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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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）

営業収入 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3月期第1四半期 6,387 29.7 575 ― 604 ― 209 ―

21年3月期第1四半期 4,924 ― △41 ― △44 ― △267 ―

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3月期第1四半期 22.54 ―

21年3月期第1四半期 △34.55 ―

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3月期第1四半期 18,917 12,422 64.5 1,311.64
21年3月期 22,362 12,466 54.3 1,565.45

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,195百万円 21年3月期  12,133百万円

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  

   21年３月期期末配当金の内訳   普通配当 10円00銭  記念配当 15円00銭 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 25.00 35.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

営業収入 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 
連結累計期間

15,790 60.0 1,270 △38.1 1,270 △38.1 700 △45.8 75.26

通期 28,020 △12.9 1,520 △53.7 1,520 △53.0 820 △47.2 88.16
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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  

(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  無  

(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） 

(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 

１．当社は平成21年４月１日付をもって、普通株式１株につき１．２株の割合で株式分割を行っております。 
２．平成21年５月12日に公表いたしました連結業績予想は修正しておりません。 
３．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、当企業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、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仮定および業績予想のご利用に当たっての 
  注意事項等につきましては、５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3月期第1四半期 9,311,760株 21年3月期  7,759,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  13,679株 21年3月期  8,848株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 9,298,861株 21年3月期第1四半期 7,751,112株



  

（参考） 株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 

平成21年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、平成21年４月１日付で、その所有する株式１

株を1.2株に分割しました。その結果、発行済株式総数は分割前の7,759,800株から、分割後は9,311,760株となりました。

当該分割が前連結会計年度の開始日（平成20年４月１日）に行われたと仮定した場合の、前年第１四半期及び前連結

会計年度における１株当たり情報は以下のとおりです。 

  

（注）１．21年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期

純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．21年３月期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

  21年３月期第１四半期 21年３月期 

１株当たり四半期（当期）純利益 △28円80銭 166円95銭 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益  －円－銭  －円－銭 

１株当たり純資産  1,117円79銭  1,304円54銭 



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気状況に一部持ち直しの動きがみられるものの、依然として

企業収益や設備投資の減少に加え雇用情勢が悪化するなど厳しい状態が継続しております。  

このような状況におきまして当社は、グループ内の経営資源を集中させ、迅速な判断による事業構築の推進を行う

べく、メディアビジュアル事業の中核会社でありますアミューズソフトエンタテインメント㈱を完全子会社化いたし

ました。当社内に映像製作部を新設し、グループシナジーを強化することで映像事業の収益拡大・効率性向上と新規

ビジネス開発を行ってまいります。また、昨年度に引き続き全国規模の新人オーディションを開催するなど、引き続

き新人アーティストの発掘体制を強化してまいりました。 

当第１四半期連結会計期間の主な事業といたしましては、当社アーティストによる大型コンサートツアーや舞台公

演などのライブエンターテインメント活動を積極的に展開いたしました。また、グッズ販売、ＦＣ会員収入なども含

め好調でありました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの経営成績は、大型コンサートツアーや舞台公演、グッ

ズ販売やＦＣ会員収入が好調だったことにより、営業収入63億８千７百万円（前年同期比29.7％増）、営業利益は上

記増収要因により５億７千５百万円（前年同期は４千１百万円の営業損失）、経常利益は６億４百万円（前年同期は

４千４百万円の経常損失）、四半期純利益は２億９百万円（前年同期は２億６千７百万円の四半期純損失）となりま

した。 

  

事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

  
〔アーティストマネージメント事業〕 

当事業につきましては、福山雅治、ポルノグラフィティの大型コンサートツアー、Ｐｅｒｆｕｍｅのコンサートな

どに加え、グッズ販売、ＦＣ会員収入なども含め好調でありました。さらに、三宅裕司をはじめ、岸谷五朗・寺脇康

文の企画ユニット地球ゴージャス、ＴＥＡＭ ＮＡＣＳなど当社アーティストが出演・演出を手がける舞台公演や海

外招聘舞台など、ライブエンターテインメント活動を積極的に展開いたしました。 

この結果、営業収入44億１百万円（前年同期比143.6％増）、営業利益８億７千３百万円（前年同期は３千３百万

円の営業利益）となり、大幅な増収増益となりました。 

  

〔メディアビジュアル事業〕 

当事業につきましては、佐藤健出演ドラマ「メイちゃんの執事」など所属アーティスト出演作品や、「おくりび

と」、「ギャラクティカ」などのＤＶＤ販売でありましたが、特に大型作品の販売がなかったことやＤＶＤセル市場

の環境が厳しい状態だったこともあり、計画通りではありましたが前年同期に比べ減収減益となりました。 

この結果、営業収入14億７千７百万円（前年同期比43.6％減）、営業損失１億６千８百万円（前年同期は６千１百

万円の営業利益）となり計画通り推移致しましたが、前年同期に比べ減収減益となりました。 

  

