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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第３四半期  25,642  3.3  3,690  28.8  3,788  34.0  2,268  41.1

24年３月期第３四半期  24,827  29.4  2,865  73.3  2,827  70.8  1,607  100.3

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 2,322百万円（ ％） 41.0   24年３月期第３四半期 1,646百万円 （ ％） 97.4

  
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 

25年３月期第３四半期  256.15  －

24年３月期第３四半期  174.07  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  24,871  15,394  60.4

24年３月期  21,588  13,435  60.7

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 15,013百万円   24年３月期 13,100百万円 

  
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 

24年３月期  － 10.00 － 25.00  35.00

25年３月期  － 15.00 －    

25年３月期（予想）      15.00  30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

   24年３月期の期末配当の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 15円00銭

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  28,200  △11.3  3,150  △11.6  3,110  △9.5  1,900  △1.6  214.49

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無
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※ 注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 

  

※ 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）： 無

（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

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            ： 有

④ 修正再表示                 ： 無

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別 

   することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ.３「２.サマリー情報（注記事項）

   に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 9,311,760株 24年３月期 9,311,760株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 455,185株 24年３月期 453,235株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 8,857,801株 24年３月期３Ｑ 9,237,049株

 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ますが、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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しており

ます。

（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Ｐ.３「１.当四半期決算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」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や各種政策効果により、緩やかな回

復基調で推移しておりましたが、欧州債務危機や中国経済の減速懸念に加え、不安定な為替動向など、先行きは依

然不透明な状態が継続しております。 

当第３四半期連結累計期間の主な事業概況につきまして、営業収入は、当社アーティストによるコンサート、出

演や演出を手がける舞台公演など付随するグッズ販売も含め、ライブエンターテインメント活動を積極的に展開し

好調であり主要な増収要因になりました。 

営業利益につきましては、上記ライブエンターテインメント活動が好調であり、特に舞台公演の規模や稼働率が

大幅に上昇したことに加え、新譜ＣＤ発売による印税収入や音楽ＤＶＤ販売実績が好調に推移したことなどにより

増益となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は営業収入256億４千２百万円（前年同四

半期比3.3％増）、営業利益36億９千万円（前年同四半期比28.8％増）、経常利益37億８千８百万円（前年同四半

期比34.0％増）、四半期純利益22億６千８百万円（前年同四半期比41.1％増）と好調に推移いたしました。 

  

セグメントの業績は、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、桑田佳祐、福山雅治、ポルノグラフィティ、Ｐｅｒｆｕｍｅ、ｆｌｕｍｐｏｏｌなどの

コンサートや、地球ゴージャス、ＴＥＡＭ ＮＡＣＳなど所属アーティストが出演や演出を手がける舞台公演やグ

ッズ販売など、ライブエンターテインメント活動を積極的に展開し好調でありました。なかでも、舞台公演の規模

や稼働率が大幅に上昇し、主要な増益要因となりました。さらに、桑田佳祐のアルバム発売による印税収入や、福

山雅治ライブＤＶＤの販売、多様なアーティストによるＣＭ収入も好調に推移いたしました。 

この結果、営業収入205億６千８百万円（前年同四半期比8.4％増）、セグメント利益36億５千３百万円（前年同

四半期比33.0％増）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、ＤＶＤ販売におきまして、洋画「三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船」、

佐藤健主演邦画「るろうに剣心」、吉高由里子出演邦画「カイジ２～人生奪回ゲーム～」、大泉洋主演邦画「しあ

わせのパン」などの作品が堅調でありましたが、前年同四半期に比べヒット作品が少なかったことにより減収減益

となりました。 

この結果、営業収入34億７千５百万円（前年同四半期比19.1％減）、セグメント利益１億５千７百万円（前年同

四半期比50.4％減）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、福山雅治、ＢＥＧＩＮ、ポルノグラフィティ、Ｐｅｒｆｕｍｅ

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ましたが、Ｐｅｒｆｕｍｅのベストアル

バム発売があり好調であったことや、著作権印税、原盤印税なども堅調でありました。 

この結果、営業収入15億９千８百万円（前年同四半期比3.2％増）、セグメント利益４億４千７百万円（前年同

四半期比10.6％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は248億７千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億８千３百万円

