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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月1日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 8,106 (  4.0) 935 (△32.5) 848 (△35.3)

17年３月期 7,792 (  3.6) 1,384 (   1.2) 1,311 (   7.2)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 292 (△47.6) 4,366 92 4,337 30 3.9 5.1 10.5

17年３月期 557 ( 　1.7) 9,288 13 9,032 46 8.4 8.5 16.8

（注）①持分法投資損益 18年３月期 　　－百万円 17年３月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期      66,879.44株 17年３月期 60,050.83株

③会計処理の方法の変更 有

　当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。これによる損益に与える影響はありま
せん。

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 17,035 7,884 46.3 117,659 88

17年３月期 16,437 7,096 43.2 112,990 76

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期       67,014.00株 17年３月期 62,804.00株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 2,040 △3,872 1,538 2,105

17年３月期 1,919 △503 96 2,399

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 4,019 112 401

通　期 8,315 412 572

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 8,547円　54銭

※　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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

上記予想に関する事項は添付資料の３．経営成績および財政状態を参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社と子会社１社（株式会社スターキャット・エンタープライズ）で構成され、有線テレビジョン

放送事業及び電気通信事業を主たる業務とし、さらに各事業に関する設置工事・保守並びに映画興行事業を行っており

ます。

　当社グループの収益部門の位置付けは次のとおりであります。

(1）放送サービス事業

　当社グループは、受信者(加入者)に対して、ＮＨＫ・民放各社の番組を再送信するほか、当社が番組供給会社から

購入した専門番組及び自社で制作した番組を配信しており、配信に対しては「月額利用料」を徴収しております。

　また、加入に際しては「加入料」のほか、受信のために必要な工事の対価として「工事料」を徴収しております。

なお、加入者から徴収する工事料のほか、「電波障害改善業務」の対価としての工事料がありますが、これは、高層

建造物等の影響によるテレビ電波受信障害世帯における受信障害改善工事に関するもので、原因となる高層建造物等

の建築主からの委託により実施しているものであります。

　このほか、当社が配信する自社制作番組並びに毎月発刊する番組案内誌への広告営業も行っており、広告主から「広

告掲載料」を収受しております。

(2）通信関連事業

　当社グループは、ケーブルテレビ放送用のインフラを利用し、インターネット接続サービス（専用役務）及びＩＰ

電話サービスを提供しております。サービスの提供に対しては「月額利用料」を徴収するほか、当初の接続に係る「登

録料」、「工事料」を収受しております。

　また、主に法人を対象にネットワークの提供や、他電気通信事業者の回線リセール等の事業展開も行なっており、

これらサービスの提供に関しては、「月額利用料」を徴収するほか、当初の導入に関わる「工事料」を収受しており

ます。

(3）映画興行事業

　当社グループは、子会社において興行事業を映画館３館６スクリーン体制で運営しております。

映画の上映のみならず、地域情報の発信やイベントの開催、当社サテライトスタジオの設置、プロモーション活動を

行うなど、魅力ある拠点として活用しております。

-2-



　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

［事業系統図］
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（注）　平成18年４月20日以降、子会社による工事、保守・管理は外注し、新たに広告営業業務を子会社へ業務委託致し

ました。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、ますます進展する高度情報化時代を背景に、「安定したセキュリティの高い“インフラ”及び地

域のニーズに沿った“コンテンツ”の提供を通じて、地域社会を豊かにすること」を経営の基本理念としております。

規模と密度の備わった豊かなマーケットを対象に、「放送サービス事業」及び「通信サービス事業」を展開し、事業

規模の拡大と継続的な発展を目指してまいります。

　今後も、多様化するニーズに対応するため、「オールインワン」あるいは「ワンストップ」サービスとしての利便

性に富んだ新しいサービスを創造し、「生活情報統合メディア」としての存在意義を高めてまいります。

　株主・投資家・お客様・取引先・従業員・地域社会からの期待を企業価値向上のサイクルに取り込み、調和のとれ

た透明性の高い事業運営を実践し、持続可能な成長を目指してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営上の重要な政策の一つと考え、財務体質の強化や将来の事業展開に

必要な内部留保の確保を念頭におきながら、安定的な配当を実施することとしております。

　内部留保金につきましては、当社事業分野における技術革新や事業環境の変化に対応するため、また市場競争力の

確保・収益力向上のための事業用設備への再配分、及び研究開発に活用していく所存であります。

　このような方針により、当連結会計年度におきましては普通配当を１株につき1,200円、特別配当を１株につき450

円、合わせて利益配当金として1,650円の配当を予定いたしております。

　今後は、当社の財務状況、業績推移及び配当性向等を総合的に勘案し、株主に対する利益還元に努力してまいりま

す。なお、会社法施行後の当社の配当方針につきましては、従来どおりの方針を継続し、変更はしない予定であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、投資単位の引下げが株式の流動性を向上させ、投資家層拡大のための有効な施策であると認識し

ております。今後も株価動向、株式市況等を勘案しながら継続的に検討していく予定であります。

　株式分割（無償交付）は、平成14年11月に１：２、平成16年11月に１：３で実施しております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループの主たる収益基盤は、サービス利用者から収受する利用料であり、その利用者の増加数、加入率、並

