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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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９月中間期 4,161 (   9.2) 395 (  17.2) 366 (  25.8)
17年９月中間期 3,811 (　 1.1) 337 (△46.9) 291 (△52.2)

18年３月期 8,106 935 848

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 586 ( 530.0) 8,755 35 －  
17年９月中間期 93 (△74.2) 1,395 25 1,382 31

18年３月期 292 4,366 92 4,337 30

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円
②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 67,014.00株 17年９月中間期 66,745.61株 18年３月期 66,879.44株
③会計処理の方法の変更 有
④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であります。
⑤18年９月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、希薄化効果を有しないため記載しておりません。

(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 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

18年９月中間期 16,804 8,359 49.7 124,743 95
17年９月中間期 15,909 7,687 48.3 114,715 13

18年３月期 17,035 7,884 46.3 117,659 88

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 67,014.00株 17年９月中間期 67,014.00株 18年３月期 67,014.00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９月中間期 1,619 19 △667 3,077
17年９月中間期 1,255 △2,159 620 2,116

18年３月期 1,814 △3,647 1,538 2,105

(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

通　期 8,618 874 890
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　13,294 円79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。
なお、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。
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　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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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、利便性に富んだ新しいサービスを提供し、「生活情報メディア」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に活用していく所存であります。

  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。

(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

  当社グループの事業分野は、「ブロードバンド化」「ＩＰ化」「デジタル化」等の技術革新により、通信と放送の

融合が急速に進展しており、平成22年度には「ブロードバンド・ゼロ地域の解消（世帯カバー率90％以上）」と、平

成23年7月には「地上デジタル放送への全面移行（アナログ放送波の停止）」という２つの大きな国策が掲げられてお

り、これら中期的な事業環境の変化に的確に対応していきたいと計画しております。

  インフラ及び関連設備の高度化とユーザーへの情報感度を高め、双方向サービスや利便性の高い付加価値サービス

の提供を通じ、「生活情報メディア」としてさらなる成長を目指してまいります。各セグメント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

が高まるなか、アナログ放送の電波が停止されるまでの今後５ヵ年を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、新規契約者の増加に向け積極的な販売促進を展開してまいります。また、ＶＯＤ

（ビデオ・オン・デマンド）をはじめとした双方向サービスやコンテンツの充実化を図り、顧客満足度を高め利用

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

　現在、当社のインターネット接続サービスの最高速度は30Ｍｂｐｓとなっており、その実行速度の安定性は高い

水準にありますが、ケーブルネットワークインフラ上でも技術的には、100Ｍｂｐｓ超の高速化が実現可能な環境に

あり、今後実証実験や設備面の高度化を行い商用化していく計画であります。

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ブロードバンド化が進展する中、「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　インフラ設備および関連設備の更新

　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。

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、売上高全体に占める割合は低い状況にあ

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　受信端末機のデジタル化移行

　当社グループは、現在「アナログ放送」と「デジタル放送」の２つの方式にて、契約者宅に番組供給を行ってお

ります。当社側設備のデジタル化は概ね完了しておりますが、デジタル放送が始まる以前の契約者宅にはホームター

ミナル（アナログ専用受信端末機）が設置されております。

　平成23年７月には地上波及び衛星波のアナログ放送が停止予定とされており、アナログ契約者宅に設置されてい

るホームターミナルをセットトップボックス（デジタル専用受信端末機）へ交換する作業が必要となります。

　既にアナログ商品の販売は行っておらず、アナログ契約からデジタル契約への移行も一定の進捗で進んでおりま

すが、現状約６割がアナログ契約者の構成となっており、今後平成23年までの期間を計画的な移行期間として位置

付け対応していく必要があります。

(7）親会社等に関する事項

    該当事項はありません。
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(8）内部管理体制の整備・運用状況

  当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

  特筆すべき事項はありません。
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３．経営成績および財政状態

(1）経営成績

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、長期金利の上昇、原油価格に代表される原材料費の高騰など、経済に

