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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年8月期第2四半期 649 △56.5 △92 ― △93 ― △111 ―
21年8月期第2四半期 1,494 △22.6 △68 ― △78 ― △80 ―

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

22年8月期第2四半期 △856.84 ―
21年8月期第2四半期 △1,196.52 ―

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

22年8月期第2四半期 668 7 1.2 59.78
21年8月期 942 118 12.6 916.62

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  7百万円 21年8月期  118百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年8月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年8月期 0.00 0.00
22年8月期 

（予想）
0.00 0.00 0.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 1,450 △44.0 △80 ― △85 ― △110 ― △760.85



4.  その他 
(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  

〔（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。〕 

(2) 簡便な会計処理及び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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。〕 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

〔（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。〕 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第2四半期 130,079株 21年8月期  130,079株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  501株 21年8月期  501株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第2四半期 129,578株 21年8月期第2四半期  66,902株



当第２四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成22年２月28日まで）におけるわが国経済

は、一部で内外景気対策の効果などによる回復の兆しが見られるものの、円高の進行や不安定な雇用

情勢など、依然厳しい環境で推移しております。個人消費におきましても、所得不安を背景に消費マ

インドは節約志向を強め、引き続き低調で推移しております。 

当社グループが所属する音楽業界についても依然として厳しい状況で推移しております。 

 このような状況下、当社グループは経営資源の主力事業への集中、人件費を含む販売費・一般管理

費の削減を図り早期の黒字化を目指してまいりましたが、音楽CD市場においてヒット作がメジャーレ

ーベルの特定アーティストに集中する傾向にあり、当社の主力商材であるインディーズ系のアーティ

ストは苦戦を強いられることとなったため、主力事業の音楽CD販売において、計画値を下回る状況で

推移しました。 

この結果、売上高は前年同四半期比56.5%減の649百万円となりました。利益面では、前連結会計年

度から引き続き経費削減等に積極的に取り組みましたが、売上高の落ち込みを補うことができず、営

業損失は92百万円（前年同四半期は68百万円）、経常損失は93百万円（前年同四半期は78百万円）、

四半期純損失は111百万円（前年同四半期は80百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（パッケージディストリビューション事業） 

売上高は、前年同四半期比57.5%減の554百万円となりました。  

 音楽CD市場においては、前四半期に引き続き売上の低迷が深刻な状態であり、新譜については数量

ベースで前年同四半期比62.2%減、金額ベースで62.4%減となり、旧譜については数量ベースで65.2%

減、金額ベースで64.7%減といずれも前年同四半期を大きく下回りました。  

 また、売上高が大幅に縮小したため、返品商品の影響による在庫の影響を大きく受けることとな

り、粗利益率は14.8%（前年同四半期は粗利益率18.5%）、金額では81百万円（前年同四半期は243百

万円）となりました。  

 この結果、営業損失は20百万円（前年同四半期は52百万円の営業利益）となりました。 

  

（デジタルディストリビューション事業） 

売上高は、前年同四半期比27.5%減の83百万円となりました。  

 利益面では、音楽配信については安定して推移したものの、利益率の高いデータ販売の比率が低下

したことにより、粗利益率は32.3%（前年同四半期は36.1%）、金額では26百万円（前年同四半期は41

百万円）となりました。  

 しかしながら、今後の事業展開を見据えてダウンロード販売等の準備を行った結果、販売費及び一

般管理費が一時的に増大し、営業利益は２百万円（前年同四半期は0.7百万円）にとどまりました。 

  

（その他の事業） 

売上高は、当連結会計年度より、新譜制作を凍結するなど事業の大幅な縮小を行った結果前年同四

半期比83.4%減の12百万円となりました。  

 しかしながら、フリーペーパーの広告収入の増加等により、営業利益は８百万円（前年同四半期は

営業損失16百万円）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

  （資産） 

総資産は668百万円となり、前連結会計年度末に比べ273百万円減少しました。主な要因は、借入金

返済及び運転資金への充当に伴う現金及び預金153百万円の減少、売上高の減少による売掛金の減少

134百万円であります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報



  （負債） 

負債は661百万円となり、前連結会計年度末に比べ162百万円減少しました。主な減少要因は、仕入

高の減少による買掛金の減少が242百万円、増加要因は、関係会社からの借入による短期借入金の増

加120百万円であります。 

  （純資産） 

純資産は７百万円となり、前連結会計年度末に比べ111百万円減少しました。この内訳は、四半期

純損失の計上111百万円であります。  

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の12.6%から1.2%となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、第１

四半期連結累計期間末に比べて44百万円減少し、78百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間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） 