びに一加入者当たりの利用料単価の向上が企業価値を高める重要な指標の一つとして位置付けております。　　　　

　また、これらを基盤とした収益性・成長性の指標である、経常利益率の向上が最も重要であると認識しております。

(5）中長期的な経営戦略

　高度情報化時代は、ＩＴ（インフォメーション・テクノロジー）からＩＣＴ（インフォメーション・コミュニケー

ション・テクノロジー）へと変革しつつあります。この新たに加わった“Ｃ”「コミュニケーション」を兼ね備えた

双方向サービスの追及と、「ワンストップ」あるいは「オールインワン」による利便性の高いサービス提供を通じ、

「コミュニケーションメディア」への更なる成長を目指してまいります。

　会社設立以来、長年にわたりケーブルネットワークインフラ（伝送路施設）を構築し、事業フィールドの拡大と利

用者数の増加に努めてまいりました。

　「多チャンネル放送サービス」「インターネット接続サービス」「ＩＰ電話サービス」これら３つのサービスを同

時に提供可能なインフラ設備が当社最大の経営資源であり、この特有の経営資源を最大限に活用し、更に進化させた

今後の事業展開を下記のように計画しております。

①　放送サービス事業

　放送メディア全般のデジタル化が進展する中、従来のアナログサービスからデジタルサービスへの円滑かつ戦

略的な移行に取り組んでまいります。この名古屋圏では全国に先駆け、ほぼ全域にて「地上デジタル放送」が開始

されており、総務省の計画では、平成23年７月24日にて「地上アナログ放送」の電波が停止される予定であります。

当社グループでは、地上デジタル放送の開始と同時にサービス提供を実施し、現在では、２種類の伝送方式にてサー

ビス供給を行なっており、ユーザー所有のテレビに左右されることなく受信できる設備環境を整えております。「地

上デジタル放送」に対する認知度はまだ低い状況にありますが、アナログ放送の電波が停止されるまでの今後５ヵ

年を当社グループは重点期間として位置付け、当社インフラを利用した地上デジタル放送の受信、新規デジタル契

約増加に向け、積極的な販売促進に注力してまいります。

　アナログサービスでは提供できない新しい双方向サービスや多機能ＳＴＢ（セット・トップ・ボックス）をデジ

タルサービスに付加させることにより、利便性・機能性を向上させ、利用者数の拡大、収益向上に繋げていく予定

であります。
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②　通信関連事業

　インターネット接続サービスにおいては、「安定性」と「安全性」及び「ユーザーサポート体制」をさらに強化

し、放送サービスとの同時加入による販売促進や、新しい技術を活用した接続速度の高速化、モバイルサービスと

の融合サービスなど、付加価値サービスの実現に向けて注力していく予定であります。

③　映画興行事業

　現在、映画館３館６スクリーンにて興行事業を展開しておりますが、編成する作品の規模に応じた劇場の選択

や、長期興行など柔軟で効率的な運営を行うことにより収益向上に繋げてまいります。

(6）対処すべき課題

①　加入率の向上（営業力強化）

　当社グループの営業対象世帯数に対する接続世帯数の割合は業界平均水準にあるものの、総接続世帯数に対する

「多チャンネル契約」及び「インターネット契約」の加入率は比較的低い水準にあり、特に総接続世帯の約７割を

占める集合住宅世帯が顕著であります。

　まだ当社インフラ設備に接続されていない住宅と比べ、加入時のコスト負担が少なく部屋内の簡単な取付工事の

みですぐご利用いただける設備環境にあるため、最重点営業先と位置付け営業力を傾注しております。「営業拠点

の整備」、「営業人員の増強」を図り、地域集中販売のための営業力を強化し加入率の向上に繋げていく予定であ

ります。

②　新しい付加サービスの構築と提供

　放送のデジタル化と通信ネットワークの光化が進展する中、「放送サービス」「通信サービス」「電話サービス」

を自社所有インフラにて提供可能なケーブルテレビの普及は、今後もますます高まるものと考えておりますが、コ

ンテンツ面における「放送と通信の融合」が加速する中、競合先との競争力確保や差別化については、新たな付加

サービスと独自商品メニューの投入が必要と認識しており、またこれらの新しいサービスの提供が新規契約数の増

加や、解約防止に繋がるものと考えております。

③　インフラ設備及び関連設備の更新

　②で前述しました新しい付加サービスをユーザー宅まで提供するためには、当社インフラ設備及び関連施設の更

新が必要であり、高度インフラ設備としての整備構築を推進しております。

　なお、このインフラ設備等の更新に伴い、旧インフラ設備の除却を実施する予定であります。

④　媒体価値の向上と販売の確立

　当社グループでは紙媒体として「番組案内誌」、放送媒体として「自主制作番組（コミュニティチャンネル）」、

その他「ホームページ」、「映画館」などの自社媒体を活用して、広告掲載料及び放送料などの収益を計上してお

ります。

　総接続者数の増加に伴い、媒体としての価値は高まりつつありますが、売上全体に占める割合は当連結会計年度

実績において6.7％程度となっております。

　自社媒体それぞれの特徴や強みをミックスすることにより、地域メディアとしての確立を図り、商品力、企画提

案力、販売力の強化に繋げていく予定であります。

⑤　収益構造の改善・強化

　当社グループの収益は、「放送サービス事業」「通信関連事業」「映画興行事業」の各収入から構成されており

ますが、ここ数ヵ年の収益構造は放送サービス事業の中の「電波障害改善業務」への依存度が高い状況になってお

ります。

　引き続き、重要な収益基盤であることは否定できませんが、営業エリア内における高層住宅・商用ビル等の建設

状況（件数・規模等）に著しく受注が左右されるため、過度の収益依存に対しては慎重であるべきと考えております。

　安定収益体質を実現するためには、「多チャンネル放送サービス」、「インターネット接続サービス」の対価と

して徴収する「利用料」を伸長させることが第一であり、そのためには利用契約者数の増加が最重要課題であると

認識しており、営業力を結集して更なる高収益体質の形成に努めていきたいと考えております。

(7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況

　　当社グループは、業務執行及び内部管理体制に関する社内規程として業務分掌規程、職務権限規程等を整備して

おり、各部門、各職位が明確な権限と責任をもって業務を遂行しております。

　また、関連規程が正常かつ効果的に運用されているかを検証し、改定の必要性についての検討も定期的に行って

おります。内部監査体制については経営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的に、社長直轄の
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監査部門を設置しております。内部監査規程に基づき事業年度ごとに監査方針及び監査テーマを立案し、被監査部

