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平成 １９ 年 ３ 月期   個別中間財務諸表の概要       平成１８年１１月１５日 

上 場 会 社 名 中部日本放送株式会社 上 場 取 引 所 名証第１部 

コ ー ド 番 号 ９４０２ 本社所在都道府県 愛 知 県 

（ＵＲＬ http://hicbc.com） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 夏目和良 

問合せ先責任者   役職名 取締役社長室長 氏名 大石幼一    ＴＥＬ (０５２)２５９－１３２２ 

決算取締役会開催日 平成１８年１１月１５日     配当支払開始日 平成１８年１２月８日 

単元株制度採用の有無   有（１単元１００株） 
 
１．１８年９月中間期の業績 (平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日) 
 
 (1)経営成績                               （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

百万円   ％

17,731   △4.3

18,525    0.8

百万円   ％

1,647    0.1

1,645   △23.5

百万円   ％

1,769    3.3

1,713   △42.6

18年３月期 35,895 4,088 4,065 

 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間 
（当期）純利益 

 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

百万円   ％

977    66.5

586    △79.6

円

37 

22 

銭

48 

51 

18年３月期 1,772 65 29 
 
 (注)①期中平均株式数 18年９月中間期 26,072,535株 17年９月中間期 26,073,004株  18年３月期 26,072,839株 

   ②会計処理の方法の変更   無 

   ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

 (2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

百万円 

57,598 

55,325 

百万円

43,312 

40,592 

％ 

75.2 

73.4 

円

 1,661 

 1,556 

銭

 25

 90

18年３月期 62,150 43,799 70.5  1,677  23

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期  26,072,427株 17年９月中間期  26,072,727株 18年３月期 26,072,619株 

  ②期末自己株式数  18年９月中間期   327,573株 17年９月中間期    327,273株 18年３月期    327,381株 

 

２．１９年３月期の業績予想(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 

 

通 期 

百万円

35,600 

百万円

4,000 

百万円

2,100 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 80円54銭 
 
３. 配当状況 
  

 

※上記業績予想は、発表日現在までの国内景気指標、利益計画その他のデータに基づいて作成したものです。実際

の業績は、今後生じる様々な要因によって上記予想と大きく乖離する場合があります。 

なお、当業績予想に関する事項につきましては、中間決算短信(連結)添付資料の８ページをご参照ください。 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 3.00 9.00 12.00 

19年３月期（実績） 5.00 － 

19年３月期（予想） － 11.00 
16.00 
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 添付資料 

個別中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  6,546 4,670  7,364

２ 受取手形  177 ―  48

３ 売掛金  7,875 7,738  7,552

４ 有価証券  467 196  155

５ 繰延税金資産  335 344  387

６ その他  524 776  524

  貸倒引当金  △12 ―  △11

流動資産合計  15,915 28.8 13,726 23.8 16,021 25.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 
※１ 
※２ 

9,165 9,588  9,795

(2) 機械装置 ※１ 4,576 4,573  5,115

(3) 土地 ※２ 7,165 7,160  7,165

(4) 建設仮勘定  335 441  118

(5) その他 ※１ 806 980  1,114

有形固定資産合計  22,050 39.8 22,744 39.5 23,309 37.5

２ 無形固定資産  933 1.7 866 1.5 906 1.5

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  13,368 16,478  18,471

(2) 関係会社長期貸付金  39 39  39

(3) 前払年金費用  1,496 2,124  1,759

(4) その他  2,019 1,876  1,934

   貸倒引当金  △496 △258  △292

投資その他の資産合計  16,427 29.7 20,260 35.2 21,912 35.2

固定資産合計  39,410 71.2 43,871 76.2 46,129 74.2

資産合計  55,325 100.0 57,598 100.0 62,150 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 短期借入金  235 ―  235