増加いたしました。主な要因としましては、減価償却費の計上による固定資産「有形固定資産」及び「無形固定資

産」の減少要因などはありましたが、営業活動に伴う流動資産「受取手形及び営業未収入金」の増加、流動資産

「商品及び製品」の増加要因などが上回り、全体としては増加しております。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は94億７千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億２千４百万円増加

いたしました。主な要因としましては、流動負債「未払法人税等」の支払による減少要因などはありましたが、営

業活動に伴う流動負債「営業未払金」の増加要因などが上回り、全体としては増加しております。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は153億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億５千８百万円 

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

す。この結果、自己資本比率は60.4％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

㈱アミューズ（4301）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－ 2 －



（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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65億９千２百万円

となり、前連結会計年度末と比較して14億３千４百万円の減少となりました。 

当第３四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＞ 

営業活動の結果獲得した資金は10億１千４百万円（前年同四半期は32億９千２百万円の獲得）となりました。 

これは、主に営業債権の増加及び法人税等の支払額に伴う資金減少要因等はありましたが、税金等調整前四半期

純利益及び営業債務の増加に伴う資金増加要因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20億７千８百万円（前年同四半期は２億７千５百万円の使用）となりました。 

これは、主に定期預金の預入による支出及び子会社株式の取得による支出に伴う資金減少要因等によるものであ

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３億７千万円（前年同四半期は２億１千３百万円の使用）となりました。 

これは、主に配当金の支払額及び少数株主への配当金の支払額に伴う資金減少要因等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期の業績につきましては、桑田佳祐の大型全国ツアーをはじめ、福山雅治、ポルノグラフィティ、ＢＥ

ＧＩＮ、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫなどのコンサートツアーや若手俳優が一同に集うファン感謝祭イベントなど、幅広

い年代、ジャンルのアーティストによるライブエンターテインメント活動を積極的に実施し、それに伴うグッズ販

売なども含め、概ね予定通り推移し、営業利益以下の各利益では、通期の連結業績予想値を超える順調な進捗とな

っております。 

一方、第４四半期につきましては、第３四半期に比べ、大型のコンサートツアーやイベントなどの事業計画が減

少するため、営業利益以下の各利益のいずれも通期の業績予想数値から大きな変動はないことが見込まれることに

より、平成24年７月30日に公表いたしました通期連結業績予想の修正は行っておりません。 

  

※上記の予想は、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、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。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第３四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に与える影

響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,544,866 9,110,521

受取手形及び営業未収入金 3,754,847 6,816,015

商品及び製品 1,054,509 1,210,998

仕掛品 1,004,945 1,001,340

貯蔵品 51,008 44,025

その他 1,630,348 1,291,425

貸倒引当金 △317,520 △394,464

流動資産合計 15,723,004 19,079,862

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,054,136 999,158

土地 1,760,487 1,760,487

その他（純額） 96,209 84,156

有形固定資産合計 2,910,834 2,843,802

無形固定資産 237,568 209,805

投資その他の資産   

投資有価証券 840,928 882,385

その他 1,885,460 1,866,136

貸倒引当金 △9,319 △10,485

投資その他の資産合計 2,717,069 2,738,036

固定資産合計 5,865,471 5,791,644

資産合計 21,588,476 24,871,507
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 4,859,188 6,828,138

未払法人税等 1,196,386 667,838

役員賞与引当金 35,200 －

返品調整引当金 26,460 15,000

その他 1,012,207 889,868

流動負債合計 7,129,442 8,400,845

固定負債   

退職給付引当金 831,750 888,987

役員退職慰労引当金 16,472 16,472

その他 175,429 170,836

固定負債合計 1,023,651 1,076,296

負債合計 8,153,093 9,477,141

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 10,472,808 12,387,398

自己株式 △476,255 △478,961

株主資本合計 13,279,267 15,191,151

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,918 5,089

為替換算調整勘定 △182,198 △182,520

その他の包括利益累計額合計 △178,280 △177,431

少数株主持分 334,394 380,646

純資産合計 13,435,382 15,394,366

負債純資産合計 21,588,476 24,871,507
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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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収入 24,827,660 25,642,325