門に対して監査を行っております。監査実施後は、監査調書及び報告書を作成し社長に報告するとともに、被監査

部門に対して適宜、改善指示書を提示し、改善計画書の提出を求め、内部管理体制の強化に努めております。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　具体的な実施状況は下記のとおりであります。

　期初に策定した監査計画に基づき、９月と11月に業務監査を実施いたしました。

　前述の業務監査とは別に、個人情報保護の運用状況を確認するため、８月と３月の２回セキュリティ監査を実施

しております。いずれも監査報告書を作成し社長に報告するとともに、適宜改善指導を行っております。

３．経営成績および財政状態

(1）当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な内需の拡大や輸出の回復を背景に企業収益が向上し、雇用環境にも

大幅な改善がみられました。それに伴い、個人消費も堅調に推移し、景気は緩やかな上昇基調を維持しております。

　このような中、当社が属する放送・通信分野においては、総務大臣直轄の「通信と放送の在り方に関する懇談会」

が開催されるなど、業界全体の先行きに不透明感を残す状況にあります。このような環境の下、当社の放送サービス

事業については、平成17年４月に北部営業所を開設、営業員の増員、デジタル新メニューの投入など積極的な販売促

進活動に努め、12月には総接続世帯数が40万世帯を突破いたしました。

　また、通信関連事業については、期初から放送サービスとのセット割引を開始、９月にはビギナー向けに低額メ

ニューを投入するなど、利用者数の拡大に努めてまいりました。

　子会社が行う映画興行事業におきましては、平成17年12月に、名古屋市内中心部に３スクリーンを新設し計６スク

リーンによる興行運営を開始いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績については、連結売上高は8,106,207千円（前年同期比4.0％増）、売上原価は

4,972,211千円（同8.6％増）、販売費及び一般管理費は、2,198,804千円（同20.1％増）、経常利益は848,045千円

（同35.3％減）、当期純利益は292,057千円（同47.6％減）となりました。

(2）セグメント別の状況

（放送サービス事業）

　年間を通して各種販売促進を展開しながら営業活動に努めた結果、総接続世帯数は413,808世帯となり前連結会計

年度末から31,322世帯の増加（増加率8.2％）、また、多チャンネル放送サービスの利用世帯は78,782世帯となり、

前連結会計年度末から3,909世帯の増加（増加率5.2％）となりました。

　電波障害改善業務による売上高は、大型案件の受注が減少傾向にあり、前期比で約20％の減収となりました。ま

た、広告掲載料をはじめとした媒体関連については、総接続世帯数及び放送サービス加入世帯数の増加から広告媒

体としての価値が高まったことにより受注数が増加しました。これにより、放送サービス事業による売上高は

6,582,399千円（前年同期比3.4％増）となっております。

(通信関連事業)

　インターネット接続サービスにおいては、専用モデムの設置台数が当連結会計年度末現在で41,583台となり、前

連結会計年度末から2,584台の増加（増加率6.6％）となりました。

　また、放送サービスと通信サービスの両サービスをご契約いただいている世帯は、当連結会計年度より開始した

セット割引の効果により24,247世帯となり、前連結会計年度末から2,314世帯の増加（増加率10.6％）となりました。

　これにより通信関連事業の売上高は1,156,188千円（前年同期比4.9％増）となっております。

(映画興行事業)

　当連結会計年度は主に個性的なアート系作品及び、アカデミー賞受賞作品等を編成した結果、売上高は367,619千

円（前年同期比13.2％増）となりました。
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(3）財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少、減価償却の内部留

保,借入金の増加と返済、有形固定資産の取得、法人税等の支払などによる減少を総合し前連結会計年度末に比べ

293,911千円の減少となり、当連結会計年度末には2,105,801千円となりました。

　また、当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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）

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は2,040,499千円となりました。

これは主に、固定資産の減価償却費の内部留保及び当期純利益の計上によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は3,872,932千円となりました。

これは主に、伝送路等の有形固定資産の取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は1,538,521千円となりました。

