
 

 

 

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月16日

 

上場会社名 株式会社 フジテレビジョン 上場取引所    東京証券取引所 

コ ー ド 番 号 ４６７６ 本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.fujitv.co.jp）  

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 村  上    光  一  

問合せ先責任者 役職名 経 理 局 長 氏名 岡 田      収 ＴＥＬ (03)5500-8888 

決 算 取 締 役 会 開 催 日 平成18年11月16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 無    

 

 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                                                          （注）百万円未満切捨 

 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  189,143 △1.8  19,267 △0.7  21,671 7.7 

17年9月中間期  192,619 1.1  19,397 △5.6  20,120 △8.2 

18 年 3 月 期  381,564 ―  39,804 ―  40,038 ― 

 

 中 間（当期）純 利 益 
１ 株 当 た り 中 間 

（ 当 期 ） 純 利 益 

 百万円 ％ 円 銭 

18年9月中間期  15,349 69.9 6,664  61 

17年9月中間期  9,033 △23.6 3,466  80 

18 年 3 月 期  5,838 ― 2,117  61 

    （注） ①期中平均株式数   18年9月中間期   2,303,096株   17年9月中間期   2,605,681株   18年3月期   2,719,352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 

百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年9月中間期  580,579  426,244  73.4 185,074  38 

17年9月中間期  726,337  569,468  78.4 203,395  93 

18 年 3 月 期  715,610  575,935  80.5 200,172  45 

 （注） ①期末発行済株式数 18年9月中間期 2,303,096株 17年9月中間期 2,799,802株 18年3月期 2,876,800株 

 ②期末自己株式数 18年9月中間期 61,202株 17年9月中間期 138,200株 18年3月期 61,202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 

 百万円 百万円 百万円

通   期  369,200  36,500  23,500 

 

（参考） 1株当たり予想当期純利益(通期)  10,203円66銭   

 

３．配当状況 

・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 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

19年3月期(実績) 2,000.00 － 

19年3月期(予想) － 2,000.00 
4,000.00 

     上記の予想は本資料の作成時点において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今

後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については、添付

資料の10ページを参照下さい。 
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 (1) 【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  4,967 6,468 4,482 

２ 受取手形 ※２ 36,870 35,877 33,515 

３ 売掛金  50,479 48,535 51,692 

４ 有価証券  16,559 43,674 26,288 

５ たな卸資産  15,803 14,576 15,890 

６ 繰延税金資産  4,419 4,552 3,108 

７ その他流動資産  34,084 9,254 39,854 

８ 貸倒引当金  △111 △149 △215 

流動資産合計   163,073 22.5 162,789 28.0  174,616 24.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  85,307 80,974 83,161 

(2) 機械及び装置 ※４ 11,419 14,235 14,011 

(3) 土地  20,011 20,132 20,132 

(4) 建設仮勘定  1,481 23,310 10,605 

(5) その他有形固定 
  資産 

※４ 3,997 4,179 4,253 

有形固定資産合計   122,217 16.8 142,833 24.6  132,164 18,5

２ 無形固定資産    

(1) 借地権  14,393 14,393 14,393 

(2) ソフトウェア  13,783 15,363 14,937 

(3) その他無形固定 
  資産 

 2,366 1,811 2,034 

無形固定資産合計   30,543 4.2 31,569 5.5  31,366 4.4

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  406,322 239,325 373,233 

(2) その他投資  5,078 4,819 5,035 

(3) 貸倒引当金  △897 △758 △824 

投資その他の資産 
合計 

  410,503 56.5 243,386 41.9  377,444 52.7

固定資産合計   563,263 77.5 417,789 72.0  540,976 75.6

Ⅲ 繰延資産   ― ― ― ―  17 0.0

資産合計   726,337 100.0 580,579 100.0  715,610 100.0
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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 支払手形 ※２ 9,211 9,827 8,678 

