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1.  平成23年8月期第1四半期の業績（平成22年9月1日～平成22年11月30日） 

（注） 平成22年８月期第１四半期につきましては、四半期連結財務表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年8月期第1四半期 634 ― 85 ― 85 ― 83 ―
22年8月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年8月期第1四半期 515.23 ―
22年8月期第1四半期 ― ―

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

23年8月期第1四半期 899 △49 △5.5 △303.41
22年8月期 628 △132 △21.1 △818.65

（参考） 自己資本   23年8月期第1四半期  △49百万円 22年8月期  △132百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年8月期 ―
23年8月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年8月期の業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

1,062 ― 69 ― 69 ― 68 ― 419.82

通期 2,154 ― 145 ― 145 ― 142 ― 876.69



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４ 「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期1Q 162,473株 22年8月期  162,473株
② 期末自己株式数 23年8月期1Q  501株 22年8月期  501株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q 161,972株 22年8月期1Q 129,578株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。 
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（１）経営成績の分析 

 当第１四半期累計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日）におけるわが国経済は、景気回復の

兆しはみられたものの、政府支援のエコカー補助金が終了するなど消費マインドの低下や円高の影響およ

び厳しい雇用情勢を反映し、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社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、当社は、平成21年10月に「平成22年８月期収益改善計画」を、さらに平成22年１月

に「ダイキサウンド リヴァイヴァルプラン」を策定し、早期の黒字回復を目指し、経営資源の主力事業

への集中、コスト削減による売上原価率の改善及び費用の圧縮、音楽CD市場の縮小に伴う新たな収益源の

開拓に注力しました。 

 この結果、音楽CD市場の低迷が続いている状況の中、インディーズ市場における新譜の売上及び音楽配

信サービスが順調に推移し、また、ソリューション事業が順調に推移したことなどから、売上高は634百

万円、経常利益85百万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

 （ディストリビューション事業） 

 音楽CD・DVD、インディーズ市場における新譜の売上及び音楽配信サービス等の売上が順調に推移した

ことなどから売上高は475百万円となりました。 

 利益面につきましては、売上高は増加したものの、利益率の高いデータ販売比率の低下、売上原価率の

アップ等により粗利益率が低下した結果、販売費及び一般管理費をカバーするにはいたらず、営業損失25

百万円となりました。 

  

 （ソリューション事業） 

 広告代理店業務、レーベル、アーティストのイベント企画及びデータ入力受託、またTVコンテンツ制作

等の売上が順調に推移したことなどから売上高は158百万円となりました。 

 利益面につきましては、上記売上高の増加及び販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、営業利益は

112百万円となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における資産合計は899百万円となり、前事業年度末に比べ271百万円増加とな

りました。これは主に売掛金の増加によるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間における負債合計は948百万円となり、前事業年度末に比べ187百万円の増加とな

りました。これは主に買掛金の増加によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間における純資産合計は前事業年度末から83百万円増加し、△49百万円となりまし

た。これは主に当第１四半期純利益の計上による利益剰余金の増加83百万円によるものであります。  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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・キャッシュ・フローの状況の分析 

 当第１四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、125百万

円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって使用した資金は、27百万円となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益84百

万円の計上及び仕入債務の増加額192百万円の増加要因はあったものの、売上債権の増加額337百万円の減

少要因等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）   

 投資活動による資金の変動は、当第１四半期会計期間はございませんでした。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の変動は、当第１四半期会計期間はございませんでした。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年８月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現在のところ、業績は概ね計画

通り推移しており、平成22年10月21日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
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 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 
  

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ734千円減少し、税引前四半期純利益が1,549千円減少し

ております。 

  

当社は、前連結会計年度まで継続して営業損失及び当期純損失を計上しております。 

 当第１四半期会計期間は営業利益及び四半期純利益を計上しましたが、本格的な業績の回復を確認

できるまでには至っていないため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を解消するため、当社は、第13期（平成23年８月期）の経営方針として、前期に引き続き

「経営合理化」及び「事業の選択と集中」を推進し、早期の損益改善に邁進してまいります。 

 平成23年８月期は、引き続き売上原価の改善に取り組むと同時に、債権管理を徹底し、キャッシ

ュ・フローの改善にも努めてまいります。 

具体的には、次のとおりであります。 

a.ディストリビューション事業 

 前期に引き続き、返品・リベート率の改善に取り組み、通信販売のシェアを高めることで返品リス

クの軽減を図ることにより、売上原価率の改善を図ってまいります。 

 また、有料音楽配信事業については、モバイル向け配信に加え、インターネットによるダウンロー

ド配信を拡充することにより、売上高の拡大と原価率の改善を図ります。 

ｂ.ソリューション事業 

 多くのアーティストおよびレーベルとの関係において実績を残した当社の強みを活かし、他業種と

のコラボレーションによるイベント企画等を実施するほか、フリーペーパーを利用した広告宣伝、デ

2. その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

項目
当第１四半期会計期間 

(自  平成22年９月１日  至  平成22年11月30日)