影響を与える懸念材料が払拭できないものの、企業収益の改善を背景に設備投資の増加や個人消費の持ち直しが見ら

れるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。このような中、当社が属する放送・通信分野においては、

法令・制度面の見直しや、技術革新の進展などにより、放送と通信の融合がますます加速し、競合関係がより複雑化

してきております。

  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18年９月に南部営業所を開設、デジタルメニュー

の積極的な販売促進活動に努め、８月には加入世帯数が８万世帯を突破いたしました。また、通信関連事業について

も同様の販売促進を行い、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、３館６スクリーンにより、魅力ある作品を編成し、興行運営を実施い

たしました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績については、連結売上高は4,161,881千円（前年同期比9.2％増）、売上原

価は2,588,063千円（同8.4％増）、販売費及び一般管理費は1,178,499千円（同8.5％増）、経常利益は366,796千円

（同25.8％増）、当期純利益は586,731千円（同530.0％増）となりました。

(2）セグメント別の状況

（放送サービス事業）

　半年間を通して、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421,239世帯となり前連結会

計年度末から7,431世帯の増加（増加率1.8％）、また、多チャンネル放送サービスの利用世帯は80,755世帯となり、

前連結会計年度末から1,973世帯の増加（増加率2.5％）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、前年同期比で約27％の減収となりましたが、

加入料・工事料・利用料等の主要な売上品目が堅調に推移した結果、放送サービス事業による売上高は3,238,127千円

（前年同期比5.4％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43,309台となり、前連結会計年度末から1,726台

の増加（増加率4.2％）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24,899世帯となり、前連結会計年度末から652世帯の増加（増加率2.7％）となりました。

  これにより、通信関連事業の売上高は610,732千円（前年同期比7.3％増）となっております。

（映画興行事業）

  ３館６スクリーン体制により、「ダ・ヴィンチ・コード」「ゆれる」などの話題作や個性的なアート系作品等を編

成した結果、売上高は313,022千円（前年同期比83.1％増）となりました。なお、前連結中間会計期間末は２館３スク

リーンによる興行運営となります。

(3）財政状態

　当中間連結会計期間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、固定資産の減価

償却費の内部留保、借入金の返済及び有形固定資産の売却等を総合し前連結会計年度末に比べ971,314千円の増加とな

り、当中間連結会計期間末には3,077,115千円となりました。

　また、当中間連結会計期間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）                                                                    

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は1,619,240千円（前年同期比363,636千円増）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および売上債権の回収と中間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）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は19,219千円（前年同期は2,159,621千円の資金の使用）

となりました。
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　これは主に、有形固定資産の売却によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は667,145千円（前年同期は620,767千円の資金の獲得）

となりました。

　これは主に、借入金の返済によるものです。

(4）通期の見通し

　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、利用料収入は4,164百万円、加入料及び工事料収入は1,255百万円、電波障害改善業務につきましては

656百万円、媒体関連収入等で727百万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、前年同期比3.3％増の6,802百万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年同期比8.9％増の1,259百万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、前年同期比51.5％増の557百万円と見込んでおります。

  以上により、通期の業績見通しにつきましては、連結売上高8,618百万円、経常利益874百万円、当期純利益は890百

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」などに基づき事業運営を行っておりますが、

今後、当社グループの事業分野に係る法令・制度の改正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。

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
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  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。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   2,116,462   3,077,115  960,652  2,105,801  

２．受取手形及び売掛金   1,023,398   1,065,485  42,086  1,722,447  

３．たな卸資産   5,262   2,515  △2,746  7,343  

４．繰延税金資産   52,371   68,386  16,015  56,228  

５．その他   220,235   282,060  61,825  221,816  

６．貸倒引当金   △13,842   △9,413  4,429  △14,109  

流動資産合計   3,403,888 21.4  4,486,149 26.7 1,082,261  4,099,527 24.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1           

