－” 「THE YELLOW MONKEY(ザ・イエローモンキー)」

“ヒリヒリの花” 「Not yet(ノットイエット)」

“夢破れて尚”、“最後の恋”、“生きている” 「松山千春」

“未来へのスパイラル”、“イチ、ニッ、サンでジャンプ” 「グッドモーニングアメリカ」

“ソランジュ” 、“ニライカナイ” 「上間綾乃」

“トートロジー”、“バンド・デシネ” 「ドレスコーズ」

“NEVERLAND” 「Czecho No Republic (チェコ・ノー・リパブリック)」

“Believe in Yourself!” 「palet(パレット)」

　

＜映像ソフト＞

“氷川きよしスペシャルコンサート2013 きよしこの夜Vol.13”、“満天の瞳(ほし)”

「氷川きよし」

“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

“げんきげんきノンタン スプーン たんたんたん”
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＜音楽配信＞

“ヒリヒリの花” 「Not yet(ノットイエット)」

“Butterfly” 「木村カエラ」

“ハナミズキ” 「一青窈」

“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)」

“獣電戦隊キョウリュウジャー”シリーズ

　

＜ゲームソフト＞

ニンテンドー3DS

“ほっぺちゃん つくって！あそんで！ぷにぷにタウン！！”

“こびとづかん こびとの不思議 実験セット”

　

〔特販／通販事業〕

“演歌の花道”

“美空ひばり カバーソングコレクション”

“唄は世につれ 昭和歌謡 黄金時代”

　

〔その他〕

株式会社よしもとアール・アンド・シー

“タカラモノ”、“be foolish///” 、“摩訶不思議 Lady imagination” 「ぽこた」

“SINGLE COLLECTION” 「YU-A」

　

株式会社ワードレコーズ

““スウィート・サマー・サン”ストーンズ・ライヴ・イン・ロンドン・ハイド・パーク2013”

　 「ザ・ローリング・ストーンズ」

　

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」

　

株式会社オーマガトキ

“全力ジャンプ！” 「HR(エイチアール)」

②次期の見通し

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最大の経営課題にしており、得意分野、および成長分

野への積極的な投資を今後も継続して実施してまいります。新規事業への積極的な投資を継続するため、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３億円、経常利益２億９千万円、当期純利益２億１千万円を予

想しております。
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（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　主な増減としては、資産の部では、受取手形及び売掛金が５億８百万円増加し、現金及び預金が４億６千５百万円減

少しました。負債の部では、退職給付会計基準等の変更により退職給付に係る負債が８億７千７百万円増加し、退職給

付引当金が６億９千５百万円減少いたしました。純資産は、当期純利益を計上いたしましたが、資本剰余金が３億円減

少したことなどにより１億４千８百万円減少し、29億４千万円となりました。

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１億８千９百万円(前連結会計年度は14億６千２百万円の資

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３億３千８百万円、未払印税２億７千１百万円の増

加などにより資金が増加し、売上債権４億８千７百万円の増加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２億４千２百万円(前連結会計年度は２億５千１百万円の資

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３億９千９百万円(前連結会計年度は４千９百万円の資金の

減少)となりました。

　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４億４千７百万円減

少(前連結会計年度末は11億６千５百万円の増加)し、38億９千５百万円(前連結会計年度末は43億４千３百万円)となり

ました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

　

平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率(％) 31.8 34.7 32.9

時価ベースの自己資本比率
(％)

68.9 84.9 110.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

178.0 57.0 392.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

77.3 107.1 21.7

　※ 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。
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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。

当社は、普通株式につきましては、不本意ながら、長期にわたり無配となり、株主の皆様には大変ご迷惑をおかけし

てまいりましたが、全社一丸となり、収益力の向上と財務体質の改善・強化に努め、復配を目指した結果、当期末はこ

れを実施することといたしました。なお、当社では、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰

余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。当期につきましては、平成26年５月14日開催の取締役会

において、当期末配当として普通株式１株当たり4.00円の配当を実施する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、期末配当として普通株式