これは主に、借入金の増加によるものであります。

(4）次期の見通し

　今後の経済環境は、全般的には景気の回復局面にあると予測され、個人消費にも改善傾向が見込まれますが、当

社グループをとりまく事業環境は引き続き厳しい局面が続くものと予想されます。

　こうした環境のなか、放送サービス事業においては、地域集中営業、戸別営業を強化し新規加入者数の拡大とア

ナログ受信契約からデジタル受信契約への戦略的な移行促進、有力コンテンツ（専門番組）の導入を積極的にすす

め、収益の増加に繋げていきたいと考えます。

　これにより利用料は前期比6.9％増の4,071百万円、加入料及び工事料は前期比14.9％減の1,114百万円、電波障害

改善業務につきましては614百万円、媒体関連等で722百万円をそれぞれ見込んでおります。

　これらを統合した放送サービス事業全体での売上高は、前期比0.9％減の6,522百万円と見込んでおります。

　通信関連事業においては、引き続き放送サービスとの同時加入促進を進め、利用者数の増加に努めてまいります。

これにより通信関連事業の売上高はネットワーク事業も含め前期比7.6％増の1,244百万円と見込んでおります。

　子会社の映画興行事業においては、前期比49.0％増の547百万円と見込んでおります。

　以上により、次期の業績見通しにつきましては、連結売上高8,315百万円、経常利益412百万円、固定資産譲渡に

よる特別利益1,343百万円、旧インフラ設備の除却による特別損失755百万円を加え、当期純利益は572百万円と見込

んでおります。

(5）事業等のリスク

①新規加入者の獲得及び既存加入者の解約に関わるリスク

　新規加入者の獲得及び既存加入者の解約は、当社グループの事業規模拡大や収益性向上において最も重要な要素

であり、全収益の約５割を占める「利用料」は、加入者の増減数により大きく左右されます。当社グループは、平

成２年より放送サービスを開始、平成11年より通信サービスを開始しており、これまで順調に加入件数を伸ばして

きておりますが、今後、当社グループの予測に反して新規加入者数の減少、既存加入者の解約数が増加するなどの

事態に陥ると、当社グループの中長期的な事業計画に影響を及ぼす可能性があります。

②競合に関わるリスク

　当社グループの事業環境は、放送サービスにおいては、ＢＳ放送事業者・ＣＳ放送事業者・電気通信役務利用放

送事業者等、通信サービスにおいては、ＡＤＳＬ事業者・光インフラ事業者等と厳しい競合関係にあります。

　これら既存事業者とのさらなる競合激化や、当社グループと類似したサービスを開始する新たな事業者が市場参

入する可能性もあります。競争力確保のための宣伝活動及び、営業拠点の増設、営業員の増強などによる販売促進

コストの増加や低価格販売による収益率の低下が、当社グループの中長期的な事業計画に影響を及ぼす可能性があ

ります。

③法制度の改正に関わるリスク

　当社グループは、「有線テレビジョン放送法」、「電気通信事業法」に基づき事業運営を行なっておりますが、

今後、法改正の内容が当社グループの事業促進に制約を課すような内容、また競合事業者に対し規制緩和の方向で

改正された場合、当社グループの中長期的な事業計画に影響を及ぼす可能性があります。
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④自然災害に関わるリスク

　当社グループは、将来予測される大規模地震等の自然災害に備え、放送・通信設備等の重要機器を収容する社屋

の耐震工事や伝送路施設の二重化、データのバックアップ等の対策を講じております。しかしながら、予測を上回

る大規模災害が発生し、各種のサービス提供や顧客管理システムの停止を余儀なくされ、万が一停止期間が長期化

した場合、当社グループの事業運営に多大な影響を及ぼす可能性があります。

⑤テレビ電波受信技術に関わるリスク

　デジタル化を中心とした放送分野における技術革新は、今後もさらに加速することが予測され、将来、テレビ電

波の受信技術が飛躍的に進化し、当社グループのインフラ設備を利用しなくても受信障害が改善される場合、「電

波障害改善業務」の受注が減少する可能性があります。当社は、同売上品目への収益依存度が高いため、今後の当

社グループの事業計画に影響を及ぼす可能性があります。

⑥個人情報保護に関わるリスク

　当社は、加入者から個人情報を適切に収集し管理した上で、サービス提供を行なっております。平成15年12月17

日付けにて、財団法人日本情報処理開発協会より、「プライバシーマーク」の認定を受け、個人情報の取り扱い及

び社内体制の整備については細心の注意を払っております。しかしながら、外部からのハッキングなど、不測の事

態により個人情報が外部に漏洩するような事態に陥った場合、信用失墜による収益の減少、損害賠償等による予期

せぬ費用が発生し、当社グループの事業計画に影響を及ぼす可能性があります。

＊プライバシーマーク：個人情報保護JISQ15001 に適合したコンプライアンス・プログラムを整備し、個人情報の

取り扱いを適切に行なっている事業者に対して、経済産業省の外郭団体である財団法人日本情報処理開発協会が評

価・認定しマーク使用を許諾する制度。

４．時価発行公募増資に係る資金使途計画及び資金充当実績

　平成14年２月13日に実施した時価発行増資（調達金額1,974,000千円）の資金使途計画及び充当実績は概略以下の通り

であります。

(1）資金使途計画

　新規サービスエリアへの伝送路建設及び既設サービスエリアの高度化事業に係る投資資金に全額充当する計画であ

ります。

(2）資金充当実績

　平成14年２月13日に実施した時価発行増資の資金使途計画については、ＣＳデジタル放送のリマックス方式（デジ

タル信号多重組替・変換方式）への対応、伝送路の広帯域化、新規エリアなどへの幹線延長等、平成15年３月期に

2,912,607千円の設備投資を実施しており、概ね計画通りの充当となっております。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,399,712   2,105,801  △293,911

２．受取手形及び売掛金   1,434,835   1,722,447  287,611

３．たな卸資産   4,209   7,343  3,133

４．繰延税金資産   51,038   56,228  5,190

５．その他   71,477   221,816  150,338

６．貸倒引当金   △13,643   △14,109  △465

　　流動資産合計   3,947,630 24.0  4,099,527 24.1 151,897

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ＊１        

(1)建物及び構築物 ＊2,5  10,120,585   10,734,780  614,195

(2)機械装置及び運搬具 ＊2,5  678,905   560,033  △118,871

(3)土地 ＊２  908,328   908,328  －

(4)その他   39,633   66,019  26,386

　　有形固定資産合計   11,747,452 71.5  12,269,161 72.0 521,709

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   201,492   227,880  26,387