(1）建物及び構築物 ※2,3  10,117,222   10,967,717  850,494  10,734,780  

(2）土地 ※2  908,328   211,830  △696,497  908,328  

(3）その他 ※2,3  774,360   561,200  △213,159  626,053  

  有形固定資産合計   11,799,910 74.2  11,740,748 69.8 △59,162  12,269,161 72.0

２．無形固定資産   293,584 1.8  195,376 1.2 △98,207  254,061 1.5

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券   90,159   85,079  △5,080  87,479  

(2）長期前払費用   135,391   132,142  △3,249  132,225  

(3）繰延税金資産   172,858   149,153  △23,704  177,534  

(4）その他   23,837   25,391  1,553  26,161  

(5）貸倒引当金   △9,689   △9,525  164  △10,167  

投資その他の資産合計   412,557 2.6  382,241 2.3 △30,315  413,234 2.4

固定資産合計   12,506,052 78.6  12,318,366 73.3 △187,685  12,936,457 75.9

資産合計   15,909,940 100.0  16,804,516 100.0 894,576  17,035,985 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び買掛金   436,435   552,497  116,061  614,949  

２．短期借入金   1,000,000   100,000  △900,000  900,000  

３．１年内返済予定長期借
入金

※2  1,179,730   1,144,594  △35,136  971,794  

４．賞与引当金   51,376   55,525  4,148  53,974  

５．その他 ※2  1,333,808   1,121,548  △212,259  1,156,140  

流動負債合計   4,001,350 25.2  2,974,164 17.7 △1,027,185  3,696,858 21.7

Ⅱ　固定負債            

１．社債 ※2  1,420,000   1,360,000  △60,000  1,390,000  

２．長期借入金 ※2  2,640,300   3,996,484  1,356,184  3,896,306  

３．退職給付引当金   45,066   47,062  1,996  46,162  

４．役員退職慰労引当金   110,880   67,190  △43,690  117,800  

５．その他   4,824   24  △4,800  3,999  

固定負債合計   4,221,070 26.5  5,470,760 32.6 1,249,690  5,454,267 32.0

負債合計   8,222,420 51.7  8,444,925 50.3 222,504  9,151,126 53.7

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   2,685,005 16.9  － － △2,685,005  2,685,005 15.8

Ⅱ　資本剰余金   2,339,683 14.7  － － △2,339,683  2,339,683 13.7

Ⅲ　利益剰余金   2,660,265 16.7  － － △2,660,265  2,859,196 16.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  2,898 0.0  － － △2,898  1,306 0.0

Ⅴ　自己株式   △332 △0.0  － － 332  △332 △0.0

資本合計   7,687,519 48.3  － － △7,687,519  7,884,858 46.3

負債及び資本合計   15,909,940 100.0  － － △15,909,940  17,035,985 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１. 資本金   － －  2,685,005 16.0 2,685,005  － －

　２. 資本剰余金   － －  2,339,683 13.9 2,339,683  － －

　３. 利益剰余金   － －  3,335,354 19.8 3,335,354  － －

　４. 自己株式   － －  △332 △0.0 △332  － －

　　株主資本合計   － －  8,359,710 49.7 8,359,710  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１. その他有価証券評価差

額金
  － －  △118 △0.0 △118  － －

評価・換算差額等合計   － －  △118 △0.0 △118  － －

純資産合計   － －  8,359,591 49.7 8,359,591  － －

負債及び純資産合計   － －  16,804,516 100.0 16,804,516  － －

            

－ 11 －



(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　売上高   3,811,118 100.0  4,161,881 100.0 350,763  8,106,207 100.0

Ⅱ　売上原価   2,387,339 62.6  2,588,063 62.2 200,724  4,972,211 61.3

売上総利益   1,423,778 37.4  1,573,818 37.8 150,039  3,133,995 38.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  1,086,482 28.5  1,178,499 28.3 92,016  2,198,804 27.2

営業利益   337,296 8.9  395,318 9.5 58,022  935,191 11.5

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  450   283   △166 475   

２．受取配当金  1,925   2,183   258 1,950   

３．受取賃貸料  14,171   7,500   △6,671 22,831   

４．受取手数料  802   5,335   4,533 1,615   

５．その他  1,131 18,481 0.4 2,037 17,340 0.4 906 4,487 31,360 0.4

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  39,449   37,555   △1,894 75,430   

