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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第33期

第２四半期
連結累計期間

第34期
第２四半期
連結累計期間

第33期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (百万円) 61,189 34,279 135,469

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △1,187 △2,557 3,017

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △1,762 △3,289 △1,102

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △1,433 △732 △36

純資産額 (百万円) 49,122 47,201 49,449

総資産額 (百万円) 119,112 113,089 120,414

１株当たり四半期(当期)純損失金額(△) (円) △40.60 △75.53 △25.39

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 38.5 38.9 38.2

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △4,961 △4,998 △4,032

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △1,702 △1,362 △3,444

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 3,308 6,857 2,659

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 19,386 18,447 17,956
 

 

回次
第33期

第２四半期
連結会計期間

第34期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △32.59 △36.36
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 従業員持株会信託型ESOP信託口に残存する当社株式は、１株当たり四半期(当期)純損失金額の算定上、期中平

均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半

期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(音楽事業)

当第２四半期連結会計期間において、エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱を設立し、連結子会

社としております。

(その他)

当第２四半期連結会計期間において、エイベックス・ビジネス・ディベロップメント㈱を設立し、連結子会

社としております。

なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細については、「第

４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項(セグメント情報等)　セグメント情報」の「２　報告セグ

メントの変更等に関する事項」をご参照ください。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクは、以下のとおりであります。なお、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当社グループが判断したものであります。

 
(新型コロナウイルス感染症拡大・長期化による事業リスク)

今後の経営環境につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状況が続くと見込

まれており、感染症の拡大・長期化が国内外の経済を更に下振れさせるリスクも懸念されます。また、企業収

益の減少や雇用情勢の悪化による個人消費の急速な減少により、業績への影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、新型コロナウイルスの影響が長期化した場合を想定した資金計画に基づき、固定費用の圧

縮や金融機関との協議を実施し、事業資金を確保できる体制を構築しております。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1) 経営成績の状況

当社グループが属するエンタテインメント業界の環境としましては、音楽ビデオを含む音楽ソフトの生産金

額が前年同期比20.5％減の1,202億81百万円(2020年１月～８月。一般社団法人日本レコード協会調べ)、有料音

楽配信売上金額が前年同期比11.0％増の377億58百万円(2020年１月～６月。一般社団法人日本レコード協会調

べ)となりました。映像関連市場につきましては、映像ソフトの売上金額が前年同期比7.3％減の943億99百万円

(2020年１月～８月。一般社団法人日本映像ソフト協会調べ)となったものの、映像配信市場は、映像配信サー

ビスの強化や、テレビデバイス対応及び5Gの普及等ユーザーの利便性に繋がる環境の変化を踏まえ、今後も拡

大することが予想されます。

このような事業環境の下、当社グループでは中長期的な成長を実現するために、強いIPの創造に向けて、

アーティスト・タレントの発掘・育成及びアニメ・映像作品やゲーム等の企画・開発、テクノロジーを活かし

た新たなビジネスの追求、国内外の有望なパートナーとの連携による事業開発を進めてまいりました。

当第２四半期連結累計期間の経営成績としましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴うライ

ヴ・イベントの開催自粛の影響により、売上高は342億79百万円(前年同期比44.0％減)、営業損失は22億29百万

円(前年同期は営業損失６億88百万円)となりました。また、ライヴ・イベントの開催を自粛したこと等による

損失及び従業員に対して支給した休業補償として、災害による損失を計上したことにより、親会社株主に帰属

する四半期純損失は32億89百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失17億62百万円)となりまし

た。
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セグメントの経営成績は、以下のとおりであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第

２四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

 
① 音楽事業

ライヴ・イベントの開催自粛の影響や音楽パッケージ作品販売数の減少等により、売上高は184億54百万

円(前年同期比58.0％減)、営業損失は22億18百万円(前年同期は営業損失20億58百万円)となりました。

 

② アニメ・映像事業

イベント関連の売上やアニメ・映像パッケージ作品販売数が減少したこと等により、売上高は48億64百

万円(前年同期比26.0％減)、営業利益は１億４百万円(前年同期比64.2％減)となりました。

 