営業活動によって減少した資金は、286百万円（前年同四半期は178百万円の減少）となりました。

主な増加項目は、売上債権の減少による119百万円、主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失が

109百万円、仕入債務の減少による242百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により増加した資金は16百万円（前年同四半期は38百万円の増加）となりました。増加項

目は、本社事務所移転に伴う差入保証金の返還額26百万円、減少項目は差入保証金９百万円でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により増加した資金は、115百万円（前年同四半期は150百万円の増加）となりました。増

加項目は、短期借入金の借入れ120百万円、減少項目は、長期借入金の返済4百万円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成22年２月28日まで） 

 
経営環境等を勘案し通期の業績予想の見直しをおこない、平成20年10月20日発表の予想を修正いたしま

した。詳細は、平成22年４月13日公表の「平成21年８月期通期・第２四半期（連結・個別）業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 第２四半期連結累計期間における業績につきましては、音楽CDを取り巻く市場環境がさらに悪化したこ
とにより、当初予想を大きく下回って推移しました。これを受けて、利益の見込めるイヴェント企画やデ
ータ入力にリソースを集中したことにより、第３四半期以降は徐々に成績が回復してくるものと考えてお
り、通期では、売上高1,450百万円、経常損失85百万円、当期純損失110百万円を見込んでおります。 
 なお、今後の経営改善の進捗状況に応じて、通期の連結業績予想及び個別業績予想の変更を行う可能性
があります。業績予想の変更を行う場合は、速やかに公表をいたします。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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 ％

22年８月期第２四半期 
（予想）

968 △15.0 △46 ─ △56 ─ △57 ─

22年８月期第２四半期 
（実績）

649 △22.6 △92 ─ △93 ─ △111 ─



該当事項はありません。 

  

「たな卸資産の評価方法」 
当第２四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げにつきましては、収益性の低下が明らかな

ものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、平成18年８月期、平成19年８月期、平成20年８月期及び平成21年８月期と４期連