２．社債発行費  13,000   －   △13,000 13,000   

３．新株発行費  2,888   －   △2,888 3,020   

４. 受取賃貸料原価  6,627   4,055   △2,571 11,008   

５．その他  2,314 64,278 1.7 4,252 45,863 1.1 1,938 16,045 118,505 1.4

経常利益   291,499 7.6  366,796 8.8 75,296  848,045 10.5

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻入益  －   1,882   1,882 21   

２．固定資産売却益 ※2 －   1,333,021   1,333,021 －   

３．その他  － － － 11,090 1,345,993 32.3 11,090 － 21 0.0

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却損 ※3 130,601   703,992   573,391 361,739   

２．その他  － 130,601 3.4 6,720 710,712 17.1 6,720 4,109 365,849 4.5

税金等調整前中間（当
期）純利益

  160,897 4.2  1,002,076 24.1 841,179  482,217 6.0

法人税、住民税及び事
業税

 67,280   398,148   330,867 197,115   

法人税等調整額  490 67,771 1.8 17,197 415,345 10.0 16,706 △6,955 190,160 2.4

中間（当期）純利益   93,126 2.4  586,731 14.1 493,604  292,057 3.6
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,039,686  2,039,686

Ⅱ　資本剰余金増加高      

 　 新株予約権の行使による
増加高

 299,996 299,996 299,996 299,996

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  2,339,683  2,339,683

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,670,765  2,670,765

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  93,126 93,126 292,057 292,057

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  103,626 103,626 103,626 103,626

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  2,660,265  2,859,196

      

中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（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
純資産合計

資本金 資本剰余金 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

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

2,685,005 2,339,683 2,859,196 △332 7,883,552 1,306 7,884,858

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）   △110,573  △110,573  △110,573

中間純利益   586,731  586,731  586,731

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

     △1,425 △1,425

中間連結会計期間中の変動額合
計                   （千円）

 ―  ― 476,158 ― 476,158 △1,425 474,732

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
2,685,005 2,339,683 3,335,354 △332 8,359,710 △118 8,359,591

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間（当
期）純利益

 160,897 1,002,076 482,217

減価償却費  700,307 736,937 1,431,052

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

 3,415 △1,761 7,393

賞与引当金の増減額（減
少：△）

 586 1,550 3,184

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 159 900 1,255

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

 7,950 △50,610 14,870

受取利息及び受取配当金  △2,375 △2,466 △2,425

支払利息  39,449 37,555 75,430

社債発行費  13,000 － 13,000

新株発行費  2,888 － 3,020

固定資産売却益  － △1,333,021 －

固定資産除売却損  130,601 703,992 361,739

売上債権の増減額（増
加：△）

 408,219 654,027 △294,539

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △21,974 △62,451 156,539

前受金の増減額（減少：
△）

 △2,375 △1,448 △21,110

その他（純額）  45,320 △34,250 46,556

小計  1,486,070 1,651,029 2,278,184

利息及び配当金の受取額  3,703 2,466 3,754

利息の支払額  △38,443 △37,088 △73,674

法人税等の支払額  △195,726 △20,793 △393,353

還付法人税等の受取額  － 23,624 －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,255,604 1,619,240 1,814,910
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前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
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（千円） 金額（千円） 金額（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

 △2,132,254 △1,906,186 △3,837,710

有形固定資産の売却によ
る収入

 － 1,960,640 225,589

無形固定資産の取得によ
る支出

 △109,994 △29,275 △112,039

長期前払費用の取得によ
る支出

 △7,309 △6,087 △11,272

投資有価証券の償還によ
る収入 

 50,000 － 50,000

その他（純額）  39,936 128 38,090

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,159,621 19,219 △3,647,343

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：△）

 400,000 △800,000 300,000

長期借入れによる収入  600,000 800,000 2,350,000

長期借入金の返済による
支出

 △550,320 △527,022 △1,252,250

リース債務の返済による
支出

 △180,011 － △180,011

社債の発行による収入  487,000 － 487,000

社債の償還による支出  △30,000 △30,000 △60,000

株式の発行による支出  △2,888 － △3,020

配当金の支払額  △102,931 △110,123 △103,114

自己株式の取得による
支出

 △81 － △81

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 620,767 △667,145 1,538,521

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 △283,249 971,314 △293,911

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,399,712 2,105,801 2,399,712