１株当たり4.00円の配当を見込んでおります。

（４）事業等のリスク

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。

①経済状況および市場環境

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。

②音楽作品・アーティスト

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。

③業績計画

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

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。
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④再販売価格維持制度・還流防止措置

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。

⑤返品

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。

⑥著作権

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。

⑦年金制度

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が、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。

⑧個人情報の流出

個人情報の保護に関して、社内体制の整備と社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。

⑨事業整理

当社グループ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当社グループの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。
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２．企業集団の状況

当社の企業集団は、平成26年５月14日現在、当社および子会社６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26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

株式会社オーマガトキ

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26年５月14日現在）】
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

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

け新規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。

■エンタテインメント事業における新規事業の拡大

■ヒットアーティストの創出

■既存ビジネスにおける継続的な収益性の向上

　

（２）目標とする経営指標

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、エンタテイ

ンメント分野の拡充による業容の拡大、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最優先の目標としてお

ります。

（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会社の対処すべき課題

　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最大の経営課題にしており、今後も継続して得意分野、

成長分野へ経営資源を集中投下してまいります。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、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、新たな音楽の流通形態への事業展開を

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。

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15年目を迎えた「氷川きよし」は、第55回日本レコード大賞で“満天の瞳(ほし)”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、高く評価

される作品をリリースしてまいります。また、昭和を代表する歌手「島倉千代子」による “島倉千代子全曲集2013”が

大変なご好評をいただくことができました。引き続き、企画商品の充実等に取り組んでまいります。「舟木一夫」、「都は

るみ」、「大川栄策」、「細川たかし」、「冠二郎」、「八代亜紀」、「新沼謙治」、「クミコ」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」、「山崎ていじ」、若手の「走裕介」、「三代目コロムビア・ロー

ズ野村未奈」、「出光仁美」、「伊藤美裕」、「ジェニファー」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、音楽文化・カラオケ文化のより一層の普及・向上を目指すべく開校した「コロムビア歌謡アカデミー」な

どの新たな取り組みにより、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。

フィットネスシリーズなどの映像作品や「幸田浩子」、「coba」、「高嶋ちさ子」、「上妻宏光」などの実績のあるアーティ

ストの作品が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、沖縄が育んだ歌手「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

なステップアップによるアーティストロースターの充実、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、および、アーティスト活動と連動したライブ・コンサートの企画、主催、運営などに取り組んでま

いります。また、初心者から音大受験生まで、お客様のニーズにあったオーダーメイドのレッスンを、一流講師陣によ
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って実現するクラシック音楽教室「コロムビア音楽教室」を開校し、音楽を様々な形で伝える機会を提供してまいりま

す。

アニメ部門：

“THE IDOLM@STER”シリーズ、スーパー戦隊シリーズが大変なご好評をいただいております。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38作品目の作品である“烈車戦隊トッキュウジャー”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、“トリコ”、“デート・ア・ライブ”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：

平成25年度(第68回)文化庁芸術祭賞において、“二世 豊竹古靱太夫(山城少掾)伊賀越道中双六 岡崎の段 未復刻名演

集”でレコード部門大賞を受賞いたしました。今後も、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。

J-POP部門：

「松山千春」、「clammbon(クラムボン)」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(ニキー)」、「グッドモーニングアメリカ」、「Czecho No Republic」などの新しいアーティストの育成の他、

「Fear, and Loathing in Las Vegas」などの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、

「Palet」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：

“ほっぺちゃん つくって！あそんで！ぷにぷにタウン！！”、“こびとづかん こびとの不思議 実験セット”がご好

評をいただき、今もなお根強い人気を誇っております。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マシン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：

親会社である株式会社フェイスと共同開発した「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により、効率的に事業を展開しております。さらに他のレコード会社と同システムを

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の拡大を目指す他、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25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,374 3,909

