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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年９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 ％

27年３月期第２四半期 78,729 1.1 1,779 △66.4 1,903 △66.0 476 △91.1

26年３月期第２四半期 77,858 17.4 5,289 △24.9 5,596 △13.0 5,325 66.4
(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 △1,031百万円( －％) 26年３月期第２四半期 3,039百万円(△20.9％)
　

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

27年３月期第２四半期 11.47 11.37

26年３月期第２四半期 126.83 124.57
　
　

（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 ％

27年３月期第２四半期 106,366 48,103 41.8

26年３月期 114,390 53,347 42.4
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 44,423百万円 26年３月期 48,499百万円
　　　

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

26年３月期 － 35.00 － 25.00 60.00

27年３月期 － 25.00

27年３月期(予想) － 25.00 50.00

(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、対前期増減率)

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

通期 165,000 5.1 8,200 △21.4 8,400 △25.7 3,800 △44.0 91.77
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規 ― 社（社名） 、除外 １社（社名） Avex China Co.,Ltd.
　

（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 ： 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
　

（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) 27年３月期２Ｑ 45,000,000株 26年３月期 45,000,000株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 3,727,696株 26年３月期 2,834,946株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 41,538,884株 26年３月期２Ｑ 41,988,608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財務諸表のレビュー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
(1)平成26年５月８日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正しております。
(2)業績予想につきましては、当社が判断しう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ことをご理解ください。なお、上記業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】
２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(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。
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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

(単位：百万円)

第２四半期連結累計期間
実績

平成23年
３月期

平成24年
３月期

平成25年
３月期

平成26年
３月期

平成27年
３月期

売上高 59,506 52,796 66,299 77,858 78,729

　売上原価 37,026 31,850 42,750 53,723 56,686

売上総利益 22,479 20,945 23,548 24,135 22,042

　 売上総利益率 37.8％ 39.7％ 35.5％ 31.0％ 28.0％

　 人件費 4,646 6,217 6,345 6,644 5,713

　 販促宣伝費 5,423 4,651 4,562 5,524 4,914

　 一般経費 5,424 4,682 5,594 6,676 9,635

　販管費合計 15,494 15,551 16,502 18,845 20,263

営業利益 6,984 5,394 7,045 5,289 1,779

　 営業利益率 11.7％ 10.2％ 10.6％ 6.8％ 2.3％

　
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き緩やかな回復基調が続いているものの、個人消費に

ついては持ち直しの動きに足踏みがみられます。また、先行きについては、当面弱さが残るものの緩やかに回復し

ていくことが期待されます。

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、音楽ビデオを含む音楽ソフトの生産金額が

前年同期比5.5％減(平成26年１月～９月。一般社団法人日本レコード協会調べ)、ビデオソフト全体の売上金額が前

年同期比7.8％減(平成26年１月～９月。一般社団法人日本映像ソフト協会調べ)となりました。また、エンタテイン

メントを楽しむ環境としましては、デジタルの領域では平成26年９月末時点でスマートフォンの契約数が前年同月

末比1,233万件増の6,248万件となったことで、携帯電話端末契約数に占める割合が前年同月末比8.1ポイント増の

50.3％(株式会社MM総研調べ)となりました。一方で、リアルの領域ではライヴ・エンタテインメントの市場規模が

前年同期比11.7％増(平成26年１月～６月。一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ)となりました。

このような事業環境の下、当社グループは、ヒットコンテンツの創出に向けて、マーケットの変化に迅速に対応

できる組織体制に再編するとともに、デジタル・プラットフォーム及びライヴ・プラットフォームの更なる拡大に

取り組んでおります。

この結果、当第２四半期連結累計期間につきましては、売上高は787億29百万円(前年同期比1.1％増)となったも

のの、本社ビルの建替え決議に伴う減価償却費の増加等により、営業利益は17億79百万円(同66.4％減)、営業利益

の減少に加え、前年同期には投資有価証券の売却による特別利益の計上があったこと等により、四半期純利益は４

億76百万円(同91.1％減)となりました。

　
（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて80億23百万円減少し、1,063億66百万

円となりました。これは主に、流動資産その他が23億78百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が45億77百万

円、投資有価証券が28億95百万円及び現金及び預金が18億11百万円減少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27億79百万円減少し、582億63百万円となりました。これは主に、未払金が19

億32百万円増加したものの、未払法人税等が15億85百万円、賞与引当金が12億84百万円及び支払手形及び買掛金が

６億69百万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52億44百万円減少し、481億３百万円となりました。これは主に、自己株式

が16億22百万円増加(純資産は減少)、少数株主持分が12億92百万円及びその他有価証券評価差額金が18億89百万円

減少したことによるものであります。

　
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向等を踏まえ、平成26年５月８日に公表いたしました平成27年３月期通期の連結業績予想を修正し

ております。

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

Avex China Co.,Ltd.は、当第２四半期連結会計期間において清算結了したため、連結子会社には含めておりま
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

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の変更)

「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、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

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率

決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支

払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしまし

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、第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に

加減しております。

　この結果、第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が24百万円減少し、利益剰余金が16百万円

増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ26百万円減少しております。
　

(「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」の適用)

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平

成25年12月25日)を第１四半期連結会計期間より適用しておりますが、当実務対応報告適用初年度の期首より

前に締結された信託契約に係る会計処理につきましては従来採用していた方法により会計処理を行っておりま

す。

これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　
（４）追加情報

(従業員持株会信託型ESOPの会計処理について)

(1) 取引の概要

当社は、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」(以下、「ESOP信託口」)を平成22年

９月に導入しております。

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ESOP信託口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、信託の設定後約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四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書及び四半期連結包括利益計算書に含めて計上しております。