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

※1 2,116,462 3,077,115 2,105,801
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

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．連結子会社の中間決算日

(決算日）等に関する事項

  連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。

 同左　 　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。

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

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

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

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。）

 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

 ロ　たな卸資産

未成工事支出金及び番組勘定

個別法による原価法

ロ　たな卸資産

番組勘定

       同左　 

ロ　たな卸資産

番組勘定

同左

 
商品

最終仕入原価法

商品

       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。

イ　有形固定資産

　          同左　 　　　　　

 

         　　　

 

 

 ロ　無形固定資産

　定額法

　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。

ロ　無形固定資産

　         同左　 　　　　　　

　

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　 　　　　　　

ハ　長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。

     新株発行費

　支出時の費用として処理しており

ます。

 ニ　繰延資産

           ──────

 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。

     新株発行費

　支出時の費用として処理しており

ます。

(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　　

 

 

 

 

 

 イ　貸倒引当金

　期末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。

 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中間連

結会計期間に対応する額を計上し

ております。

ロ　賞与引当金

　　　　　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。

 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、当中

間連結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、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

 

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。

 ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職金支給に備えて、内

規に基づく中間期末要支給額相当

額を計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

　　　　　同左

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。

(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。

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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は特例処

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

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

 

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

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

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(６）その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)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。

　消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

　消費税等の会計処理

同左

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 同左

中間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
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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） ────── ──────

　当中間連結会計期間より、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。また、これ

による損益に与える影響はありません。

  

──────
（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）
──────

 

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）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」(企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は8,359,591千円であります。

　なお、中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結損益計算書）

　「受取賃貸料原価」は、前中間連結会計期間まで、営業

外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間連結会計期間において、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、前中間連結会計期間の「受取賃貸料原価」は6,296

千円であります。

 

（中間連結損益計算書）

　　　　　　　　　　──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                      13,775,685千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                      12,206,771千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                      13,419,632千円

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

    担保資産

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

　　担保資産

※２　担保に供している資産並びに担保付債務

　　担保資産

建物及び構築物 9,891,214千円

機械装置 514,834千円

土地 799,530千円

　計 11,205,579千円

建物及び構築物 10,623,565千円

機械装置 419,103千円

土地 124,830千円

　計 11,167,500千円

建物及び構築物 10,472,933千円

機械装置   469,096千円

土地  799,530千円

　計 11,741,560千円

　　上記有形固定資産のうち工場財団抵当に供

している資産

　　上記有形固定資産はすべて工場財団抵当に

供している資産であります。

　　上記有形固定資産のうち工場財団抵当に供

している資産

建物及び構築物 9,636,262千円

機械装置 514,834千円

土地 124,830千円

　計 10,275,927千円

建物及び構築物 10,225,226千円

機械装置   469,096千円

土地    124,830千円

　計 10,819,153千円

　　担保付債務 　　担保付債務 　　担保付債務

１年内返済予定長期

借入金
468,600千円

長期借入金 1,487,800千円

１年内償還予定社債 60,000千円

社債 1,420,000千円

　計 3,436,400千円

１年内返済予定長期

借入金
310,400千円

長期借入金 1,451,400千円

　計  1,761,800千円

１年内返済予定長期

借入金
 482,600千円

長期借入金  2,289,500千円

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

　　上記のうち工場財団抵当に対応する債務 　　上記債務はすべて工場財団抵当に対応する

債務であります。

　　上記のうち工場財団抵当に対応する債務

１年内返済予定長期

借入金
296,600千円

長期借入金 1,211,800千円

　計 1,508,400千円

１年内返済予定長期

借入金
 310,600千円

長期借入金  1,599,500千円

　計 1,910,100千円

※３　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。

※３　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。

※３　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 1,158,673千円

機械装置及び運搬具 59,633千円

建物及び構築物 1,121,897千円

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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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。