続して営業損失及び当期純損失を計上してまいりました。また、当該期間において、営業キャッシ

ュ・フローについても４期連続してマイナスとなっております。当第２四半期連結累計期間において

も、営業損失92百万円及び四半期純損失111百万円を計上し、営業キャッシュ・フローは286百万円の

マイナスとなっております。  

 こうした状況の中で、前連結会計年度末に希望退職者を募集し、15名の人員削減を行ったほか、当

第２四半期連結会計期間においては、平成21年12月に本社事務所の移転を行うなど、一般管理費の削

減に努めております。 

 一方、当社グループが早急に改善すべき事項は、「事業資金の確保」、「財務内容の改善」及び

「音楽CD市場の縮小に伴う新たな事業の創出」であることを認識し、以下の施策を行います。  

 事業資金の確保及び財務内容の改善については、今後、安定的に事業資金を確保するため、親会社

であるアイシス・パートナーズ株式会社との連携を強化し、事業資金の一時的な不足に対して臨機に

調達できる体制を整えております。当第２四半期連結会計期間においては、平成21年12月24日の取締

役会決議により、60百万円の極度借入契約を締結し、借入を実行しました。当該資金は主として商標

権の取得費用として使用し、これまで当社が行ってきた音楽ライセンスのマネジメントに関するノウ

ハウを活かした幅広いライセンスマネジメントを行う端緒としております。 

 また、平成22年２月23日には取締役会決議により平成22年３月16日に同社を引受先とする短期借入

金債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資を行い財務内容の改善を図

りました。同社からは、今後とも臨機に財務面の支援を受けられるよう協議しております。  

 新たな事業の創出については、有料音楽配信を柱とするデジタルディストリビューション事業を拡

大する必要があることから、これまで主力であった携帯電話向け音楽配信という枠にとらわれずに、

PCや携帯音楽プレーヤー等をターゲットとしてMP3等の配信を行うなど、レーベルやアーティストと

顧客を結びつけるプラットフォームを提供する等の事業を検討しており、こうした事業を含めた新規

事業の立ち上げについて、事業シナジーの高い会社との事業提携及び資本提携等について検討してま

いります。また、これまでに人員削減を敢行しつつ多数の取引先、商品に関するデータ処理を行って

きたノウハウを活かしてデータ入力業務の受託を行ったり、アーティストの集客サポート等のために

行ってきたイヴェント企画、広報誌の作成ノウハウを活かし、これら業務に関する業務の受託を行っ

たりすることとしております。平成22年１月28日には、これらの取組を取りまとめて、「ダイキサウ

ンド リヴァイヴァルプラン」として公表しました。今後は、パッケージ販売や音楽配信事業と、こ

れらの事業との連携を図っていくこととしており、先行事例として第2四半期に、取引先に向けたフ

リーペーパー「d×PORT」を毎月発行しているほか、新たなファンの獲得を狙って定期的に当社主催

のライヴイヴェントを実施しております。  

 当社グループの事業継続は、上記の収支状況及び財務状況の改善並びに親会社であるアイシス・パ

ートナーズ株式会社との継続的な連携に依存しておりますが、音楽CDや有料音楽配信の売れ行きは、

利用者の嗜好に大きく左右されるため、収支状況及び財務状況の改善が計画通り進捗する保証はな

4. その他

(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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(4) 継続企業の前提に係る重要事象等



く、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 



5.【四半期連結財務諸表】 
  (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 78,570 232,224

受取手形及び売掛金 391,796 526,516

商品及び製品 186,786 191,883

仕掛品 8,229 8,433

その他 42,048 32,946

貸倒引当金 △98,729 △100,585

流動資産合計 608,701 891,418

固定資産   

有形固定資産 3,666 11,023

無形固定資産 6,056 8,404

投資その他の資産   

固定化営業債権 154,261 154,261

その他 76,907 41,044

貸倒引当金 △180,743 △163,348

投資その他の資産合計 50,424 31,957

固定資産合計 60,148 51,385

資産合計 668,849 942,804

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 369,237 611,996

関係会社短期借入金 168,000 48,000

1年内返済予定の長期借入金 － 4,500

未払退職金 － 14,686

未払法人税等 4,891 6,432

返品調整引当金 4,404 10,888

その他 87,375 66,841

流動負債合計 633,907 763,345

固定負債   

退職給付引当金 11,887 9,958

負ののれん 711 1,067

その他 14,594 49,658

固定負債合計 27,194 60,684

負債合計 661,103 824,030



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857,583 1,857,583

資本剰余金 1,460,098 1,460,098

利益剰余金 △3,171,893 △3,060,865

自己株式 △138,041 △138,041

株主資本合計 7,746 118,774

純資産合計 7,746 118,774

負債純資産合計 668,849 942,804



(2)【四半期連結損益計算書】 
   【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
  至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
  至 平成22年２月28日) 

売上高 1,494,962 649,761

売上原価 1,188,656 525,084

売上総利益 306,306 124,677

返品調整引当金繰入額 3,263 －

返品調整引当金戻入額 － 6,484

差引売上総利益 303,043 131,162

販売費及び一般管理費 371,588 224,080

営業損失（△） △68,544 △92,918

営業外収益   

受取利息 86 11

負ののれん償却額 355 355

持分法による投資利益 437 －

商標権売却益 － 1,197

その他 2 182

営業外収益合計 882 1,747

営業外費用   

支払利息 667 1,652

資金調達費用 10,000 －

その他 5 303

営業外費用合計 10,672 1,956

経常損失（△） △78,334 △93,127

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,023

特別利益合計 － 1,023

特別損失   

本社移転費用 － 17,468

その他 166 －

特別損失合計 166 17,468

税金等調整前四半期純損失（△） △78,501 △109,572

法人税、住民税及び事業税 1,548 1,455

四半期純損失（△） △80,049 △111,027



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
  至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
  至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △78,501 △109,572

減価償却費 5,721 3,017

移転費用 － 17,468

負ののれん償却額 △355 △355

貸倒引当金の増減額（△は減少） 166 15,539

返品調整引当金の増減額（△は減少） 3,263 △6,484

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,925 1,929

受取利息及び受取配当金 △86 △11

支払利息 667 1,652

持分法による投資損益（△は益） △437 －

資金調達費用 10,000 －

リース資産減損勘定の取崩額 △13,199 △13,199

売上債権の増減額（△は増加） 130,107 119,307

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,391 5,301

仕入債務の増減額（△は減少） △172,872 △242,758

未収入金の増減額（△は増加） － △37,432

その他 △18,632 △21,325

小計 △175,624 △266,925

利息及び配当金の受取額 106 11

利息の支払額 △488 △27

特別退職金の支払額 － △12,737

法人税等の支払額 △2,479 △6,456

営業活動によるキャッシュ・フロー △178,486 △286,135

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 40,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 26,974

敷金及び保証金の差入による支出 － △9,992

その他の支出 △1,605 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,394 16,981

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 11,000 120,000

長期借入金の返済による支出 △60,195 △4,500

社債の発行による収入 200,000 －

配当金の支払額 △19 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 150,785 115,500