２ 一年以内返済 
  長期借入金 

※２ 1,037 ―  445

３ 役員賞与引当金  ― 35  ―

４ 未払費用  3,035 2,943  3,068

５ 未払法人税等  550 600  1,238

６ その他 ※４ 1,092 987  2,941

流動負債合計  5,951 10.8 4,565 7.9 7,928 12.7

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  3,528 4,479  5,124

２ 役員退職慰労引当金  387 350  426

３ 永年勤続表彰引当金  31 25  23

４ 預り保証金  4,016 4,104  4,059

５ 長期前受収益  817 759  788

固定負債合計  8,782 15.8 9,719 16.9 10,422 16.8

負債合計  14,733 26.6 14,285 24.8 18,351 29.5

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  1,320 2.4 ― ― 1,320 2.1

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  654 ―  654

  資本剰余金合計  654 1.2 ― ― 654 1.1

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  330 ―  330

２ 任意積立金  33,496 ―  33,496

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

 1,048 ―  2,155

  利益剰余金合計  34,874 63.0 ― ― 35,981 57.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  4,090 7.4 ― ― 6,190 10.0

Ⅴ 自己株式  △346 △0.6 ― ― △346 △0.6

資本合計  40,592 73.4 ― ― 43,799 70.5

負債・資本合計  55,325 100.0 ― ― 62,150 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 1,320 2.3 ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 654  ― 

資本剰余金合計  ― ― 654 1.1 ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 330  ― 

(2) その他利益剰余金    

退職給与積立金  ― 50  ― 

固定資産圧縮積立金  ― 1,345  ― 

別途積立金  ― 33,500  ― 

繰越利益剰余金  ― 1,428  ― 

利益剰余金合計  ― ― 36,654 63.7 ― ―

４ 自己株式  ― ― △347 △0.6 ― ―

株主資本合計  ― ― 38,281 66.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 ― ― 5,031 8.7 ― ―

評価・換算差額等 
合計 

 ― ― 5,031 8.7 ― ―

純資産合計  ― ― 43,312 75.2 ― ―

負債純資産合計  ― ― 57,598 100.0 ― ―
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益   18,525 100.0 17,731 100.0  35,895 100.0

Ⅱ 放送事業費   8,523 46.0 8,202 46.3  15,395 42.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   7,181 38.8 6,596 37.2  13,961 38.9

Ⅳ 減価償却費 ※１  1,176 6.3 1,285 7.2  2,450 6.8

営業利益   1,645 8.9 1,647 9.3  4,088 11.4

Ⅴ 営業外収益 ※２  135 0.7 178 1.0  240 0.7

Ⅵ 営業外費用 ※３  67 0.3 55 0.3  263 0.8

経常利益   1,713 9.3 1,769 10.0  4,065 11.3

Ⅶ 特別利益 ※４  194 1.0 23 0.1  267 0.8

Ⅷ 特別損失 
※５
※６

 609 3.3 30 0.2  850 2.4

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,299 7.0 1,762 9.9  3,482 9.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 542 599 1,442 

法人税等調整額  170 712 3.8 186 785 4.4 268 1,710 4.8

中間(当期)純利益   586 3.2 977 5.5  1,772 4.9

前期繰越利益   461  461

中間配当額   ―  78

中間(当期)未処分 
利益 

  1,048  2,155
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 

株主資本 評価・換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金 利益準備金

その他利益

剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高

(百万円) 
1,320 654 330 35,651 △346 37,609 6,190 6,190 43,799

中間会計期間中の変動額     

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 剰余金の配当※   △234 △234   △234

 役員賞与の支給額※   △70 △70   △70

 中間純利益   977 977   977

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動 

 額(純額) 

  △1,159 △1,159 △1,159

中間会計期間中の変動額

合計(百万円) 
― ― ― 672 △0 672 △1,159 △1,159 △487

平成18年９月30日残高

(百万円) 
1,320 654 330 36,324 △347 38,281 5,031 5,031 43,312

 

（注）その他利益剰余金の内訳 

項目 退職給与積立金
固定資産 

圧縮積立金
特別償却積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計 

平成18年３月31日残高 

(百万円) 
50 1,437 8 32,000 2,155 35,651

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当※ △234 △234

 役員賞与の支給額※ △70 △70

 中間純利益 977 977

 固定資産圧縮積立金の 

 取崩※ 
△62 62 －

 固定資産圧縮積立金の 

 取崩 
△29 29 －

 特別償却準備金の取崩※ △8 8 －

 別途積立金の積立※ 1,500 △1,500 －

中間会計期間中の変動額
合計(百万円) 

― △92 △8 1,500 △726 672

平成18年９月30日残高 

(百万円) 
50 1,345 － 33,500 1,428 36,324

※平成18年６月の株主総会の利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

有価証券 

①満期保有目的の債券 

…償却原価法(定額法)