〔コンテンツ事業〕  

当事業につきましては、サザンオールスターズ、ＢＥＧＩＮ、福山雅治、ポルノグラフィティなどによる旧譜楽曲

の販売及び旧譜楽曲の二次使用による印税収入であり増収となりましたが、営業収入構成の変動等があったことによ

り当第１四半期連結会計期間に関しては利益率が低下し、減益となりました。 

この結果、営業収入５億８百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益５千万円（前年同期比49.9％減）となりまし

た。 

  

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



当第１四半期連結会計期間末の総資産は189億１千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億４千４百万円減

少いたしました。主な要因としましては、法人税等の支払及び営業未払金の支払による流動資産「現金及び預金」の

減少、流動資産「受取手形及び営業未収入金」の回収による減少などによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は64億９千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億円減少いたしまし

た。主な要因としましては、流動負債「営業未払金」の支払による減少、流動負債「未払法人税等」の支払による減

少などによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は124億２千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ４千３百万円減少い

たしました。主な要因としましては、当四半期純利益の計上に伴う「利益剰余金」の増加要因などはありましたが、

期末配当金の支払による「利益剰余金」の減少、アミューズソフトエンタテインメント㈱の株式を追加取得し、完全

子会社化したことに伴う「少数株主持分」の減少などにより全体としましては減少しております。この結果、自己資

本比率は64.5％となりました。 

  
（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会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28億７千万円とな

り、前連結会計年度末と比較して12億７千４百万円の減少となりました。 

当第１四半期連結会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下記のとおりであります。 

  

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動の結果使用した資金は10億６千４百万円（前年同期は７億３千万円の使用）となりました。 

これは、主に営業債権の減少に伴う資金増加等がありましたが、営業債務の減少に伴う資金減少及び法人税等の支

払額による資金減少等が上回ったこと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＞ 

投資活動の結果使用した資金は２億２百万円（前年同期は３億４千５百万円の使用）となりました。 

これは、主に子会社株式の取得による支出及び有形固定資産の取得による支出に伴う資金減少等によるものであり

ます。 

  

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動の結果使用した資金は１千万円（前年同期は12億６千８百万円の獲得）となりました。 

これは、主に短期借入金による資金増加等がありましたが、配当金の支払及び少数株主への配当金の支払に伴う資

金減少等が上回ったことによるものであります。 

  

第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成21年５月12日に公表しました業績予想の見直しはおこなっており

ません。 

  

※上記の予想は、当企業グループが本資料発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前

提に基づいたものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,893,469 4,165,960

受取手形及び営業未収入金 3,667,148 5,999,397

商品及び製品 3,451,848 3,459,552

仕掛品 2,708,444 2,184,416

貯蔵品 16,160 12,318

その他 1,000,988 1,484,898

貸倒引当金 △120,169 △119,594

流動資産合計 13,617,890 17,186,949

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 881,426 875,762

土地 1,785,636 1,783,793

その他（純額） 223,967 66,764

有形固定資産合計 2,891,031 2,726,319

無形固定資産 263,527 283,991

投資その他の資産   

投資有価証券 649,969 606,831

その他 1,513,680 1,579,884

貸倒引当金 △18,762 △21,899

投資その他の資産合計 2,144,887 2,164,816

固定資産合計 5,299,445 5,175,126

資産合計 18,917,336 22,362,076



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 4,457,449 6,350,292

短期借入金 500,000 300,000

未払法人税等 200,179 1,463,798

役員賞与引当金 － 22,500

返品調整引当金 17,225 69,457

その他 574,721 940,353

流動負債合計 5,749,575 9,146,401

固定負債   

退職給付引当金 635,446 619,787

役員退職慰労引当金 40,563 46,665

その他 69,695 83,199

固定負債合計 745,706 749,652

負債合計 6,495,281 9,896,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,587,825 1,587,825

資本剰余金 1,694,890 1,694,890

利益剰余金 8,959,259 8,943,475

自己株式 △20,948 △17,974

株主資本合計 12,221,025 12,208,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88,594 63,143

為替換算調整勘定 △113,884 △137,650

評価・換算差額等合計 △25,289 △74,507

少数株主持分 226,317 332,314

純資産合計 12,422,054 12,466,022

負債純資産合計 18,917,336 22,362,076



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収入 4,924,924 6,387,135

営業原価 3,925,322 5,051,878

営業総利益 999,602 1,335,256

返品調整引当金戻入額 15,940 52,232

差引営業総利益 1,015,542 1,387,488

販売費及び一般管理費 1,057,361 811,915

営業利益又は営業損失（△） △41,818 575,573

営業外収益   

受取利息 3,636 3,028

受取配当金 1,597 1,651

負ののれん償却額 － 20,053

その他 4,576 6,986

営業外収益合計 9,811 31,719

営業外費用   

支払利息 8,153 358

支払手数料 － 2,322

その他 4,351 19

営業外費用合計 12,505 2,701

経常利益又は経常損失（△） △44,512 604,592

特別損失   

たな卸資産評価損 278,690 －

特別損失合計 278,690 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△323,203 604,592