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,693 △153,654

現金及び現金同等物の期首残高 393,079 232,224

現金及び現金同等物の四半期末残高 403,772 78,570



当社グループは、平成18年８月期、平成19年８月期、平成20年８月期及び平成21年８月期と４期連 

続して営業損失及び当期純損失を計上してまいりました。また、当該期間において、営業キャッシ

ュ・フローについても４期連続してマイナスとなっております。 

当第２四半期連結累計期間においても、音楽CDの売上低下に歯止めがかからず、売上高の減少が著

しく、当第２四半期連結累計期間において、営業損失92百万円及び四半期純損失111百万円を計上

し、営業キャッシュ・フローは286百万円のマイナスとなっております。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

こうした状況の中で、前連結会計年度末に希望退職者を募集し、15名の人員削減を行ったほか、当

第２四半期連結会計期間においては、平成21年12月に本社事務所の移転を行うなど、一般管理費の削

減に努めております。 
一方、当社グループが早急に改善すべき事項は、いわゆる「事業資金の確保」、「財務内容の改

善」及び「音楽CD市場の縮小に伴う新たな事業の創出」であることを認識し、以下の施策を行いま
す。 
事業資金の確保及び財務内容の改善については、今後、安定的に事業資金を確保するため、親会社

であるアイシス・パートナーズ株式会社との連携を強化し、事業資金の一時的な不足に対して、臨機

に調達できる体制を整えており、当第２四半期連結会計期間においては、平成21年12月24日の取締役

会決議により、60百万円の極度借入契約を締結し、借入を実行しました。当該資金は主として商標権

の取得費用として使用し、これまで当社が行ってきた音楽ライセンスのマネジメントに関するノウハ

ウを活かした幅広いライセンスマネジメントを行う端緒としております。平成22年２月23日には取締

役会決議により、平成22年３月16日に同社を引受先とする短期借入金債務の株式化（デット・エクイ

ティ・スワップ）による第三者割当増資を行い財務内容の改善を図りました。同社からは、今後とも

臨機に財務面の支援を受けられるよう協議しております。 

新たな事業の創出については、有料音楽配信を柱とするデジタルディストリビューション事業を拡

大する必要があることから、これまで主力であった携帯電話向け音楽配信という枠にとらわれずに、

PCや携帯音楽プレーヤー等をターゲットとしてMP3等の配信を行うなど、レーベルやアーティストと

顧客を結びつけるプラットフォームを提供する等の事業を検討しており、こうした事業を含めた新規

事業の立ち上げについて、事業シナジーの高い会社との事業提携及び資本提携等について検討してま

いります。また、これまでに人員削減を敢行しつつ多数の取引先、商品に関するデータ処理を行って

きたノウハウを活かしてデータ入力業務の受託を行ったり、アーティストの集客サポート等のために

行ってきたイヴェント企画、広報誌の作成ノウハウを活かし、これら業務に関する業務の受託を行っ

たりすることとしております。平成22年１月28日には、これらの取組を取りまとめて、「ダイキサウ

ンド リヴァイヴァルプラン」として公表しました。今後は、パッケージ販売や音楽配信事業と、こ

れらの事業との連携を図っていくこととしており、先行事例として第２四半期に、取引先に向けたフ

リーペーパー「d×PORT」を毎月発行しているほか、新たなファンの獲得を狙って定期的に当社主催

のライヴイヴェントを実施しております。 

当社グループの事業継続は、上記の収支状況及び財務状況の改善並びに親会社であるアイシス・パ

ートナーズ株式会社との継続的な連携に依存しておりますが、音楽CDや有料音楽配信の売れ行きは、

利用者の嗜好に大きく左右されるため、収支状況及び財務状況の改善が計画通り進捗する保証はな

く、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を

四半期連結財務諸表に反映しておりません。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日)



前第２四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日) 

 
(注）１．事業区分は、販売形態の類似性及び事業の性質を考慮し、パッケージディストリビューション事  

業、デジタルディストリビューション事業及びレーベル事業に区分しております。 

２．各区分の主な事業内容 

(1) パッケージディストリビューション事業…CD等の卸売販売  

(2) デジタルディストリビューション事業……実売データ等の情報提供、音楽配信、店頭楽曲配信端末の販売

(3) レーベル事業…………………………インディーズCDの企画・制作・販売等 

３．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第

１四半期連結累計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価の切

下げの方法）に変更しております。  

 なお、この変更により損益に与える影響はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日) 