１  一般債権の貸倒見積高の算定方法 当第１四半期会計期間末の一般債権の貸倒実績率等が前事業年度末に

算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の

貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２  たな卸資産の評価方法 当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を

省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法

により算出する方法によっております。 

また、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。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（４） 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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ータ入力受託などに取り組み収益の改善を図ります。 

 資金面につきましては、平成22年12月１日付で借入債務の株式化（デット・エクイティ・スワッ

プ）による第三者割当増資をおこない財務内容の改善を図りました。  

 本件増資により債務超過を解消し、株式上場を維持することを前提として、平成22年11月１日付で

開示いたしました「会社分割による持株会社制への移行に関するお知らせ」において説明したとおり

持株会社制に移行し、ディストリビューション事業について会社新設分割により設立する子会社に移

行する予定です。この組織変更により①スピード経営・自主独立経営の徹底、②各業種・業態に最適

な経営体制の確立、③変化に対応出来る柔軟な経営体制の確立、④ポートフォリオマネジメントに基

づく選択と集中を徹底し、より強固な経営基盤の確立並びに成長促進を図ることが可能になるもので

あります。  

 また、中長期的には音楽関係市場が縮小傾向にある中で事業持株会社においては、既存の事業との

シナジーが見込める事業を含めた新規事業に対して投資を行い当該事業が軌道に乗った後には、グル

ープ会社として子会社化することにより、リスクを分散しつつ成長を見込むことができるほか、管理

部門の共通化による費用の圧縮も期待できるものと考えております。  

 現在の音楽業界の厳しい市場環境の中で当社が企業価値を向上していくためには、主力事業である

ディストリビューション事業において利益を確保するだけでなく、上述のような戦略を実施し、主力

事業に過度に依存しない体質を構築することが、当社にとっても株主の皆様にとっても最善であると

考えております。 

当面の事業資金については、上記の借入金に加え、引き続きアイシス・パートナーズ株式会社との連

携を密にし、財務状況の改善を図ることにより対応してまいります。  

 当社グループの事業継続は、上記の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、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。 
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 125,044 152,155

売掛金 643,418 319,380

商品 18,877 28,382

その他 52,341 199,609

貸倒引当金 △18,201 △170,889

流動資産合計 821,480 528,638

固定資産

有形固定資産 ※１ － ※１ －

無形固定資産 53,475 58,963

投資その他の資産

固定化営業債権 315,876 307,892

その他 51,337 67,418

貸倒引当金 △342,634 △334,650

投資その他の資産合計 24,579 40,659

固定資産合計 78,054 99,623

資産合計 899,535 628,261

負債の部

流動負債

買掛金 628,675 442,461

関係会社短期借入金 158,500 158,500

未払費用 54,120 55,647

未払法人税等 2,551 5,245

返品調整引当金 8,711 9,007

その他 81,940 76,186

流動負債合計 934,500 747,049

固定負債

退職給付引当金 11,363 10,430

その他 2,817 3,380

固定負債合計 14,180 13,811

負債合計 948,680 760,860

純資産の部

株主資本

資本金 1,888,843 1,888,843

資本剰余金 1,491,325 1,491,325

利益剰余金 △3,291,273 △3,374,726

自己株式 △138,041 △138,041

株主資本合計 △49,145 △132,598

純資産合計 △49,145 △132,598

負債純資産合計 899,535 628,261
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 634,678

売上原価 436,913

売上総利益 197,765

返品調整引当金戻入額 296

差引売上総利益 198,061

販売費及び一般管理費 ※１ 112,082

営業利益 85,978

営業外収益

受取利息 11

商標権売却益 591

その他 151

営業外収益合計 754

営業外費用

支払利息 1,383

その他 88

営業外費用合計 1,471

経常利益 85,261

特別利益

償却債権取立益 168

特別利益合計 168

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 856

その他 232

特別損失合計 1,088

税引前四半期純利益 84,341

法人税、住民税及び事業税 887

四半期純利益 83,453
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 84,341

減価償却費 2,194

移転費用 232

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 856

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,454

返品調整引当金の増減額（△は減少） △296

退職給付引当金の増減額（△は減少） 932

受取利息及び受取配当金 △11

支払利息 1,383

リース資産減損勘定の取崩額 △6,599

売上債権の増減額（△は増加） △337,839

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,505

仕入債務の増減額（△は減少） 192,011

その他 17,521

小計 △21,314

利息及び配当金の受取額 11

特別退職金の支払額 △3,443

法人税等の支払額 △2,363

営業活動によるキャッシュ・フロー △27,110

投資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

財務活動によるキャッシュ・フロー －

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） △27,110

現金及び現金同等物の期首残高 152,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 125,044
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当社は、前連結会計年度まで継続して営業損失及び当期純損失を計上しております。 

