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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 4,510 41.8 401 58.6 401 59.6 274 54.3

2020年３月期第３四半期 3,181 － 252 － 251 － 177 －
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 274百万円( 55.5％) 2020年３月期第３四半期 176百万円( －％)
　

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

2021年３月期第３四半期 29.72 27.74

2020年３月期第３四半期 21.93 －
　

(注) １. 当社は、2020年１月15日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行い、また、2021年２月１日付で
普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
たと仮定して「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」を算定しておりま
す。

２．2020年３月期第３四半期の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、新株予約権の残高があり
ますが、当該時点で当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

３．2019年３月期第３四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年３月期第３四半期の
対前年同四半期増減率を記載しておりません。

　

（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 ％

2021年３月期第３四半期 5,384 2,395 44.5

2020年３月期 4,246 2,120 49.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 2,395百万円 2020年３月期 2,120百万円
　　　

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

2020年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00
2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 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
　　　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 6,000 38.1 500 63.6 500 69.4 300 56.7 32.48
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　連結業績予想の修正については、本日（2021年２月10日）公表いたしました「2021年３月期通期連結業績予想
　の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

　　



※ 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 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事
　 項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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) 2021年３月期３Ｑ 9,237,000株 2020年３月期 9,237,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ －株 2020年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 9,237,000株 2020年３月期３Ｑ 8,112,000株

　
（注）当社は、2020年１月15日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行い、また、2021年２月１日付で
　 普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
　 たと仮定し、「期末発行済株式数」「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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、当社グループ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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、
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３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。

（決算補足説明資料及び説明動画の入手方法）
　決算補足説明資料は2021年２月10日（水）にTDnetにて開示するとともに当社ウェブサイトに掲載いたします。
　また、決算説明動画を後日当社ウェブサイトに掲載する予定であります。
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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

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により個人消費や企業活動

が制限されましたが、経済活動の再開に伴い持ち直しの動きは見えるものの、新型コロナウイルスの感染が再拡大し

ており、依然として先行きの不透明な状況が続いております。

　このような情勢の下、当社グループが事業を展開する音楽関連市場は、一般社団法人日本レコード協会の調べによ

りますと、音楽ソフト（音楽ビデオ含む）の生産金額が前年同期比85％（2020年１月～12月）と減少した一方で、有

料音楽配信売上実績では、前年同期比110％（2020年１月～９月）となりました。定額制音楽配信サービスや動画配信

サービス等のストリーミング配信市場の拡大傾向が継続しつつ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因するラ

イブ・コンサートの自粛・延期等、その動向に留意すべき状況が続きました。

　このような情勢において、当社グループは、「権利者に選ばれ、利用者から支持される著作権管理事業者とな

る。」という経営理念の下、営業活動の強化による新規取引先の獲得、既存取引先における取引範囲拡大による取引

金額の増加、著作権等管理事業のシステム化促進による業務の効率化・安定化、コロナ禍における新たなサービスの

開発提供に取り組んでまいりました。

　また、当社が展開する「著作権等管理事業（著作権管理業務及びデジタルコンテンツディストリビューション業

務）」「キャスティング事業」の各部門間での情報共有・営業連携を加速させ、管理楽曲・取扱原盤の利用を促進す

る等、当社取引先に最適なソリューションを提供し続けることにより、持続的な成長を目指してまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績としましては、売上高4,510,756千円(前年同期比141.8％）、営

業利益401,298千円（前年同期比158.6％）、経常利益401,802千円（前年同期比159.6％）、親会社株主に帰属する四

半期純利益274,481千円（前年同期比154.3％）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

① 著作権等管理事業

当第３四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けたCD/映像ソフトの発売延期や、

イベントにおける録音物利用の減少などの状況は発生しましたが、大型タイトルのリリースなどにより録音にかか

る著作権使用料徴収額は順調に推移しました。また、ストリーミング音楽配信市場の拡大と動画配信サービス市場

の伸長に加えて、管理楽曲・取扱原盤の獲得が進んだことにより、著作権使用料徴収合計額及びデジタルコンテン

ツディストリビューション業務の売上は好調を維持し、その結果、売上高は3,902,015千円（前年同期比143.8％）、

営業利益は756,021千円（前年同期比149.5％）となりました。

② キャスティング事業

　 2020年５月の緊急事態宣言の全面解除を受けて、一定のガイドラインを設けた上での映画館やイベント会場の利

用が促進されました。当事業においては、以前より取扱いを行ってまいりましたライブビューイング・協賛コーデ

ィネート等の業務に加え、コロナ禍における新たなエンタテインメントサービスをサポートすべく、有観客・無観

客ライブやドライブインコンサートにおける映像配信、生ライブ配信サービスにおける権利処理コンサルティング

等を開始しております。当第３四半期連結累計期間においては、人気コンテンツのライブビューイングの再開や、

著名アーティストの有観客・無観客でのライブ配信コーディネートが奏効し、その結果、売上高は542,540千円（前

年同期比139.8％）となったものの、サービス構成の変化等により営業利益は37,181千円（前年同期比83.7％）とな

りました。
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（２）財政状態に関する説明

　（資産）

当第３四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1,137,571千円増加し、5,384,462