③ デジタル・プラットフォーム事業

E-コマースの売上が減少したこと等により、売上高は118億60百万円(前年同期比31.0％減)、営業利益は

８億49百万円(前年同期比54.5％減)となりました。

 
④ テクノロジー事業

売上高は８億９百万円(前年同期比71.9％増)、営業損失は６億99百万円(前年同期は営業損失５億５百万

円)となりました。

 
⑤ その他

その他の事業の売上高は19億60百万円(前年同期比18.7％増)、営業損失は２億60百万円(前年同期は営業

損失２億77百万円)となりました。

 
(2) 財政状態の分析

当第２四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73億24百万円減少し、1,130億89

百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が72億27百万円減少したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて50億76百万円減少し、658億87百万円となりました。これは主に、短期借

入金が100億円増加したものの、未払金が106億83百万円、流動負債の「その他」が35億１百万円及び長期借入

金が14億62百万円それぞれ減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて22億47百万円減少し、472億１百万円となりました。これは主に、その

他有価証券評価差額金が20億66百万円増加したものの、利益剰余金が43億78百万円減少したことによるもので

あります。
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(3) 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。)は、184億47百万円(前年同

期は193億86百万円)となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、△49億98百万円(前年同期は△49億61百万円)となりました。これは

主に、売上債権の減少72億28百万円及び減価償却費14億７百万円により資金が増加したものの、未払金の減少

109億93百万円及び税金等調整前四半期純損失31億20百万円により資金が減少し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・フローは、△13億62百万円(前年同期は△17億２百万円)となりました。これは

主に、無形固定資産の取得による支出12億４百万円により資金が減少したことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、68億57百万円(前年同期は33億８百万円)となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出15億47百万円及び配当金の支払額10億89百万円により資金が減少したもの

の、短期借入金の増加100億円により資金が増加したことによるものであります。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 184,631,000

合計 184,631,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年11月６日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 45,343,500 45,343,500
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
100株

合計 45,343,500 45,343,500 － －
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年７月28日 119 45,343 51 4,443 51 5,290
 

(注)　譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。

発行価格　　102百万円

資本組入額　 51百万円

割当先　　　当社業務執行取締役３名
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(5) 【大株主の状況】

2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行㈱
(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3 2,452 5.62

㈱マックス2000 東京都大田区 2,300 5.27

㈲ティーズ・キャピタル 東京都港区 2,250 5.15

㈱サイバーエージェント 東京都渋谷区宇田川町40-1 2,000 4.58

3D OPPORTUNITY MASTER FUND
(常任代理人:香港上海銀行東京支
店) 

PO BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN, KY1
1104, CAYMAN ISLANDS
(東京都中央区日本橋3-11-1) 

1,426 3.27

㈱日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 1,327 3.04

小　林　敏　雄 東京都港区 1,157 2.65

㈱第一興商 東京都品川区北品川5-5-26 1,020 2.34

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG
S.A. 1300000
(常任代理人:㈱みずほ銀行決済営
業部)

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE
TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG
(東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)

874 2.00

THE BANK OF NEW YORK -
JASDECTREATY ACCOUNT
(常任代理人:㈱みずほ銀行決済営
業部)

AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN, 1040 BRUSSELS,
BELGIUM
(東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)

812 1.86

合計 － 15,621 35.78
 

(注) １ 上記のほか当社所有の自己株式1,677千株があります。なお、三井住友信託銀行㈱(従業員持株会信託型ESOP信

託口)が保有する当社株式22千株は、当該自己株式に含めておりません。

２ ㈱マックス2000は、当社代表取締役会長松浦勝人が代表取締役を務めております。

３ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)　　　　　   2,452千株

㈱日本カストディ銀行(信託口)　　　　　　　　　　　 1,327千株

４ 2020年８月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、Dalton Investments

LLCが2020年８月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2020年９月30日

現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は、以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

Dalton Investments LLC
1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N,
Santa Monica, CA 90404, USA

2,397 5.29
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 － －

1,677,800

完全議決権株式(その他)
普通株式

435,765 －
43,576,500

単元未満株式
普通株式

－ 一単元(100株)未満の株式
89,200

発行済株式総数 45,343,500 － －

総株主の議決権 － 435,765 －
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、三井住友信託銀行㈱(従業員持株会信託型ESOP信託口)が保有

する当社株式22,300株(議決権223個)及び証券保管振替機構名義の株式600株(議決権６個)がそれぞれ含まれて

おります。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式２株及び証券保管振替機構名義の株式90株がそれぞれ含まれて

おります。

 