受取手形及び売掛金 1,818 2,326

商品及び製品 456 425

仕掛品 350 431

原材料及び貯蔵品 56 56

繰延税金資産 131 109

前渡金 274 263

前払費用 220 248

その他 218 178

貸倒引当金 △7 △9

流動資産合計 7,892 7,940

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 481 481

減価償却累計額 △291 △364

建物及び構築物（純額） 190 116

機械及び装置 0 6

減価償却累計額 △0 △0

機械及び装置（純額） 0 6

工具、器具及び備品 27 49

減価償却累計額 △10 △17

工具、器具及び備品（純額） 17 32

土地 0 0

リース資産 954 902

減価償却累計額 △847 △827

リース資産（純額） 107 74

有形固定資産合計 316 230

無形固定資産

のれん － 17

リース資産 16 11

ソフトウエア 94 113

その他 78 119

無形固定資産合計 188 262

投資その他の資産

投資有価証券 52 52

繰延税金資産 2 2

長期前払費用 3 3

長期未収入金 358 120

その他 428 442

貸倒引当金 △512 △296

投資その他の資産合計 332 324

固定資産合計 837 818

資産合計 8,730 8,758
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 908 1,040

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 44

未払金 718 611

未払費用 289 245

未払印税 1,519 1,720

未払法人税等 70 32

返品調整引当金 155 140

その他 455 371

流動負債合計 4,744 4,776

固定負債

長期借入金 75 95

リース債務 68 24

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 695 －

退職給付に係る負債 － 877

資産除去債務 30 30

その他 27 12

固定負債合計 896 1,040

負債合計 5,641 5,817

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 1,722

自己株式 △24 △29

株主資本合計 3,272 3,250

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1 1

為替換算調整勘定 △246 △233

退職給付に係る調整累計額 － △139

その他の包括利益累計額合計 △245 △372

新株予約権 61 61

純資産合計 3,089 2,940

負債純資産合計 8,730 8,758
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 ※1 14,311 ※1 13,975

売上原価 ※1, ※2 8,208 ※1, ※2 7,893

売上総利益 6,102 6,081

販売費及び一般管理費

販売費 ※3 2,531 ※3 2,620

一般管理費 ※4 3,036 ※4 3,178

販売費及び一般管理費合計 5,568 5,798

営業利益 534 283

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 0 0

未払印税整理益 99 83

受取手数料 5 5

その他 6 5

営業外収益合計 113 95

営業外費用

支払利息 13 8

持分法による投資損失 25 －

貸倒引当金繰入額 1 3

為替差損 0 2

雑損失 15 －

その他 0 0

営業外費用合計 56 15

経常利益 591 363

特別利益

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 － 0

新株予約権戻入益 1 －

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産売却損 － 2

減損損失 ※5 104 －

固定資産除却損 ※6 9 0

公開買付対応費用 － 12

社葬関連費用 － 9

特別損失合計 113 24

税金等調整前当期純利益 479 338

法人税、住民税及び事業税 121 77

過年度法人税等 － △43

法人税等調整額 △1 20

法人税等合計 120 55

少数株主損益調整前当期純利益 359 283

当期純利益 359 283
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 359 283

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 △0

為替換算調整勘定 19 12

その他の包括利益合計 ※ 20 ※ 12

包括利益 380 296

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 380 296

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

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,000 2,187 △249 △23 2,913

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 －

当期純利益 　 　 359 　 359

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0

欠損填補 　 △1,330 1,330 　 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　

当期変動額合計 － △1,330 1,689 △0 359

当期末残高 1,000 857 1,439 △24 3,272

　

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △0 △266 － △266 63 2,710

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 －

当期純利益 　 　 　 　 359

自己株式の取得 　 　 　 　 △0

欠損填補 　 　 　 　 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
1 19 － 20 △1 19

当期変動額合計 1 19 － 20 △1 378

当期末残高 1 △246 － △245 61 3,089
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,000 857 1,439 △24 3,272

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 △300 △300

当期純利益 　 　 283 　 283

自己株式の取得 　 　 　 △5 △5

欠損填補 　 　 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　

当期変動額合計 － △300 283 △5 △22

当期末残高 1,000 557 1,722 △29 3,250

　

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1 △246 － △245 61 3,089

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 △300

当期純利益 　 　 　 　 283

自己株式の取得 　 　 　 　 △5

欠損填補 　 　 　 　 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
△0 12 △139 △126 － △126