千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加609,248千円、受取手形及び売掛金の増加433,138千円、固

定資産の増加73,781千円によるものであります。

現金及び預金の増加は、著作権等管理事業における徴収額が好調に推移したことによるものであり、固定資産

の増加は、オフィスの増床に伴う什器備品の購入や著作権管理業務で利用しているシステムの継続的な開発、デ

ジタルコンテンツディストリビューション業務で利用しているシステムのリプレイスによるものであります。受

取手形及び売掛金の増加は、主にキャスティング事業において、2020年12月に実施したライブ配信コーディネー

トによるものであります。

　（負債）

当第３四半期連結会計期間末における総負債は、前連結会計年度末に比べて863,089千円増加し、2,989,158千

円となりました。これは主に未払金の増加495,069千円、支払手形及び買掛金の増加466,533千円、未払法人税等

の減少46,725千円によるものであります。

未払金の増加は、主に著作権管理業務における徴収額の増加に伴い、権利者への分配額が増加したことによる

ものであります。他方で、支払手形及び買掛金の増加は、主にキャスティング事業において、2020年12月に実施

したライブ配信コーディネートに伴い、権利元であるプロダクションへのロイヤリティ分配が増加したことによ

るものであります。

　（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて274,481千円増加し、2,395,303千

円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加274,481千円によるも

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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績及び今後の見通しを検討した結果、

2020年５月15日付「2020年３月期決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想を変更しております。詳細は本

日公表の「2021年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,313,113 3,922,362

受取手形及び売掛金 175,688 608,826

前渡金 82,522 35,930

その他 59,590 127,585

流動資産合計 3,630,914 4,694,704

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,221 4,779

工具、器具及び備品（純額） 12,850 24,430

有形固定資産合計 21,071 29,209

無形固定資産

のれん 93,992 81,907

ソフトウエア 329,391 455,315

その他 52,804 8,843

無形固定資産合計 476,188 546,067

投資その他の資産

繰延税金資産 41,159 43,329

その他 77,557 71,151

投資その他の資産合計 118,717 114,481

固定資産合計 615,977 689,758

資産合計 4,246,891 5,384,462
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 505,509 972,042

未払金 1,112,756 1,607,826

未払法人税等 120,810 74,085

前受金 99,328 35,474

賞与引当金 58,791 40,506

その他 32,846 40,684

流動負債合計 1,930,044 2,770,620

固定負債

役員退職慰労引当金 124,598 138,482

退職給付に係る負債 71,426 80,055

固定負債合計 196,024 218,537

負債合計 2,126,069 2,989,158

純資産の部

株主資本

資本金 1,113,012 1,113,012

資本剰余金 649,551 649,551

利益剰余金 358,257 632,739

株主資本合計 2,120,821 2,395,303

純資産合計 2,120,821 2,395,303

負債純資産合計 4,246,891 5,384,462
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 3,181,089 4,510,756

売上原価 2,305,772 3,334,130

売上総利益 875,316 1,176,626

販売費及び一般管理費 622,342 775,328

営業利益 252,974 401,298

営業外収益

受取利息 77 76

その他 668 578

営業外収益合計 746 654

営業外費用

上場関連費用 2,000 －

固定資産除却損 － 150

営業外費用合計 2,000 150

経常利益 251,720 401,802

特別利益

関係会社株式売却益 9,067 －

特別利益合計 9,067 －

税金等調整前四半期純利益 260,788 401,802

法人税等 82,860 127,320

四半期純利益 177,927 274,481

親会社株主に帰属する四半期純利益 177,927 274,481
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 177,927 274,481

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △1,412 －

その他の包括利益合計 △1,412 －

四半期包括利益 176,515 274,481

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 176,882 274,481

非支配株主に係る四半期包括利益 △367 －
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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）

　 該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　 （税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（重要な後発事象）

（株式分割）

　 当社は、2020年12月24日開催の取締役会決議に基づき、2021年２月１日付で株式分割を行っております。

　 １．目的

　 株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大と市場流動性の向上を

　 目的とするものです。

　 ２．株式分割の概要

　 (1)分割の方法

2021年１月31日（日）（ただし、同日は株主名簿管理人の休業日のため、実質上は2021年１月29日（金））を

基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株につき３株の割合を

もって分割いたしました。

　 (2)分割により増加する株式数

　 株式分割前の発行済株式総数 3,079,000株

　 今回の分割により増加する株式数 6,158,000株

　 株式分割後の発行済株式総数 9,237,000株

　 株式分割後の発行可能株式総数 30,000,000株

　 (3)分割の日程

　 基準日公告日 2021年１月14日（木）

　 基準日 2021年１月31日（日）

　 効力発生日 2021年２月１日（月）

　 ３．１株当たり情報に及ぼす影響

　 １株当たり情報に及ぼす影響は、（１株当たり情報）に反映されております。

　