法人税、住民税及び事業税 22,884 195,982

法人税等調整額 △58,855 201,424

法人税等合計 △35,971 397,406

少数株主損失（△） △19,392 △2,373

四半期純利益又は四半期純損失（△） △267,838 209,558



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△323,203 604,592

減価償却費 31,760 37,627

負ののれん償却額 － △20,053

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,365 △2,561

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △22,500

返品調整引当金の増減額（△は減少） 15,940 △52,232

退職給付引当金の増減額（△は減少） △67,687 15,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △322,047 △6,101

受取利息及び受取配当金 △5,234 △4,679

支払利息 8,153 358

支払手数料 － 2,322

営業債権の増減額（△は増加） 664,441 2,332,251

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,005 △520,166

営業債務の増減額（△は減少） △810,973 △1,892,842

未払消費税等の増減額（△は減少） － △188,586

その他の流動資産の増減額（△は増加） 136,660 264,671

その他の流動負債の増減額（△は減少） 103,132 △197,714

その他 17,183 20,894

小計 △521,503 370,938

利息及び配当金の受取額 5,257 3,935

利息の支払額 △8,168 △358

法人税等の支払額 △206,090 △1,439,280

営業活動によるキャッシュ・フロー △730,505 △1,064,765

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △26,032 △162,661

無形固定資産の取得による支出 △72,699 △5,310

無形固定資産の売却による収入 － 39,434

子会社株式の取得による支出 △195,000 △72,000

貸付けによる支出 △182,693 △5,200

貸付金の回収による収入 178,399 7,160

その他 △47,966 △4,041

投資活動によるキャッシュ・フロー △345,991 △202,617

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） 1,200,000 200,000

自己株式の取得による支出 △67 △2,974

配当金の支払額 △77,891 △194,234

少数株主への配当金の支払額 △1,044 △7,898

少数株主からの払込みによる収入 153,000 －

その他 △5,147 △5,304

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,268,850 △10,411

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,156 3,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,197 △1,274,165

現金及び現金同等物の期首残高 1,739,545 4,144,782

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

183,755 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,109,497 2,870,616



該当事項はありません。 

  

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

(注） 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な内容 

(1）アーティストマネージメント事業 

アーティスト活動によるコンサート、舞台等の収入、舞台及びイベントの企画・制作による収入、テレ

ビ・ラジオ・コマーシャル出演収入、ファンクラブ会員収入及び各種キャラクター商品販売収入、レコー

ド販売収入及び原盤の制作と著作権管理等による新譜の印税収入 

(2）メディアビジュアル事業 

テレビ等の番組制作収入、映画製作及び制作配給収入、映像作品の制作、音楽ＣＤ・ＤＶＤ等の仕入・製

造・販売 

(3）コンテンツ事業 

旧譜のレコード原盤権と著作権管理等による印税収入、映画・映像作品等の活用による収入（初回収益計

上日より２年超経過分） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

アーティス 
トマネージ 
メント事業 
（千円） 

メディアビ
ジュアル事
業（千円） 

コンテンツ
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

営業収入             

(1）外部顧客に対する

営業収入 
 1,806,594  2,620,671  497,658  4,924,924 －  4,924,924

(2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

 5,639  1,421  2,515  9,576 (9,576) － 

計  1,812,234  2,622,092  500,173  4,934,500 (9,576)  4,924,924

営業利益（△損失）  33,437  61,127  101,733  196,298 (238,116)  △41,818

  

アーティス 
トマネージ 
メント事業 
（千円） 

メディアビ
ジュアル事
業（千円） 

コンテンツ
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

営業収入             

(1）外部顧客に対する

営業収入 
 4,401,339  1,477,082  508,713  6,387,135 －  6,387,135

(2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

 15,761  6,948  17,081  39,790 (39,790) － 

計  4,417,100  1,484,030  525,795  6,426,926 (39,790)  6,387,135

営業利益（△損失）  873,837  △168,708  50,923  756,052 (180,479)  575,573



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期

間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

   

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）関係会社の状況 

  

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社の株式を追加取得し、議決権の所有割合が90.0％より

100.0％となっております。 

  

（連結子会社）  

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．平成21年４月１日付で株式追加取得し、完全子会社となったものであります。 

３．特定子会社に該当しております。 

４．上記会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

  

（２）設備の新設、除却等の計画 

  

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の改修計画は次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含んでおりません。  

    ２．当社浅草事業所は、総合エンターテインメント事業施設であり、生産能力の増加等を図る施設でない

ため、完成後の増加能力等の記載は省略しております。 

  

  

６．その他の情報

名称 住所 
資本金又は
出資金 
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％） 

関係内容

アミューズソフト 

エンタテインメント㈱  

東京都 

世田谷区  
 450,500

メディアビジュア

ル事業 

コンテンツ事業  

 100.0
役員の兼任１名 

資金援助  

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の 
内容 

投資予定金額
資金
調達
方法 

着手及び完了予定
年月 

完成後の
増加能力等 

総額
(千円) 

既支払額
(千円) 

着手 完了 

当社 

浅草事業所 

東京都 

台東区 

アーティス

トマネージ

メント事業 

総合エン

ターテイ

ンメント

事業施設

297,000 145,500
自己 

資金 

平成21年

６月 

平成21年

10月 
－  
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