当期変動額合計 △0 12 △139 △126 － △148

当期末残高 1 △233 △139 △372 61 2,940
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 479 338

減価償却費 88 97

減損損失 104 －

のれん償却額 － 2

長期前払費用償却額 55 53

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） △142 △695

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 738

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 13 8

未払印税整理益 △99 △83

持分法による投資損益（△は益） 25 －

売上債権の増減額（△は増加） 531 △487

たな卸資産の増減額（△は増加） 146 △33

仕入債務の増減額（△は減少） △120 130

未払金の増減額（△は減少） 94 △127

未払費用の増減額（△は減少） 53 △46

未払印税の増減額（△は減少） 91 271

その他 315 43

小計 1,628 229

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △13 △8

法人税等の支払額 △154 △163

法人税等の還付額 － 130

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,462 189

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） 33 20

有形固定資産の取得による支出 △27 △29

無形固定資産の取得による支出 △57 △69

長期前払費用の取得による支出 △63 △40

貸付けによる支出 △9 －

貸付金の回収による収入 16 11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

－ △14

その他 △142 △118

投資活動によるキャッシュ・フロー △251 △242

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 150 100

長期借入金の返済による支出 △100 △84

配当金の支払額 － △300

リース債務の返済による支出 △46 △50

その他 △52 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △49 △399

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,165 △447

現金及び現金同等物の期首残高 3,178 4,343

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,343 ※ 3,895
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（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)

　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 ６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)、(株)オーマガトキ

(株)オーマガトキについては、平成25年10月１日に全株式を取得したことにより、当

連結会計年度から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。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

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。
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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。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法

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。

過去勤務費用は、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。

(5) 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。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

５年間の定額法により償却しております。

(7) 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。

(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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(会計方針の変更)

(退職給付に係る会計処理方法の変更)

「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。以下「退職給付会計基準」という。)及

び「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。以下「退職給付適

用指針」という。)を、当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針

第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として

計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の未処理額を退職

給付に係る負債に計上いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結

会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減してお

ります。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が877百万円計上されております。また、その他の包

括利益累計額が139百万円減少しております。

なお、１株当たり情報に与える影響は(１株当たり情報)に記載しております。

(未適用の会計基準等)

・「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

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。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「貸倒引当金繰入額」及び「為替差

損」は、営業外費用の総額の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いたしました。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「その他」に表示しておりました2百万円

は、「貸倒引当金繰入額」1百万円、「為替差損」0百万円及び「その他」0百万円として組み替えております。
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(連結貸借対照表関係)

※１ 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、前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、連結会計年度末残高に含

まれております。

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

受取手形 0百万円 ―百万円

※２ 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。

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

建物の本社内装設備
(建物及び構築物)

71百万円 37百万円

(連結損益計算書関係)

※１ 売上高及び売上原価には下記が含まれております。

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

返品調整引当金繰入額 150百万円 140百万円

　 〃 戻入額 △150 〃 △150 〃

計 0百万円 △10百万円

※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

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

売上原価 56百万円 13百万円

※３ 販売費の主な内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

広告宣伝費 1,022百万円 1,128百万円

運賃荷造費 410　〃 419　〃

販売増進費 1,079　〃 1,052　〃

貸倒引当金繰入額 13　〃 17　〃

その他 5　〃 1　〃

計 2,531百万円 2,620百万円

※４ 一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

従業員給与・手当 1,725百万円 1,693百万円

退職給付費用 △13 〃 120 〃

その他 1,324 〃 1,364 〃

計 3,036百万円 3,178百万円
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※５ 減損損失

　 (前連結会計年度)

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いたしました。

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

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最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。米国会計基準に準拠して、簿価を回収できる可能性が低いと判断した上記の米国子会社の原

盤権について、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、当該原盤権の公正価値は、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。

(連結包括利益計算書関係)