② 【自己株式等】

2020年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)
エイベックス㈱

東京都港区南青山三丁目
１番30号

1,677,800 － 1,677,800 3.70

合計 － 1,677,800 － 1,677,800 3.70
 

(注) 三井住友信託銀行㈱(従業員持株会信託型ESOP信託口)が保有する当社株式22,300株は、上記自己株式に含めてお

りません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府

令第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020

年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 17,956 18,447

  受取手形及び売掛金 18,100 10,872

  商品及び製品 1,243 1,686

  番組及び仕掛品 4,012 3,441

  原材料及び貯蔵品 275 274

  その他 13,025 9,192

  貸倒引当金 △181 △169

  流動資産合計 54,432 43,744

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 15,282 14,931

   土地 29,770 29,770

   その他（純額） 892 798

   有形固定資産合計 45,945 45,500

  無形固定資産 4,878 4,927

  投資その他の資産   

   投資有価証券 7,490 10,227

   その他 7,699 8,718

   貸倒引当金 △31 △29

   投資その他の資産合計 15,158 18,916

  固定資産合計 65,981 69,345

 資産合計 120,414 113,089

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,470 1,411

  短期借入金 ※1  16,000 ※1  26,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※1  3,065 ※1  3,070

  未払金 21,824 11,140

  未払法人税等 632 987

  賞与引当金 503 10

  返品引当金 3,244 2,945

  ポイント引当金 43 41

  偶発損失引当金 455 455

  その他 17,210 13,708

  流動負債合計 64,449 59,772

 固定負債   

  長期借入金 ※1  4,563 ※1  3,101

  退職給付に係る負債 711 721

  その他 1,240 2,292

  固定負債合計 6,515 6,115

 負債合計 70,964 65,887
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,392 4,443

  資本剰余金 5,109 5,161

  利益剰余金 39,559 35,180

  自己株式 △3,371 △3,318

  株主資本合計 45,689 41,466

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 686 2,752

  繰延ヘッジ損益 0 0

  為替換算調整勘定 △87 △69

  退職給付に係る調整累計額 △277 △183

  その他の包括利益累計額合計 321 2,499

 新株予約権 370 373

 非支配株主持分 3,068 2,862

 純資産合計 49,449 47,201

負債純資産合計 120,414 113,089
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 61,189 34,279

売上原価 44,658 23,060

売上総利益 16,531 11,218

販売費及び一般管理費   
 広告宣伝費 2,983 1,840

 販売促進費 965 490

 従業員給料及び賞与 3,620 3,411

 賞与引当金繰入額 10 10

 退職給付費用 205 253

 その他 9,434 7,441

 販売費及び一般管理費合計 17,220 13,447

営業損失（△） △688 △2,229

営業外収益   
 受取利息 8 5

 受取配当金 5 1

 補助金収入 － 12

 受取補償金 26 －

 その他 25 32

 営業外収益合計 67 52

営業外費用   
 支払利息 34 35

 持分法による投資損失 363 292

 投資事業組合運用損 77 1

 その他 89 51

 営業外費用合計 565 380

経常損失（△） △1,187 △2,557

特別利益   
 雇用調整助成金 － 263

 投資有価証券売却益 120 －

 新株予約権戻入益 11 －

 特別利益合計 132 263

特別損失   
 減損損失 ※1  85 －

 災害による損失 － ※2  826

 投資有価証券評価損 58 －

 事業整理損 30 －

 特別損失合計 174 826

税金等調整前四半期純損失（△） △1,230 △3,120

法人税、住民税及び事業税 589 621

法人税等調整額 △393 △832

法人税等合計 196 △210

四半期純損失（△） △1,426 △2,910

非支配株主に帰属する四半期純利益 335 379

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,762 △3,289
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純損失（△） △1,426 △2,910

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △39 2,072

 繰延ヘッジ損益 0 －

 為替換算調整勘定 18 17

 退職給付に係る調整額 25 77

 持分法適用会社に対する持分相当額 △12 10

 その他の包括利益合計 △7 2,177

四半期包括利益 △1,433 △732

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,769 △1,111

 非支配株主に係る四半期包括利益 335 379
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９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損失（△） △1,230 △3,120