(2)その他   37,323   26,181  △11,141

　　無形固定資産合計   238,815 1.5  254,061 1.5 15,245

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   137,079   87,479  △49,600

(2)長期前払費用   136,419   132,225  △4,193

(3)繰延税金資産   175,932   177,534  1,602

(4)その他   63,014   26,161  △36,852

(5)貸倒引当金   △8,930   △10,167  △1,237

　　投資その他の資産合計   503,515 3.0  413,234 2.4 △90,281

　　固定資産合計   12,489,783 76.0  12,936,457 75.9 446,674

　資産合計   16,437,413 100.0  17,035,985 100.0 598,571
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   458,409   614,949  156,539

２．1年内償還予定社債 ＊２  60,000   60,000  －

３．短期借入金   600,000   900,000  300,000

４．1年内返済予定長期借
入金

＊２  1,252,250   971,794  △280,456

５．未払金   －   333,566  333,566

６．未払法人税等   211,300   29,904  △181,395

７．賞与引当金   50,790   53,974  3,184

８．設備未払金   1,937,497   302,028  △1,635,468

９．固定資産売却手付金   －   225,589  225,589

10．その他   549,890   205,052  △344,838

　　流動負債合計   5,120,137 31.1  3,696,858 21.7 △1,423,278

         

Ⅱ　固定負債         

１．社債 ＊２  1,550,000   1,390,000  △160,000

２．長期借入金 ＊２  2,518,100   3,896,306  1,378,206

３．退職給付引当金   44,907   46,162  1,255

４．役員退職慰労引当金   102,930   117,800  14,870

５．その他   5,067   3,999  △1,068

　　固定負債合計   4,221,004 25.7  5,454,267 32.0 1,233,263

　負債合計   9,341,141 56.8  9,151,126 53.7 △190,015

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ＊３  2,385,002 14.5  2,685,005 15.8 300,003

Ⅱ　資本剰余金   2,039,686 12.4  2,339,683 13.7 299,996

Ⅲ　利益剰余金   2,670,765 16.3  2,859,196 16.8 188,430

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  1,069 0.0  1,306 0.0 237

Ⅴ　自己株式 ＊４  △251 △0.0  △332 △0.0 △81

　資本合計   7,096,271 43.2  7,884,858 46.3 788,587

　負債及び資本合計   16,437,413 100.0  17,035,985 100.0 598,571
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　売上高   7,792,549 100.0  8,106,207 100.0 313,657

Ⅱ　売上原価   4,576,969 58.7  4,972,211 61.3 395,242

　売上総利益   3,215,580 41.3  3,133,995 38.7 △81,585

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊1,2  1,830,692 23.5  2,198,804 27.1 368,112

　営業利益   1,384,888 17.8  935,191 11.6 △449,697

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,268   475   △1,792

２．受取配当金  2,337   1,950   △387

３．受取賃貸料  31,808   22,831   △8,976

４．受取手数料  4,421   1,615   △2,805

５．その他  12,045 52,880 0.6 4,487 31,360 0.4 △7,558

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  91,197   75,430   △15,767

２．社債発行費  14,026   13,000   △1,026

３．支払手数料  －   14,683   14,683

４．その他  21,263 126,487 1.6 15,392 118,505 1.5 △5,870

　経常利益   1,311,281 16.8  848,045 10.5 △463,235

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  1,279 1,279 0.0 21 21 0.0 △1,258

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ＊３ 294,265   361,739   67,474

２．固定資産売却損 ＊４ 74,111   －   △74,111

３．役員退職慰労金  18,550   －   △18,550

４．その他  134 387,061 4.9 4,109 365,849 4.5 3,974

　税金等調整前当期純利益   925,499 11.9  482,217 6.0 △443,282

法人税、住民税及び事業税  384,401   197,115    

　法人税等調整額  △16,661 367,740 4.7 △6,955 190,160 2.4 △177,579

　当期純利益   557,759 7.2  292,057 3.6 △265,702
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,839,688  2,039,686 199,997

Ⅱ　資本剰余金増加高       

 　新株予約権の行使によ
る増加高

 199,997 199,997 299,996 299,996 99,999

Ⅲ　資本剰余金期末残高   2,039,686  2,339,683 299,996

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,183,002  2,670,765 487,763

Ⅱ　利益剰余金増加高       

　　当期純利益  557,759 557,759 292,057 292,057 △265,702

Ⅲ　利益剰余金減少高       

　　配当金  69,996 69,996 103,626 103,626 33,630

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,670,765  2,859,196 188,430
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 925,499 482,217 △443,282

減価償却費  1,360,364 1,431,052 70,688

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △1,034 7,393 8,428

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 8,132 3,184 △4,947

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 4,308 1,255 △3,053

役員退職慰労引当金の
増減額（減少:△）

 △65,540 14,870 80,410

受取利息及び受取配当
金

 △4,605 △2,425 2,179

支払利息  91,197 75,430 △15,767

社債発行費  14,026 13,000 △1,026

新株発行費  ― 3,020 3,020

固定資産除却損  294,265 361,739 67,474

売上債権の増減額（増
加：△）

 △141,873 △294,539 △152,665

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △16,505 156,539 173,045

前受金の増減額（減
少：△）

 △15,062 204,479 219,541

その他（純額）  △14,141 63,694 77,836

小計  2,439,031 2,520,911 81,880

利息及び配当金の受取
額

 3,277 3,754 476

利息の支払額  △91,151 △73,674 17,477

法人税等の支払額  △431,756 △410,491 21,265

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,919,400 2,040,499 121,099
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　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