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 2百万円 △0百万円

組替調整額 ― 〃 ― 〃

税効果調整前 2百万円 △0百万円

税効果額 △0 〃 0 〃

その他有価証券評価差額金 1百万円 △0百万円

為替換算調整勘定

当期発生額 19百万円 12百万円

その他の包括利益合計 20百万円 12百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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

(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

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

(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。

４ 配当に関する事項

　 (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

決議 株式の種類 配当原資
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 資本剰余金 300 3.90 平成25年３月31日 平成25年６月28日
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26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 4,237,338 176,235,119 13,512,870

Ａ種優先株式(株) 76,924,000 ― 76,924,000 ―

合計(株) 262,434,651 4,237,338 253,159,119 13,512,870

(変動事由の概要)

Ａ種優先株式の一斉取得の対価とする交付による普通株式の増加 4,237,338株

株式併合による普通株式の減少 176,235,119株

株式併合およびＡ種優先株式の消却によるＡ種優先株式の減少 76,924,000株

　

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) 240,314 19,423 239,779 19,958

(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 19,423株

株式併合による普通株式の減少 239,779株

　

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21年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 570 ― ― 570 14

合計 1,600 ― ― 1,600 61

　

４ 配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額等

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

　 (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

決議 株式の種類 配当原資
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26年５月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 53 4.00 平成26年３月31日 平成26年６月10日

　

　

決算短信 （宝印刷）  2014年05月13日 19時39分 27ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日本コロムビア株式会社(6791) 平成26年３月期 決算短信

25

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 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

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

現金及び預金勘定 4,374百万円 3,909百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△31 〃 △13 〃

現金及び現金同等物 4,343百万円 3,895百万円

　

　

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

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。
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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24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(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

(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25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(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 10,071 2,055 12,127 1,847 13,975

セグメント間の内部売上高
又は振替高

149 19 169 127 297

計 10,221 2,075 12,297 1,975 14,272

セグメント利益 1,318 892 2,211 348 2,560

その他の項目

　減価償却費 31 0 31 23 55

(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。
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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)

(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 12,842 12,297

「その他」の区分の売上高 1,750 1,975

セグメント間取引消去 △280 △297

連結財務諸表の売上高 14,311 13,975

(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 2,447 2,211

「その他」の区分の利益 233 348

セグメント間取引消去 0 △43

のれんの償却額 ― △2

全社費用(注) △ 2,146 △2,231

連結財務諸表の営業利益 534 283

(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)

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 32 31 19 23 36 41 88 97

減損損失 ― ― 104 ― ― ― 104 ―
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(関連情報)

前連結会計年度(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

(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

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26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

(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. 1,972 市販／配信

(株)星光堂 1,652 市販／配信
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(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)

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(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

(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。

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26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のれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

前連結会計年度(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。

　

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 調整額
連結財務諸表計

上額市販／配信 特販／通販 計

当期償却額 ― ― ― 2 ― 2

当期末残高 ― ― ― 17 ― 17

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

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。

項目
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 △250.75円 213.35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) 3,089 2,940

普通株式に係る純資産額(百万円) △2,322 2,878

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 －

　Ａ種優先株式の累積未払配当金相当額 300 －

　新株予約権 61 61

普通株式の発行済株式数(千株) 9,275 13,512

普通株式の自己株式数(千株) 12 19

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)
9,263 13,492

項目
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益 26.61円 20.98円

　(算定上の基礎)

当期純利益(百万円) 359 283

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) 359 283

普通株式期中平均株式数(千株)

　普通株式 9,263 13,498

　Ａ種優先株式(普通株式転換後) 4,237 －

　 合計 13,500 13,498

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
(14種類、 2,730個)
普通株式 136千株

新株予約権
(13種類、 2,700個)
普通株式 135千株

(注) １ 平成25年10月１日付で普通株式およびＡ種優先株式につき20株を１株とする株式併合を行ったため、前連

結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益を

算定しております。

２ 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。

３ (会計方針の変更)に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取扱いに従っております。

この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、10.32円減少しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

役員の異動

代表取締役の異動（追加選任）

氏名 新役職名 旧役職名 異動日

吉田 眞市 代表取締役副社長 社外取締役 平成26年１月１日
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