 減価償却費 1,664 1,407

 災害による損失 － 826

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,248 △492

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 54 119

 受取利息及び受取配当金 △14 △6

 支払利息 34 35

 持分法による投資損益（△は益） 363 292

 受取補償金 △26 －

 売上債権の増減額（△は増加） 2,026 7,228

 たな卸資産の増減額（△は増加） 455 130

 未払金の増減額（△は減少） △2,292 △10,993

 その他 △3,417 △84

 小計 △3,629 △4,657

 利息及び配当金の受取額 27 6

 利息の支払額 △34 △36

 補償金の受取額 26 －

 法人税等の還付額 985 128

 法人税等の支払額 △2,336 △439

 営業活動によるキャッシュ・フロー △4,961 △4,998

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 △193 △64

 無形固定資産の取得による支出 △1,485 △1,204

 投資有価証券の取得による支出 △197 △30

 貸付けによる支出 △27 －

 その他 200 △63

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,702 △1,362

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） 6,500 10,000

 長期借入れによる収入 － 90

 長期借入金の返済による支出 △1,534 △1,547

 リース債務の返済による支出 △32 △23

 自己株式の取得による支出 － △0

 自己株式の処分による収入 34 31

 非支配株主からの払込みによる収入 50 －

 配当金の支払額 △1,085 △1,089

 非支配株主への配当金の支払額 △623 △604

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,308 6,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 △89 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,446 490

現金及び現金同等物の期首残高 22,832 17,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  19,386 ※1  18,447
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

当第２四半期連結会計期間において、エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱及びエイベックス・ビ

ジネス・ディベロップメント㈱を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

 
(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、当社グループ従業員の労働意欲の向上や経営参画を促すとともに、株式価値の向上を目指した経営を

一層推進することにより中長期的な企業価値を高めることを目的とし、当社グループ従業員へのインセンティ

ブ・プラン(以下、「当プラン」という。)として「従業員持株会信託型ESOP」(以下、「ESOP信託口」という。)

を2017年８月に再導入しております。

１　取引の概要

当プランでは、「エイベックス社員持株会」(以下、「当社持株会」という。)へ当社株式を譲渡していく

目的で設立するESOP信託口が当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得して、信託の設定後約５

年間にわたり当社持株会への売却を行います。

 当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。従っ

て、信託口が保有する当社株式を含む資産及び負債並びに損益については、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上してお

ります。

２　信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度87百万円、57千株、当

第２四半期連結会計期間33百万円、22千株であります。

３　総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度107百万円、当第２四半期連結会計期間75百万円

 
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)

当第２四半期連結累計期間までの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の現状を考慮し、前連結会計年度の有

価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)に記載した新

型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響時期等を含む仮定について、見直しを行いました。

その結果、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は、2021年３月期の一定期間継続し、その後は緩

やかに回復していくと仮定し、会計上の見積りを行っております。

 
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設

されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項

目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務

対応報告39号　2020年３月31日)第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第28号　2018年２月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、

改正前の税法の規定に基づいております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 財務制限条項

当社が取引銀行５行と締結しているコミットメントライン契約(極度額36,000百万円)及び取引銀行２行と締結

している融資契約15,000百万円については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の

部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されてお

ります。

財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

 前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
 (2020年３月31日) (2020年９月30日)

短期借入金(コミットメントライン契約
による借入金)

16,000 26,000

長期借入金 7,500 6,000

(うち、１年内返済予定の長期借入金) (3,000) (3,000)

合計 23,500 32,000
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 減損損失

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 場所 種類 減損損失(百万円)

事業用資産
(その他事業)

東京都 ソフトウエア仮勘定 85
 

当社グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業用資産については管理会

計上の区分を基礎として継続的に収支の把握を行っている単位で資産のグルーピングを行っております。

事業用資産(その他事業)については、当初想定されたスケジュールで回収が見込めなくなったことから、

上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して

おります。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込めないことから零と

して評価しております。

 
※２ 災害による損失

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、ライヴ・イベントの開催を自粛したこと等による損失及び

従業員に対して支給した休業補償であります。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のと

おりであります。

(単位：百万円)

 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
 (自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

 至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)

現金及び預金 19,386 18,447

現金及び現金同等物 19,386 18,447
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月21日

定時株主総会
普通株式 1,085 25.00 2019年３月31日 2019年６月24日 利益剰余金

 

(注) 2019年６月21日定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株会信託型ESOP信託口が保有する当社株式

に対する配当金２百万円が含まれております。

 
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月７日

取締役会
普通株式 1,088 25.00 2019年９月30日 2019年12月５日 利益剰余金

 

(注) 2019年11月７日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株会信託型ESOP信託口が保有する当社株式に対

する配当金２百万円が含まれております。

 

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,088 25.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

 