 ※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。

役員報酬 55,928千円

役員退職慰労引当金繰入

額

7,950千円

給与手当 370,357千円

賞与引当金繰入額 48,520千円

販売手数料 66,894千円

支払手数料 81,598千円

減価償却費 68,221千円

役員報酬 47,991千円

役員退職慰労引当金繰入

額

20,400千円

給与手当 414,221千円

賞与引当金繰入額 52,079千円

販売手数料 74,410千円

支払手数料 81,936千円

減価償却費 72,134千円

役員報酬 112,344千円

役員退職慰労引当金繰入

額

14,870千円

給与手当 734,744千円

賞与 48,830千円

賞与引当金繰入額 50,507千円

退職給付費用      7,142千円

販売手数料 163,268千円

支払手数料 162,691千円

減価償却費 140,234千円

貸倒引当金繰入額    10,929千円

　　　　　　────── ※２　固定資産売却益の内訳 　　　　　　──────

建物及び構築物 △123,905千円

土地 1,461,151千円

その他 △4,224千円

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 130,341千円

その他 260千円

建物及び構築物 703,992千円 建物及び構築物  361,014千円

機械装置及び運搬具      725千円

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 67,014 － － 67,014

合計 67,014 － － 67,014

 自己株式     

 　　普通株式 3.52 －  － 3.52

合計 3.52 －  － 3.52

 

２．配当に関する事項

　　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 110,573 1,650  平成18年３月31日  平成18年６月28日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※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中間期末残高

2,116,462千円は、現金及び預金の残高と一

致しております。

　　 現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,077,115千円は、現金及び預金の残高と

一致しております。

　　 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。
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

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

  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

  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

 

取得価
額相当
額

（千円）

減価償
却累計
額相当
額

（千円）

中間期
末残高
相当額

（千円）

有形固定資産
その他（機械
装置及び運搬
具）

300,227 115,552 184,674

有形固定資産
その他（工具
器具備品）

64,693 30,118 34,575

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

9,089 3,728 5,361

合計 374,010 149,399 224,610

 

取得価
額相当
額

（千円）

減価償
却累計
額相当
額

（千円）

中間期
末残高
相当額

（千円）

有形固定資産
その他（機械
装置及び運搬
具）

368,267 187,648 180,618

有形固定資産
その他（工具
器具備品）

119,134 36,472 82,662

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

9,089 5,443 3,646

合計 496,491 229,563 266,927

 

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）

有形固定資産
その他（機械
装置及び運搬
具）

365,927 152,100 213,826

有形固定資産
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

ス料中間期末残高が有形固定資

産等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。

　　　　　　　 同左 （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。

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 80,001千円

１年超 144,609千円

合計 224,610千円

１年内 102,254千円

１年超 160,669千円

合計 262,923千円

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等の中間

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。

 　　　　　　　同左  （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。

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 40,344千円

減価償却費相

当額
40,344千円

支払リース料 52,601千円

減価償却費相

当額
 52,601千円

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

  （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。

  （減損損失について）

　　            同左

  （減損損失について）

　　            同左
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②　有価証券

  　　　前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 11,000 15,880 4,880

（2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 － － －

　　その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 11,000 15,880 4,880

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間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

  　　　当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 11,000 10,800 △200

（2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 － － －

　　その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 11,000 10,800 △200

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間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
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（1）株式 11,000 13,200 2,200

（2）債券    

　　国債・地方債等 － － －

　　社債 － － －

　　その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 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

 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
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③　デリバティブ取引

 　　　 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30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スワップ取引のみであります。

　（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、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。 

 　　　 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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スワップ取引のみであります。

　（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、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。
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　　　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。 

前連結会計年度（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スワップ取引のみであります。

　　　（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、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。
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④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成12年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 取締役　 ７名