有価証券 

①満期保有目的の債券 

…同左 

有価証券 

①満期保有目的の債券 

…同左 

 ②子会社株式及び関連会

社株式 

…移動平均法による原

価法 

②子会社株式及び関連会

社株式 

…同左 

②子会社株式及び関連会

社株式 

…同左 

 ③その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価

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) 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

 …中間決算日の市場価

  格等に基づく時価法

  (評価差額は全部純 

  資産直入法により処

  理し、売却原価は移

  動平均法により算 

  定） 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格等

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) 

 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 

時価のないもの 

…同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。（ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を

除く)及び賃貸用資産に

ついては定額法を採用し

ております。） 

なお、主な耐用年数

は、建物41～50年、構築

物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15

年であります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。なお、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。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

金銭債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、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

勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 

―――――――― 

 

(2) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。 

(会計方針の変更) 

当中間会計期間から

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。 

この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税引前中間純

利益が、それぞれ35百万

円減少しております。 

(2) 

―――――――― 

 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

なお、計算の結果、当

中間会計期間末において

は退職給付引当金が借方

残高となったため、「前

払年金費用」として固定

資産の投資その他の資産

に計上しております。 

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

過去勤務債務は、15年

の定額法によりその発生

事業年度から費用処理す

ることとしております。

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末にお

いて発生していると認め

られる額を計上しており

ます。 

なお、計算の結果、当

事業年度末においては退

職給付引当金が借方残高

となったため、「前払年

金費用」として固定資産

の投資その他の資産に計

上しております。 

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

過去勤務債務は、15年

の定額法によりその発生

事業年度から費用処理す

ることとしております。
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

の100％を計上しており

ます。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額の

100％を計上しておりま

す。 

 (5) 永年勤続表彰引当金 

永年勤続者の表彰費用

に備えて、永年勤続表彰

内規による中間期末必要

額を計上しております。

(5) 永年勤続表彰引当金 

同左 

(5) 永年勤続表彰引当金 

永年勤続者の表彰費用

に備えて、永年勤続表彰

内規による期末必要額を

計上しております。 

４ 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

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。 

同左 同左 

５ その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

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。 

なお、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺し、流動

負債のその他に含めて表示

しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 
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 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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) 

 当中間会計期間から「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」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。 

これにより税引前中間純利益が

21百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき当該資産の金額から直接

控除しております。 

 

―――――――― 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「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」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。 

 これにより税引前当期純利益が

21百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき当該資産の金額から直接控除

しております。 

 

 

―――――――― 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）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。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は43,312百万円

であります。 

 中間財務諸表等規則の改正に伴

い、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しておりま

す。 

 

―――――――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――――――― 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 最終改正平成18年８

月11日 企業会計基準第１号）及

び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終

改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号）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。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しておりま

す。 

 

―――――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 25,245百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 26,402百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 25,816百万円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

土地 1,073百万円

建物 3,791百万円

計 4,864百万円
  

※２  

―――――――― 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

土地 1,073百万円

建物 3,695百万円

計 4,768百万円
  

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

一年以内返済 
長期借入金 

437百万円

  

  

 ３ 偶発債務 

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。 

従業員 156百万円
 

 ３ 偶発債務 

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。 

従業員 128百万円
 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

一年以内返済 
長期借入金 

145百万円

  
 ３ 偶発債務 

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。 

従業員 145百万円
 

※４ 

―――――――― 

 

※４ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をも

って決済処理しております。 

 なお、当中間会計期間の末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。 

流動負債（その他） 

（設備関係支払手形）
7百万円

 

※４ 

―――――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,051百万円

無形固定資産 124百万円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,144百万円

無形固定資産 140百万円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,191百万円

無形固定資産 258百万円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3百万円

受取配当金 107百万円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2百万円

受取配当金 149百万円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 7百万円

受取配当金 177百万円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 57百万円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 47百万円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 108百万円

固定資産 

除却損 
145百万円

 
※４ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券 

売却益 
181百万円

 

※４ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金 

戻入益 
23百万円

 

※４ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券 

売却益 
193百万円

貸倒引当金 

戻入益 
73百万円

 
※５ 特別損失のうち主要なもの 

減損損失 21百万円

投資有価証券 

評価損 
587百万円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの 

機械装置除却損 27百万円

投資有価証券 

評価損 
1百万円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの 

減損損失 21百万円

投資有価証券

売却損 
14百万円

投資有価証券

評価損 
811百万円

 