(注) 2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株会信託型ESOP信託口が保有する当社株式

に対する配当金１百万円が含まれております。

 
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月５日

取締役会
普通株式 1,091 25.00 2020年９月30日 2020年12月３日 利益剰余金

 

(注) 2020年11月５日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株会信託型ESOP信託口が保有する当社株式に対

する配当金０百万円が含まれております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

        (単位：百万円)

 報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 音楽事業
アニメ・
映像事業

デジタル・
プラット
フォーム事

業

テクノロ
ジー事業

小計

売上高          

外部顧客への売上高 37,164 5,316 17,161 470 60,112 1,076 61,189 － 61,189

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,781 1,256 17 － 8,054 574 8,629 △8,629 －

合計 43,945 6,572 17,179 470 68,167 1,651 69,819 △8,629 61,189

セグメント利益又は損
失(△)

△2,058 291 1,867 △505 △405 △277 △682 △6 △688
 

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△６百万円は、セグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

        (単位：百万円)

 報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 音楽事業
アニメ・
映像事業

デジタル・
プラット
フォーム事

業

テクノロ
ジー事業

小計

売上高          

外部顧客への売上高 16,433 3,890 11,822 809 32,955 1,323 34,279 － 34,279

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,021 973 37 － 3,032 636 3,669 △3,669 －

合計 18,454 4,864 11,860 809 35,988 1,960 37,949 △3,669 34,279

セグメント利益又は損
失(△)

△2,218 104 849 △699 △1,963 △260 △2,223 △5 △2,229
 

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△５百万円は、セグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 
２　報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「音楽事業」、「アニメ・映像事業」、「デジタル

事業」、「海外事業」、「テクノロジー事業」及び「その他」から、「音楽事業」、「アニメ・映像事業」、

「デジタル・プラットフォーム事業」、「テクノロジー事業」及び「その他」に変更しております。

なお、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な後発事象)(セグメント区分の変更)に記載した変更後の報

告セグメントのうち「マネジメント事業」につきましては、量的基準に従って報告セグメントの見直しを行

い、「音楽事業」に含めております。

また、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記

載しております。
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３　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

(固定資産に係る重要な減損損失)

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

       (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計
 音楽事業

アニメ・
映像事業

デジタル・プ
ラットフォー

ム事業

テクノロジー
事業

小計

減損損失 － － － － － 85 － 85
 

(注) 「その他」の金額は、電子決済事業に係るものであります。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

 １株当たり四半期純損失金額(△) △40.60円 △75.53円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) △1,762 △3,289

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)(百万円)

△1,762 △3,289

普通株式の期中平均株式数(千株) 43,398 43,547

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

(注) １ 従業員持株会信託型ESOP信託口に残存する当社株式は、１株当たり四半期純損失金額の算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純損失金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期

間99千株、当第２四半期連結累計期間41千株であります。

　　 ２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損

失であるため、記載しておりません。
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(重要な後発事象)

(希望退職制度の実施)

当社は、2020年11月５日開催の取締役会において、希望退職制度の実施による退職者の募集を行うことを決議

いたしました。

１　希望退職制度を実施する理由

当社グループでは、中長期でのさらなる成長に向けた取組みを、今後さらにスピード感を持って進めてい

くため、企業体質の強化と将来を見据えた適正な人員体制を構築することを目的として、この度希望退職制

度の実施による退職者の募集を行うことといたしました。

２　希望退職制度の概要

(1) 募集対象者　音楽事業の一部及び全社間接部門に在籍する40歳以上の社員

(2) 募集人数　　100名程度

(3) 募集期間　　2020年12月10日から2020年12月21日

(4) 退職日　　　2021年３月31日

(5) 優遇措置　　特別退職加算金の支給及び希望者への再就職支援

３　今後の見通し

希望退職制度の実施に伴い発生する特別退職加算金等を、特別損失として計上する予定ですが、現時点で

は応募者数等が未定であるため、業績に与える影響額は未定としております。

 
２ 【その他】

第34期(2020年４月１日から2021年３月31日まで)中間配当について、2020年11月５日開催の取締役会におい

て、2020年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、以下のとおり中間配当を行うことを決議いたしまし

た。

(1) 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　 　  1,091百万円

(2) １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　   　 25.00円

(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日      2020年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年11月５日
 

エイベックス株式会社

取締役会  御中
 

 

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 後   藤   英   俊 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原   　   康   二 印

 

 
 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエイベックス株

式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計

算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、エイベックス株式会社及び連結子会社の2020年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以 上
 

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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