 △543,254 △3,837,710 △3,294,455

有形固定資産の売却に
よる収入

 113,428 ― △113,428

無形固定資産の取得に
よる支出

 △47,579 △112,039 △64,459

長期前払費用の取得に
よる支出

 △19,900 △11,272 8,628

投資有価証券の取得に
よる支出

 △279 ― 279

投資有価証券の償還に
よる収入

 ― 50,000 50,000

その他（純額）  △5,548 38,090 43,638

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △503,134 △3,872,932 △3,369,798

Ⅲ　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(純減：△)

 100,000 300,000 200,000

長期借入による収入  300,000 2,350,000 2,050,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △1,099,540 △1,252,250 △152,710

リース債務の返済によ
る支出

 △60,448 △180,011 △119,563

社債の発行による収入  985,973 487,000 △498,973

社債の償還による支出  △60,000 △60,000 ―

配当金の支払額  △69,686 △103,114 △33,428

株式の発行による支出
 

 ― △3,020 △3,020

自己株式の取得による
支出

 △1 △81 △79

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 96,296 1,538,521 1,442,224

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額（減少：△）

 1,512,563 △293,911 △1,806,474

Ⅴ　現金及び現金同等物期首
残高

 887,148 2,399,712 1,512,563

Ⅵ　現金及び現金同等物期末
残高

＊１ 2,399,712 2,105,801 △293,911
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社の数

　１社

　連結子会社名

　株式会社スターキャット・エンタープラ

イズ

　連結子会社の数

同左

　連結子会社名

　　　　　　　　 同左

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

同左

３．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております。）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ロ　たな卸資産

番組勘定

個別法による原価法

商品

最終仕入原価法による原価法

ロ　たな卸資産

番組勘定

同左

商品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定額法

　主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　２年～40年

構築物　　　　　５年～20年

機械装置　　　　２年～15年

イ　有形固定資産

　　定額法

 主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　２年～40年

構築物　　　　　５年～20年 

機械装置　　　　２年～15年 

　なお、建物その他の固定資産の一部に

ついては、事業用借地権の賃借期間を耐

用年数とし、残存価額を零としておりま

す。

 ロ　無形固定資産

　定額法

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。

ロ　無形固定資産

　　　　　 　　　同左

 

 ハ　長期前払費用

　均等償却

ハ　長期前払費用

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ニ　繰延資産

社債発行費

支出時の費用として処理しておりま

す。

ニ　繰延資産

社債発行費

同左

 　　新株発行費 

　　　支出時の費用として処理しており

　　　ます。

　　新株発行費 

　　　           同左

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えて、一般債権に

ついては、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えて、

支給見込額のうち当連結会計年度に対応

する額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えて、当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金

資産に基づき計上しております。

なお、退職給付債務の計算については簡

便法によっております。

ハ　退職給付引当金

同左

 

 ニ　役員退職慰労引当金

  役員の退職金支給に備えて、内規に基

づく期末要支給額相当額を計上しており

ます。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるファイナンス・リース取引につ

いては、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。それ以外の

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、特例処理の要

件を満たしており、特例処理を採用して

おります。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 ハ　ヘッジ方針

　金利変動リスクの回避及び金融収支改

善のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理を採用しており、有効性の評

価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左

４．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、当連結会計年度中

に確定した利益処分に基づいて作成してお

ります。

同左

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ケ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 　　　　　　　　　　────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）

　　「設備未払金」は前連結会計年度まで流動負債の「そ

　の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

　において、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

　しました。

　　なお、前連結会計年度の「設備未払金」は348,259千円

　であります。

 ──────────

（連結貸借対照表）

　　「未払金」は前連結会計年度まで流動負債の「そ

　の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

　において、金額的重要性が増したため区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度の「未払金」は140,811千円

　であります。

 

（連結損益計算書）

　　「支払手数料」は前連結会計年度まで営業外費用の

　「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

　年度において、営業外費用の総額の100分の10を超えたた

　め区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度の「支払手数料」は2,132千円

　であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

13,150,650千円

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

          13,427,807千円

＊２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

担保資産

＊２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

担保資産

建物及び構築物 9,900,250千円 （9,642,558千円)

機械装置 578,125千円 （578,125千円)

土地 799,530千円 （124,830千円)

　計 11,277,906千円 (10,345,514千円)

建物及び構築物 10,472,933千円 (10,225,226千円)

機械装置 469,096千円 （469,096千円)

土地 799,530千円 （124,830千円)

　計 11,741,560千円 (10,819,153千円)

担保付債務 担保付債務

１年内返済予定

長期借入金

514,500千円 （342,500千円)

長期借入金 1,722,100千円 （1,360,100千円)

１年内償還予定

社債

60,000千円 （―)

社債 950,000千円 （―)

　計 3,246,600千円 （1,702,600千円)

１年内返済予定

長期借入金

482,600千円 （310,600千円)

長期借入金 2,289,500千円 (1,599,500千円)

１年内償還予定

社債

60,000千円 （―)

社債 1,390,000千円 （―)

　計 4,222,100千円 （1,910,100千円)