２ 買掛金  21,583 20,472 21,018 

３ 短期借入金 ※６ 30,000 ― ― 

４ 未払法人税等  8,474 10,126 ― 

５ 返品調整引当金  47 43 46 

６ 役員賞与引当金  ― 50 ― 

７ その他流動負債 ※2,5 53,515 30,521 29,280 

流動負債合計   122,832 16.9 71,042 12.2  59,023 8.2

Ⅱ 固定負債    

  １ 社債  ― 49,983 50,000 

２ 繰延税金負債  13,568 5,345 10,495 

３ 退職給付引当金  18,887 19,919 18,628 

４ 役員退職慰労引当金  1,090 1,152 1,172 

５ その他固定負債  489 6,892 354 

固定負債合計   34,036 4.7 83,292 14.4  80,650 11.3

負債合計   156,869 21.6 154,335 26.6  139,674 19.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   146,200 20.1 ― ―  146,200 20.4

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  173,664 ― 173,664 

２ その他資本剰余金  ― ― 1,610 

資本剰余金合計   173,664 23.9 ― ―  175,275 24.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  4,385 ― 4,385 

２ 任意積立金  228,300 ― 228,300 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 14,555 ― 5,760 

利益剰余金合計   247,240 34.0 ― ―  238,446 33.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  36,647 5.1 ― ―  31,196 4.4

Ⅴ 自己株式   △34,284 △4.7 ― ―  △15,183 △2.1

資本合計   569,468 78.4 ― ―  575,935 80.5

負債資本合計   726,337 100.0 ― ―  715,610 100.0
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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   ― ― 146,200 25.2  ― ―

２ 資本剰余金    

資本準備金  ― 173,664 ― 

資本剰余金合計   ― ― 173,664 29.9  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 4,385 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 78,300 ― 

繰越利益剰余金  ― 22,688 ― 

利益剰余金合計   ― ― 105,373 18.2  ― ―

４ 自己株式   ― ― △15,505 △2.7  ― ―

株主資本合計   ― ― 409,733 70.6  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
   評価差額金 

  ― ― 16,510 2.8  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 16,510 2.8  ― ―

純資産合計   ― ― 426,244 73.4  ― ―

負債純資産合計   ― ― 580,579 100.0  ― ―
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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 売上高   192,619 100.0 189,143 100.0  381,564 100.0

Ⅱ 売上原価   124,592 64.7 121,917 64.5  244,825 64.2

売上総利益   68,026 35.3 67,225 35.5  136,739 35.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   48,629 25.2 47,958 25.3  96,934 25.4

営業利益   19,397 10.1 19,267 10.2  39,804 10.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,570 1.3 3,622 1.9  3,627 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,846 1.0 1,218 0.6  3,393 0.9

   経常利益   20,120 10.4 21,671 11.5  40,038 10.5

Ⅵ 特別利益 ※３  414 0.2 1,691 0.9  11,563 3.0

Ⅶ 特別損失 ※４  3,729 1.9 92 0.1  38,523 10.1

税引前中間(当期) 
純利益 

  16,805 8.7 23,271 12.3  13,078 3.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 7,720 9,688 5,211 

法人税等調整額  51 7,771 4.0 △1,766 7,921 4.2 2,028 7,239 1.9

中間(当期)純利益   9,033 4.7 15,349 8.1  5,838 1.5

前期繰越利益   5,522 ―  5,522

中間配当額   ― ―  5,599

中間(当期)未処分 
利益 

  14,555 ―  5,760
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

その他資本

剰余金 

利益 

準備金
別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 146,200 173,664 1,610 4,385 228,300 5,760 △15,183 544,739

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の取崩（注）  △150,000 150,000  ―

 剰余金の配当（注）  △4,606  △4,606

 役員賞与（注）  △79  △79

 中間純利益  15,349  15,349

 合併に伴う自己株式の受入   △145,668 △145,668

 自己株式の消却  △1,610 △143,735 145,346 ―

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額) 

   ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △1,610 ― △150,000 16,927 △322 △135,005

平成18年９月30日残高(百万円) 146,200 173,664 ― 4,385 78,300 22,688 △15,505 409,733

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 31,196 575,935

中間会計期間中の変動額 

 別途積立金の取崩（注） ―

 剰余金の配当（注） △4,606

 役員賞与（注） △79

 中間純利益 15,349

 合併に伴う自己株式の受入 △145,668

 自己株式の消却 ―

株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△14,686 △14,686

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△14,686 △149,691

平成18年９月30日残高(百万円) 16,510 426,244

  （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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中間財務諸表作成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 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連