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平

成25年12月25日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

① 信託における帳簿価額は前連結会計年度39百万円、当第２四半期連結会計期間22百万円であります。

なお、信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。

② 期末株式数は前第２四半期連結累計期間49千株、当第２四半期連結累計期間20千株であり、期中平均株式

数は、前第２四半期連結累計期間55千株、当第２四半期連結累計期間29千株であります。期末株式数及び期

中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,757 16,945

受取手形及び売掛金 19,945 15,367

商品及び製品 1,166 1,185

番組及び仕掛品 8,464 5,985

原材料及び貯蔵品 344 574

その他 11,759 14,137

貸倒引当金 △324 △325

流動資産合計 60,112 53,871

固定資産

有形固定資産

土地 29,770 29,770

その他（純額） 4,622 3,416

有形固定資産合計 34,392 33,186

無形固定資産 4,876 5,029

投資その他の資産

投資有価証券 12,702 9,806

その他 2,610 4,755

貸倒引当金 △304 △282

投資その他の資産合計 15,008 14,279

固定資産合計 54,277 52,495

資産合計 114,390 106,366

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,986 1,317

短期借入金 8,500 8,500

1年内返済予定の長期借入金 754 250

1年内償還予定の社債 360 360

未払金 20,932 22,864

未払法人税等 3,308 1,722

賞与引当金 1,785 501

返品引当金 3,985 3,932

建替関連費用引当金 500 73

引当金 124 92

その他 13,486 13,606

流動負債合計 55,723 53,221

固定負債

社債 1,080 900

長期借入金 625 500

退職給付に係る負債 1,734 1,852

その他 1,879 1,788

固定負債合計 5,318 5,041

負債合計 61,042 58,263
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

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 39,326 38,688

自己株式 △4,596 △6,218

株主資本合計 43,961 41,700

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,070 3,181

繰延ヘッジ損益 2 62

為替換算調整勘定 △202 △255

退職給付に係る調整累計額 △332 △264

その他の包括利益累計額合計 4,538 2,723

新株予約権 656 780

少数株主持分 4,191 2,899

純資産合計 53,347 48,103

負債純資産合計 114,390 106,366
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 77,858 78,729

売上原価 53,723 56,686

売上総利益 24,135 22,042

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 4,519 4,014

販売促進費 1,005 899

従業員給料及び賞与 3,476 3,219

賞与引当金繰入額 897 501

退職給付費用 227 212

その他 8,719 11,416

販売費及び一般管理費合計 18,845 20,263

営業利益 5,289 1,779

営業外収益

受取利息 9 2

受取配当金 15 17

持分法による投資利益 321 107

未払印税整理益 3 59

その他 140 73

営業外収益合計 491 260

営業外費用

支払利息 84 38

為替差損 61 61

その他 37 36

営業外費用合計 183 136

経常利益 5,596 1,903

特別利益

投資有価証券売却益 4,565 85

特別利益合計 4,565 85

特別損失

減損損失 216 －

固定資産除却損 － 12

特別損失合計 216 12

税金等調整前四半期純利益 9,946 1,976

法人税、住民税及び事業税 3,551 1,604

法人税等調整額 845 △412

法人税等合計 4,397 1,191

少数株主損益調整前四半期純利益 5,549 785

少数株主利益 224 309

四半期純利益 5,325 476
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,549 785

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,482 △1,889

繰延ヘッジ損益 △21 57

為替換算調整勘定 △32 6

退職給付に係る調整額 － △3

持分法適用会社に対する持分相当額 25 11

その他の包括利益合計 △2,510 △1,816

四半期包括利益 3,039 △1,031

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,815 △1,337

少数株主に係る四半期包括利益 223 306
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（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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、平成26年５月８日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、平成26年５月20日から

平成26年５月23日までの期間に信託方式による市場買付により普通株式1,000,000株を取得いたしました。

この結果、自己株式は、当第２四半期連結累計期間において1,622百万円増加し、当第２四半期連結会計期間

末において6,218百万円となっております。

（重要な後発事象）

(当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与)

平成23年６月26日開催の定時株主総会において決議いたしました当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役

を除く)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について、平成26年９月29日開催の取

締役会決議に基づき、下記のとおり付与いたしました。

１ 新株予約権の割当日 平成26年10月17日

２ 新株予約権割当対象者 当社取締役４名(1,051個)

３ 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 105,100株

４ 発行する新株予約権の総数 1,051個(新株予約権１個当たりの目的となる

株式数100株)

５ 新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり128,200円

(金銭の払込みに代えて割当対象者が当社に対

して有する報酬債権と相殺する)

６ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり100円

７ 新株予約権の行使の条件 権利行使時において当社の取締役の地位を有

していることを要する

８ 新株予約権の権利行使期間 平成29年10月18日から平成36年９月30日まで

　
(当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の付与)

平成26年６月24日開催の定時株主総会において決議いたしました当社従業員並びに当社子会社取締役及び従

業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について、平成26年９月29日開催の取締役会決議に基

づき、下記のとおり付与いたしました。

１ 新株予約権の割当日 平成26年10月17日

２ 新株予約権割当対象者 当社従業員54名(1,680個)、子会社取締役５名

(350個)、子会社従業員118名(2,620個)

３ 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 465,000株

４ 発行する新株予約権の総数 4,650個(新株予約権１個当たりの目的となる

株式数100株)

５ 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要し

ない

６ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり177,300円

７ 新株予約権の行使の条件 権利行使時において当社従業員又は当社子会

社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位

を有していることを要する

８ 新株予約権の権利行使期間 平成28年10月18日から平成31年10月17日まで
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