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに対応

債務を示しております。

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに対応

債務を示しております。

＊３．当社の発行済株式総数 普通株式 62,807.01株 ＊３．当社の発行済株式総数 普通株式 67,017.52株

＊４．自己株式数 普通株式 3.01株 ＊４．自己株式数 普通株式 3.52株

＊５．国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除

した圧縮記帳の累計額は次のとおりであります。

＊５．国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除

した圧縮記帳の累計額は次のとおりであります。

建物及び構築物 1,141,445千円

機械装置及び運搬具 59,633千円

建物及び構築物 1,127,318千円

機械装置及び運搬具 59,633千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

＊１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

＊１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売手数料 114,569千円

給与手当 558,360千円

役員報酬 103,594千円

賞与 39,482千円

退職給付費用 8,559千円

役員退職慰労引当金繰入額 25,500千円

支払手数料 173,742千円

減価償却費 115,796千円

賞与引当金繰入額 42,442千円

貸倒引当金繰入額 539千円

販売手数料 163,268千円

給与手当 452,543千円

役員報酬 112,344千円

賞与 48,830千円

退職給付費用 7,142千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,870千円

支払手数料 162,691千円

減価償却費 140,234千円

賞与引当金繰入額 50,507千円

貸倒引当金繰入額 10,929千円

＊２　一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりで

　　　あります。

 ──────────

 1,601千円   

＊３　固定資産除却損は次のとおりであります。 ＊３　固定資産除却損は次のとおりであります。

建物及び構築物 291,776千円

機械装置及び運搬具 2,488千円

建物及び構築物 361,014千円

機械装置及び運搬具 725千円

＊４　固定資産売却損は次のとおりであります。  ──────────

建物及び構築物 27,111千円

土地 47,000千円

   

   

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

＊１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高2,399,712千円は、

現金及び預金の残高と一致しております。

＊１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高2,105,801千円は、

現金及び預金の残高と一致しております。

  ２　重要な非資金取引の内容

     　新株予約権の行使によるもの

資本金の増加額  　 200,002千円

資本準備金の増加額　 199,997千円

新株予約権付社債の減少 400,000千円

  ２　重要な非資金取引の内容

     　新株予約権の行使によるもの

資本金の増加額  　 300,003千円

資本準備金の増加額　 299,996千円

新株予約権付社債の減少 600,000千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び運
搬具

241,028 99,253 141,775

その他（工具器
具備品）

52,034 24,402 27,631

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

9,089 2,871 6,218

合計 302,152 126,527 175,625

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び運
搬具

365,927 152,100 213,826

その他（工具器
具備品）

105,022 25,640 79,382

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

9,089 4,586 4,503

合計 480,039 182,326 297,712

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産等の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 63,264千円

１年超 112,360千円

合計 175,625千円

１年内 101,308千円

１年超 196,403千円

合計 297,712千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

同左

３．支払リース料、減価償却費相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 62,718千円

減価償却費相当額 62,718千円

支払リース料 86,519千円

減価償却費相当額 86,519千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 

　(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 11,000 12,800 1,800 11,000 13,200 2,200

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 11,000 12,800 1,800 11,000 13,200 2,200

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 11,000 12,800 1,800 11,000 13,200 2,200

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 74,279 74,279

社債 50,000 －

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券         

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 － － 50,000 － － － － －

(3）その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 － － 50,000 － － － － －
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は金利関連では金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを

回避する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ方針

　金利変動リスクの回避及び金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

③　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

２．取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は金利関連では金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを

回避する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ方針

　金利変動リスクの回避及び金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

③　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。
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(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

２．取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しており、子会社は退職一時金制

度を採用しております。

なお、退職給付債務及び退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務 △56,505千円 △60,900千円

(2）年金資産 11,598 14,738

(3）未積立退職給付債務（1）＋（2） △44,907 △46,162

(4）連結貸借対照表計上額純額 △44,907 △46,162

(5）退職給付引当金 △44,907 △46,162

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用

　勤務費用

退職給付費用計

 

8,806千円

8,806

 

7,345千円

7,345

　（注）　退職給付に関する費用は、全て勤務費用として表示しております。
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⑤　税効果会計

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産

リース資産の支払利息

退職給付引当金損金算入限度超過額

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額

賞与引当金損金算入限度超過額

貸倒引当金損金算入限度超過額

未払事業税

償却資産償却限度超過額

連結会社間内部利益消去

その他

繰延税金資産計

 

 

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債計

繰延税金資産の純額

 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

　流動資産－繰延税金資産

　固定資産－繰延税金資産

 

 

56,187千円

18,052

41,794

20,640

7,577

18,379

27,242

32,698

5,128

227,701

 

 

 

△730

△730

226,970

 

 

 

51,038

175,932

 

 

57,567千円

18,741

47,834

21,929

6,705

5,332

23,124

29,917

23,503

234,655

 

 

 

△893

△893

233,762

 

 

 

56,228

177,534

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適

用後の法人税等の負担率との

間の差異が法定実効税率の100

分の５以下であるため注記を

省略しております。

同左
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 
放送サービ
ス事業
（千円）

通信関連事
業
（千円）

映画興行事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,365,905 1,101,941 324,702 7,792,549 － 7,792,549

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
20,082 － 22,739 42,822 △42,822 －

計 6,385,988 1,101,941 347,442 7,835,371 △42,822 7,792,549

営業費用 5,570,321 745,791 339,652 6,655,765 △248,104 6,407,661

営業利益 815,666 356,149 7,790 1,179,606 205,282 1,384,888

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 12,823,348 1,054,112 133,535 14,010,996 2,426,416 16,437,413

減価償却費 1,250,323 87,588 8,455 1,346,366 － 1,346,366

資本的支出 2,140,123 138,875 2,049 2,281,047 － 2,281,047

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス

当社グループでは、放送サービス事業、通信サービス事業、ネットワーク事業、及び映画興行事業を行ってお

りますが、放送サービス事業及び映画興行事業を独立区分し、通信サービス事業とネットワーク事業を合わせ

て通信関連事業としております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（284,976千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,655,549千円）の主なものは、当社の余資運用資金

（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び繰延税金資産であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 
放送サービ
ス事業
（千円）

通信関連事
業
（千円）

映画興行事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,582,399 1,156,188 367,619 8,106,207 － 8,106,207