※６ 減損損失 

当社は、以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

遊休 土地 
三重県 

鳥羽市 
21 

 

（経緯） 

上記の土地については、今後の利

用計画もなく、地価も著しく下落し

ているため、減損損失を認識いたし

ました。 

（グルーピングの方法） 

事業の種類別に区分し、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、固定資産税

評価額を合理的に調整した価額によ

り算定しております。 

※６ 

―――――――― 

 

※６ 減損損失 

当社は、以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 土地 
三重県 

鳥羽市 
21 

 

（経緯） 

上記の土地については、今後の利

用計画もなく、地価も著しく下落し

ているため、減損損失を認識いたし

ました。 

（グルーピングの方法） 

事業の種類別に区分し、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、固定資産税

評価額を合理的に調整した価額によ

り算定しております。 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株）       327,381         192          ―       327,573
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   192株 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 

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中間

期末残高相当額 

 取得価 
額相当 
額 
 

(百万円) 

減価償 
却累計 
額相当 
額 
(百万円) 

中間期 
末残高 
相当額 
 

(百万円) 

その他 

(車両運 

搬具) 

9 7 1 

その他 

(工具器 

具備品) 

132 86 45 

合計 141 94 47 

 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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。 

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中間

期末残高相当額 

 取得価
額相当
額 
 

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
 

(百万円)

その他

(車両運

搬具) 

6 3 3

その他

(工具器

具備品)

107 85 21

合計 114 89 24

同左 

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 
 

(百万円) 

減価償 
却累計 
額相当 
額 
(百万円) 

期末残
高相当

額 
 

(百万円)

その他

(車両運

搬具) 

9 8 0

その他

(工具器

具備品)

111 78 32

合計 120 87 32

 なお、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。 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 25百万円

１年超 21百万円

合計 47百万円

 なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

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。 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 22百万円

１年超 2百万円

合計 24百万円

同左 

②未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 22百万円

１年超 10百万円

合計 32百万円

 なお、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。

③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 17百万円

減価償却費相当額 17百万円
 

③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 12百万円

減価償却費相当額 12百万円
 

③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 31百万円
 

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

存価額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 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 
 

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社

株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 1,556円90銭
 

１株当たり純資産額 1,661円25銭
 

１株当たり純資産額 1,677円23銭
 

１株当たり中間純利益 22円51銭
 

１株当たり中間純利益 37円48銭
 

１株当たり当期純利益 65円29銭
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

２ 算定上の基礎 

① １株当たり純資産額 

項目 
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) ― 43,312 ―

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 43,312 ―

普通株式の発行済株式数(千株) ― 26,400 ―

普通株式の自己株式数（千株） ― 327 ―

１株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(千株) 

― 26,072 ―

 

② １株当たり中間(当期)純利益 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 586 977 1,772

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(百万円) 

586 977 1,702

普通株主に帰属しない金額(百万円) 
  利益処分による役員賞与金 ―

 
― 70

普通株式の期中平均株式数(千株) 26,073 26,072 26,072

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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参考資料 

平成19年３月期中間 営業収益内訳 

 

前中間会計期間 

自 平成17年４月 1日 

至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成18年４月 1日 

至 平成18年９月30日 

比較増減 

 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

ラジオ収入 2,266 12.2 2,023 11.4 △242 △10.7 

 放送収入 1,673  1,677  3 0.2 

 （タイム収入） (878)  (867)  (△10) (△1.2)

 （スポット収入） (794)  (809)  (14) (1.9)

 制作収入 546  305  △240 △44.1 

 番組販売収入 46  40  △5 △12.0 

テレビ収入 15,233 82.2 14,446 81.5 △786 △5.2 

 放送収入 12,477  11,793  △684 △5.5 

 （タイム収入） (2,995)  (2,917)  (△78) (△2.6)

 （スポット収入） (9,481)  (8,875)  (△605) (△6.4)

 制作収入 2,281  2,117  △163 △7.2 

 番組販売収入 474  535  61 12.9 

その他収入 1,025 5.6 1,260 7.1 234 22.9 

合計 18,525 100.0 17,731 100.0 △794 △4.3 

 

 

 