営業原価 19,395,540 19,358,716

営業総利益 5,432,120 6,283,608

返品調整引当金戻入額 11,860 11,460

差引営業総利益 5,443,980 6,295,068

販売費及び一般管理費 2,578,126 2,604,252

営業利益 2,865,853 3,690,816

営業外収益   

受取利息 4,696 7,044

受取配当金 2,393 1,856

持分法による投資利益 9,349 28,099

為替差益 － 51,786

受取手数料 10,018 11,231

その他 2,448 2,806

営業外収益合計 28,906 102,826

営業外費用   

事業組合投資損失 28,941 4,124

為替差損 30,839 －

その他 7,382 1,284

営業外費用合計 67,163 5,408

経常利益 2,827,596 3,788,233

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,250

特別利益合計 － 3,250

特別損失   

投資有価証券評価損 － 24,600

特別損失合計 － 24,600

税金等調整前四半期純利益 2,827,596 3,766,882

法人税、住民税及び事業税 1,213,491 1,459,178

法人税等調整額 △48,528 △14,108

法人税等合計 1,164,963 1,445,070

少数株主損益調整前四半期純利益 1,662,633 2,321,812

少数株主利益 54,699 52,893

四半期純利益 1,607,933 2,268,919
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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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,662,633 2,321,812

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35 1,171

為替換算調整勘定 △15,809 △322

その他の包括利益合計 △15,844 848

四半期包括利益 1,646,788 2,322,661

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,592,089 2,269,768

少数株主に係る四半期包括利益 54,699 52,893
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 2,827,596 3,766,882

減価償却費 158,803 155,645

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46,684 78,110

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,660 △35,200

返品調整引当金の増減額（△は減少） △11,860 △11,460

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,068 57,237

受取利息及び受取配当金 △7,089 △8,901

持分法による投資損益（△は益） △9,349 △28,099

事業組合投資損益（△は益） 28,941 4,124

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,250

投資有価証券評価損益（△は益） － 24,600

営業債権の増減額（△は増加） △1,526,203 △3,061,168

たな卸資産の増減額（△は増加） 234,059 △145,901

営業債務の増減額（△は減少） 2,422,275 1,968,950

未払消費税等の増減額（△は減少） 59,960 △132,015

その他の流動資産の増減額（△は増加） △95,031 305,689

その他の流動負債の増減額（△は減少） 176,243 △17,848

その他 △35,362 50,117

小計 4,294,075 2,967,514

利息及び配当金の受取額 4,248 5,489

法人税等の支払額 △1,005,448 △1,976,970

法人税等の還付額 － 18,639

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,292,875 1,014,672

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △19,580 △16,724

有形固定資産の売却による収入 8,279 －

無形固定資産の取得による支出 △38,482 △19,805

投資有価証券の取得による支出 △216,200 △15,550

投資有価証券の売却による収入 9,487 14,250

子会社株式の取得による支出 △14,551 △31,590

貸付けによる支出 △2,500 △86,074

貸付金の回収による収入 3,955 83,045

その他 △5,571 △5,981

投資活動によるキャッシュ・フロー △275,165 △2,078,431

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △495 △2,705

自己株式の売却による収入 105 －

配当金の支払額 △182,439 △352,784

少数株主への配当金の支払額 △15,786 △6,642

その他 △14,808 △8,230

財務活動によるキャッシュ・フロー △213,423 △370,363

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,466 △207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,794,820 △1,434,329

現金及び現金同等物の期首残高 5,783,607 8,026,411

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,578,427 6,592,081
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△603,125千円には、セグメント間取引消去6,618千円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△609,743千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△567,129千円には、セグメント間取引消去17,158千円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△584,288千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

アーティスト 
マネージメント

事業 

メディア 
ビジュアル 

事業 

コンテンツ 
事業 

計 

営業収入   

外部顧客への

営業収入 
 18,982,076  4,297,244  1,548,340  24,827,660  －  24,827,660

セグメント間
の内部営業収
入又は振替高 

 38,632  256,235  115,888  410,755  △410,755  －

計  19,020,708  4,553,479  1,664,228  25,238,416  △410,755  24,827,660

セグメント利益  2,747,576  316,670  404,731  3,468,978  △603,125  2,865,853

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

アーティスト 
マネージメント

事業 

メディア 
ビジュアル 

事業 

コンテンツ 
事業 

計 

営業収入   

外部顧客への

営業収入 
 20,568,066  3,475,709  1,598,549  25,642,325  －  25,642,325

セグメント間
の内部営業収
入又は振替高 

 46,582  347,547  70,199  464,328  △464,328  －

計  20,614,648  3,823,256  1,668,748  26,106,653  △464,328  25,642,325

セグメント利益  3,653,361  157,010  447,573  4,257,945  △567,129  3,690,816
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