 
(注）１．事業区分は、販売形態の類似性及び事業の性質を考慮し、パッケージディストリビューション事  

業、デジタルディストリビューション事業及びレーベル事業に区分しております。 

２．各区分の主な事業内容 

(1) パッケージディストリビューション事業…CD等の卸売販売  

(2) デジタルディストリビューション事業……実売データ等の情報提供、音楽配信、店頭楽曲配信端末の販売

(3) その他の事業…………………………イヴェント企画、広告・宣伝、インディーズCDの企画・制作・販売等

３．事業区分の変更 

従来、レーベル事業については区分表示しておりましたが、レーベル事業における新譜制作を凍結したこと

から、当該売上割合が低下したこと、アーティストのサポートする過程で実施してきたイヴェント企画や広

告・宣伝について事業化したことから、これら事業を一括して「その他の事業」として表示することに変更し

ました。 

 なお、この変更により損益に与える影響はありません。 

  

  

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

パッケージデ
ィストリビュ
ーション事業 

(千円)

デジタルディ
ストリビュー
ション事業 
(千円)

レーベル事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,305,155 114,580 75,226 1,494,962 ― 1,494,962

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

12,224 ― ― 12,224 △12,224 ―

計 1,317,380 114,580 75,226 1,507,186 △12,224 1,494,962

営業利益又は営業損失(△) 52,260 755 △16,913 36,102 △104,647 △68,544

パッケージデ
ィストリビュ
ーション事業 

(千円)

デジタルディ
ストリビュー
ション事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

554,147 83,094 12,519 649,761 ― 649,761

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

146 ― ― 146 △146 ―

計 554,294 83,094 12,519 649,908 △146 649,761

営業利益又は営業損失(△) △20,171 2,444 8,703 △9,022 △83,895 △92,918

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日）



 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 
  
  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日）

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日）

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日）



１ 第三者割当による新株式発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））の払込  

平成22年２月23日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行（現物出資

（デット・エクイティ・スワップ））に関し、平成22年３月16日に払込手続が完了しております。  

(1) 新株式発行の概要  

  ① 募集株式の種類・数 普通株式 32,394株  

  ② 発行価額（払込金額） １株につき金1,929円  

  ③ 払込金額の総額 62,488,026円  

   ※ 現物出資（デット・エクィティ・スワップ）の払込の方法をとるものとする。  

  ④ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項  

     増加する資本金の額 １株につき965円（総額31,260,210円）  

     増加する資本準備金の額 １株につき964円（総額31,227,816円）  

  ⑤ 申込期日 平成22年３月16日（火）  

  ⑥ 払込期日 平成22年３月16日（火）  

  ⑦ 割当先及び割当株式数 アイシス・パートナーズ株式会社  

     普通株式32,394株  

  ⑧ 現物出資財産の内容 関係会社短期貸付金債権 62,500,000円  

  （短期貸付金債権の内訳）  

    平成21年６月25日付借入極度契約に基づく金10,000,000円  

    平成21年12月24日付借入極度契約に基づく金52,500,000円  

  ⑨ その他      

割当先との間において、割当新株式についての継続保有及び預託にする取り決めはありません

が、割当新株式を中長期的に保有することについて内諾を得ております。 

(2) 今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移  

  増資前発行済株式総数 130,079株 （増資前資本金 1,857,583,561円）  

  増資による増加株式数  32,394株 （増加資本金      31,260,210円）  

  増資後発行済株式総数 162,473株 （増資後資本金 1,888,843,771円）  

  
２ 会社分割による当社子会社の一部事業の承継 

当社は、平成22年２月23日開催の取締役会において、株式会社ディスカスのパッケージ受託販売

事業及び音楽配信事業、株式会社e-musicのパッケージ受託販売事業を会社分割し、当社に承継す

ることを決定し、前記２社と、平成22年４月１日を効力発生日とする吸収分割契約を締結いたしま

した。  

 詳細は、以下のとおりです。 

(1) 分割の日程 
① 分割決議取締役会  平成22年２月23日（火）  
② 分割契約締結    平成22年２月23日（火）  
③ 効力発生日     平成22年４月１日（木）  
④ 株券（金銭）交付日 株券（金銭）の交付はなされません。 

(2) 分割方式 
 株式会社ディスカス及び株式会社e-musicを分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割で
す。 

(3) 分割に係る割当の内容 
 100％出資子会社との分割であり、割当はありません。 

(4) 承継会社（当社）が承継する権利義務 
 · 株式会社ディスカスのパッケージ受託販売事業及び音楽配信事業に関する契約上の地位及び当該

契約に基づき発生する権利義務 
 · 株式会社e-musicのパッケージ受託販売事業に関する契約上の地位及び当該契約に基づき発生す

る権利義務  
  

  

  

6. その他の情報
（重要な後発事象）