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 34,709 34,709 △34,709 －

計 6,582,399 1,156,188 402,329 8,140,916 △34,709 8,106,207

営業費用 5,884,539 849,041 440,392 7,173,973 △2,957 7,171,015

営業利益（又は営業損失） 697,859 307,146 △38,063 966,942 △31,751 935,191

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 12,325,085 1,109,006 450,504 13,884,596 3,151,388 17,035,985

減価償却費 1,268,787 133,775 19,858 1,422,420 － 1,422,420

資本的支出 1,877,973 128,519 308,606 2,315,099 － 2,315,099

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス

当社グループでは、放送サービス事業、通信サービス事業、ネットワーク事業、及び映画興行事業を行ってお

りますが、放送サービス事業及び映画興行事業を独立区分し、通信サービス事業とネットワーク事業を合わせ

て通信関連事業としております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（287,096千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,276,943千円）の主なものは、当社の余資運用資金

（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び繰延税金資産であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）において、在外拠点がないため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の被所有
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要株主 ㈱シーテック
名古屋市

瑞穂区
720,000

情報通信

設備工事
15.8

監査役

１名

当社の

工事・

設備敷

設請負

幹線設備の

敷設等
1,085,602

設備未

払金
1,058,871

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記取引に際しては、市場価格に基づき価格を設定しております。

(2）役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の被所有
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等並

びに当該会社等

の子会社

ヘラルド不動

産㈱

名古屋市

中区
100,000

不動産管

理業他
－ なし

当社の

不動産

管理

不動産管理

等
13,594 未払金 180

㈱Belle・

Chapeau

名古屋市

中区
10,000 飲食業 － なし なし 社債の保有 －

投資有

価証券
50,000

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記取引に際しては、市場価格に基づき価格を設定しております。

 また、上記２社については当社役員の近親者が、議決権の100％を直接保有しております。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の被所有
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要株主 ㈱シーテック
名古屋市

瑞穂区
720,000

情報通信

設備工事
14.8

監査役

１名

当社の

工事・

設備敷

設請負

幹線設備の

敷設等
720,754

設備未

払金
131,828

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記取引に際しては、市場価格に基づき価格を設定しております。

(2）役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の被所有
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等並びに

当該会社等の

子会社

㈱Belle・

Chapeau Asset

名古屋市

中区
100,000

不動産管

理業他
－ なし

当社の

不動産

管理

不動産管理

等
11,668 未払金 9

㈱Belle・

Chapeau

名古屋市

中区
10,000 飲食業 － なし なし 社債の償還 50,000

投資有

価証券
－

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記取引に際しては、市場価格に基づき価格を設定しております。

 また、上記２社については当社役員の近親者が、議決権の100％を直接保有しております。

３．㈱Belle・Chapeau Assetは、ヘラルド不動産㈱より社名変更しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 112,990.76円

１株当たり当期純利益金額 9,288.13円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 9,032.46円

１株当たり純資産額 117,659.88円

１株当たり当期純利益金額 4,366.92円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 4,337.30円

　当社は、平成16年11月19日付で株式１株につき３株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 103,504.49円

１株当たり当期純利益金額 9,144.41円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 557,759 292,057

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 557,759 292,057

　期中平均株式数（株） 60,050.83 66,879.44

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 　 1,699.75 456.87

　　（うち旧商法第280条ノ19第１項の規定に基

づく新株引受権） 
（933.01） （456.87）

　　（うち旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権） 
 （－） （－）

　　（うち商法第341条ノ２の規定に基づく新株

予約権付社債） 
 （766.74）  （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

 ────── 　平成17年６月28日定時株主総会

決議による新株予約権方式のス

トックオプション（株式の数

1,790株）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

（新株予約権の行使）

　当連結会計年度終了後、平成17年４月１日から平成17年

４月30日までに、当社が発行する第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債の新株予約権が行使されました。その概

要は次のとおりであります。

（1）発行した株式の種類及び数

　　　　　　　　　　　　　普通株式　　4,210.51株

（2）発行価額

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　  142,500円

（3）発行総額

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  600,000千円

（4）発行価額のうち資本へ組み入れる額

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  300,003千円

（新株予約権の発行）

　平成17年６月28日開催の定時株主総会において、商法

第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締

役・監査役・従業員及び子会社の取締役・監査役・従業員

のうち、当社の取締役会が認めた者に対して、ストックオ

プションとして新株予約権を無償にて発行することが特別

決議されました。その概要は次のとおりであります。

（1）株式の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式

（2）株式の数

　　　　　　　　　　　　　　 1,905株を上限とする

（3）行使期間

　　　　　　　　　　　　　　自　平成19年６月29日

　　　　　　　　　　　　　　至　平成27年６月28日

 ──────────
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）販売実績 （単位：千円）

前連結会計年度
（自平成16年４月１日

　　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日

　　至平成18年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％

放送サービス事業 6,365,905 81.7 6,582,399 81.2

通信関連事業 1,101,941 14.1 1,156,188 14.3

映画興行事業 324,702 4.2 367,619 4.5

合計 7,792,549 100.0 8,106,207 100.0

(2）売上原価明細書 （単位：千円）

前連結会計年度
（自平成16年４月１日

　　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日

　　至平成18年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比

％ ％

放送サービス事業 3,913,826 85.5 4,187,393 84.2

通信関連事業 471,077 10.3 510,701 10.3

映画興行事業 192,065 4.2 274,116 5.5

合計 4,576,969 100.0 4,972,211 100.0

注．生産、受注の状況につきましては、記載を省略しております。
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