取締役　 ３名

監査役　 ２名

従業員  105名（子会社従業員含む）

ストック・オプションの数

（注）１、２
普通株式　3,840株 普通株式　1,830株

付与日（取締役会決議年月日） 平成12年12月26日 平成17年６月28日

権利確定条件 （注）３ （注）３

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
 自　平成12年12月26日

至　平成22年12月25日

 自　平成19年６月29日

至　平成27年６月28日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

 　　 ２．上記表に記載された株式数は、平成14年11月20日付株式分割（株式１株につき２株）及び平成16年11月19日付

株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株式数を記載しております。

 　　 ３．対象者として本新株予約権を割当てられた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締役、

監査役又は従業員であることを要する。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　当中間連結会計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 平成12年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

付与日（取締役会決議年月日） 平成12年12月26日 平成17年６月28日

権利確定前（株）   

前連結会計期間末残 － 1,790

付与 － －

失効 － 55

権利確定 － －

当中間連結会計期間末残 － 1,735

権利確定後（株）   

前連結会計期間末残 2,820 －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 1,020 －

当中間連結会計期間末残 1,800 －

②単価情報

 平成12年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

権利行使価格（円） 100,000 125,453
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 平成12年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

権利行使時の平均株価（円） － －

付与日における公正な評価単価（円） － －

－ 29 －



⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,070,936 569,232 170,949 3,811,118 － 3,811,118

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 14,599 14,599 △14,599 －

計 3,070,936 569,232 185,549 3,825,718 △14,599 3,811,118

営業費用 2,844,961 421,028 195,287 3,461,276 12,545 3,473,822

営業利益（又は営業損失） 225,975 148,203 △9,737 364,441 △27,145 337,296

　（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（151,251千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,238,127 610,732 313,022 4,161,881 － 4,161,881

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 8,692 8,692 △8,692 －

計 3,238,127 610,732 321,714 4,170,573 △8,692 4,161,881

営業費用 2,985,339 410,002 297,792 3,693,134 73,428 3,766,562

営業利益（又は営業損失） 252,787 200,730 23,922 477,439 △82,120 395,318

　（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（156,117千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（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

　（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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（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、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 114,715.13円

１株当たり中間純利益

金額
1,395.25円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
1,382.31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中間連結会計

期間における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 108,345.81円

１株当たり中間純利益

金額
6,013.13円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
5,895.80円

１株当たり純資産額 124,743.95円

１株当たり中間純利益

金額
   8,755.35円

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

する潜在株式が存在していないため、

記載しておりません。

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

たり当期純利益金額
4,337.30円

　

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 93,126 586,731 292,057

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
93,126 586,731 292,057

期中平均株式数（株） 66,745.61 67,014.00 66,879.44

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 624.62 － 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）
（622.60） （－） （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）
（2.02） （－） （－）

（うち旧商法第341条ノ２の規定に基づ

く新株予約権付社債）
（－） （－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

────── 平成12年12月26日臨時株

主総会決議による新株引

受権方式のストックオプ

ション（1,800株）

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（1,735株）

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（1,790株）
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（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）販売実績  

事業の種類別
セグメントの名称

 前中間連結会計期間
(自平成17年４月１日
  至平成17年９月30日)

 当中間連結会計期間
(自平成18年４月１日
  至平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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 売上高 構成比

 千円 ％  千円 ％ 千円 ％

放送サービス事業 3,070,936 80.6 3,238,127 77.8 6,582,399 81.2

通信関連事業 569,232 14.9 610,732 14.7 1,156,188 14.3

映画興行事業 170,949 4.5 313,022 7.5 367,619 4.5

合計 3,811,118 100.0 4,161,881 100.0 8,106,207 100.0

(2）売上原価明細書  

 事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
(自平成17年４月１日
至平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

 千円 ％  千円 ％  千円 ％

放送サービス事業 2,026,538 84.9 2,123,493 82.0 4,187,393 84.2

通信関連事業 257,010 10.8 234,932 9.1 510,701 10.3

映画興行事業 103,790 4.3 229,637 8.9 274,116 5.5

合計 2,387,339 100.0 2,588,063 100.0 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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