 当第１四半期会計期間は営業利益及び四半期純利益を計上しましたが、本格的な業績の回復を確認

できるまでには至っていないため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を解消するため、当社は、第13期（平成23年８月期）の経営方針として、前期に引き続き

「経営合理化」及び「事業の選択と集中」を推進し、早期の損益改善に邁進してまいります。 

 平成23年８月期は、引き続き売上原価の改善に取り組むと同時に、債権管理を徹底し、キャッシ

ュ・フローの改善にも努めてまいります。 

具体的には、次のとおりであります。 

a.ディストリビューション事業 

 前期に引き続き、返品・リベート率の改善に取り組み、通信販売のシェアを高めることで返品リス

クの軽減を図ることにより、売上原価率の改善を図ってまいります。 

 また、有料音楽配信事業については、モバイル向け配信に加え、インターネットによるダウンロー

ド配信を拡充することにより、売上高の拡大と原価率の改善を図ります。 

ｂ.ソリューション事業 

 多くのアーティストおよびレーベルとの関係において実績を残した当社の強みを活かし、他業種と

のコラボレーションによるイベント企画等を実施するほか、フリーペーパーを利用した広告宣伝、デ

ータ入力受託などに取り組み収益の改善を図ります。 

 資金面につきましては、平成22年12月１日付で借入債務の株式化（デット・エクイティ・スワッ

プ）による第三者割当増資をおこない財務内容の改善を図りました。  

 本件増資により債務超過を解消し、株式上場を維持することを前提として、平成22年11月１日付で

開示いたしました「会社分割による持株会社制への移行に関するお知らせ」において説明したとおり

持株会社制に移行し、ディストリビューション事業について会社新設分割により設立する子会社に移

行する予定です。この組織変更により①スピード経営・自主独立経営の徹底、②各業種・業態に最適

な経営体制の確立、③変化に対応出来る柔軟な経営体制の確立、④ポートフォリオマネジメントに基

づく選択と集中を徹底し、より強固な経営基盤の確立並びに成長促進を図ることが可能になるもので

あります。  

 また、中長期的には音楽関係市場が縮小傾向にある中で事業持株会社においては、既存の事業との

シナジーが見込める事業を含めた新規事業に対して投資を行い当該事業が軌道に乗った後には、グル

ープ会社として子会社化することにより、リスクを分散しつつ成長を見込むことができるほか、管理

部門の共通化による費用の圧縮も期待できるものと考えております。  

 現在の音楽業界の厳しい市場環境の中で当社が企業価値を向上していくためには、主力事業である

ディストリビューション事業において利益を確保するだけでなく、上述のような戦略を実施し、主力

事業に過度に依存しない体質を構築することが、当社にとっても株主の皆様にとっても最善であると

考えております。 

当面の事業資金については、上記の借入金に加え、引き続きアイシス・パートナーズ株式会社との連

携を密にし、財務状況の改善を図ることにより対応してまいります。  

 当社グループの事業継続は、上記の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、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

(4) 継続企業の前提に関する注記
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提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

   該当事項はありません 

  

（６）重要な後発事象 

平成22年11月１日開催の取締役会及び平成22年11月29日開催の定時株主総会において決議されまし

た「第三者割当による新株式発行（優先株式）」に関しての払込手続きが平成22年12月１日に完了い

たしました。 

 詳細は下記のとおりであります。 

 
  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（１）募集株式の種類及び数
優先株式 115,421株

（残余財産の分配請求権のみ普通株式に優 
 先する議決権のない株式）

（２）発行価額（払込金額） １株につき 金1,775円

（３）払込金額の総額

204,872千円
 上記のうち46,373千円については現金に よ
る払込とし、158,498千円については、現物出
資（デット・エクイティ・スワップ）の払込の
方法をとるものとする。

（４）増資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888円 
 （総額 102,493千円） 
 増加する資本準備金の額１株につき887円 
 （総額 102,378千円）

（５）募集又は割当方法 第三者割当の方法による

（６）申込期日 平成22年12月１日（水）

（７）払込期日 平成22年12月１日（水）

（８）割当先及び割当株式数
アイシス・パートナーズ株式会社 

 優先株式 115,421株

（９）現物出資財産の内容 当社向けの短期貸付金 158,498千円
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