会社株式 

 移動平均法による原

価法によっておりま

す。 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

 ② その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間決算期末日の

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)によっており

ます。 

 時価のないもの 

 移動平均法による

原価法によっており

ます。 

なお、債券のうち

「取得原価」と「債

券金額」との差額の

性格が金利の調整と

認められるものにつ

いては、償却原価法

(定額法)により原価

を算定しておりま

す。 

また、投資事業有

限責任組合及びそれ

に類する組合への出

資（証券取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の）については、組

合契約に規定される

決算報告日に応じて

入手可能な 近の決

算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取

り込む方法によって

おります。 

② その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算期末日の

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)によってお

ります。 

 時価のないもの 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

② その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算期末日の市場

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)によっておりま

す。 

時価のないもの 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 (2) たな卸資産 

① 番組勘定及びその他

の製作品 

 個別法に基づく原価

法によっております 

(2) たな卸資産 

① 番組勘定及びその他

の製作品 

同左 

(2) たな卸資産 

① 番組勘定及びその他

の製作品 

同左 

 ② 貯蔵品 

 終仕入原価法によ

っております。 

② 貯蔵品 

同左 

② 貯蔵品 

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 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっておりま

す。 

 なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。 

 ただし、本社建物及び

平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設

備は除く)については定

額法によっております。

(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 

  定額法によっておりま

す。 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

  ただし、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)に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

   定額法によっておりま

す。 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

  ただし、のれんについ

ては５年の均等償却、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

づく定額法によっており

ます。 

(2) 無形固定資産 

  定額法によっておりま

す。 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

  ただし、営業権につい

ては、商法に規定する償

却期間（５年）に基づく

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)に基づく定額法に

よっております。 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却しておりま

す。 

  なお、償却期間につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

支出時に全額を費用と

して処理しております。

社債発行費 
――――― 

 

社債発行差金 
――――― 

 

新株発行費 
――――― 

 

社債発行費 
――――― 

 

社債発行差金 
――――― 

 

新株発行費 

支出時に全額を費用と

して処理しております。

社債発行費 

支出時に全額を費用と

して処理しております。

社債発行差金 

社債償還期間にわたり

均等償却しております。
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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 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  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

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(2) 返品調整引当金 

  出版物の返品による損

失に備えるため、法人税

法に定める繰入限度額を

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 返品調整引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 返品調整引当金 

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) 

 (3) 役員賞与引当金 

――――― 

 

(3) 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する

賞与の支出に備えるた

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。

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より

「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。 

これにより営業利益、

経常利益及び税引前中間

純利益が、50百万円減少

しております。 

(3) 役員賞与引当金 

――――― 

 

 (4) 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。 

 過去勤務債務について

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(15年)によ

る按分額を費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異につ

いては、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)による按

分額をそれぞれ発生の翌

期より費用処理しており

ます。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 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。 

  過去勤務債務について

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(15年)によ

る按分額を費用処理して

おります。 

  数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(15年)による按分額を

それぞれ発生の翌事業年

度より費用処理しており

ます。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

よる当中間期末要支給額

を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

よる期末要支給額を計上

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) 

５ 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 

６ 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につい

て 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理につい

て 

同左 

消費税等の会計処理につい

て 

同左 
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中間財務諸表作成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。 
これによる損益に与える影響 

はありません。 

 
――――― 

 

(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。 

従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は426,244百万円であ

ります。 

なお、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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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) 

 
 

――――― 
 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間会計期間から「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号）並び

に「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。 

 
 

――――― 
 

 
 

――――― 
 

（繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

当中間会計期間から「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成

18年８月11日 実務対応報告第19

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。 

 
 

――――― 
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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 76,230百万円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累 
計額 85,669百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累 
計額 81,001百万円

 
――――― 

※２ 中間会計期間末日満期手形の
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、当中間会計期間末日は
金融機関の休日であったため、
次の中間会計期間末日満期手形
が中間会計期間末の残高に含ま
れております。 
受取手形    890百万円 
支払手形     939百万円 
その他流動負債 
(営業外支払手形)272百万円 

 
――――― 

 

 ３ 偶発債務 
保証債務 

 他社の金融機関からの借入及
び従業員の金融機関からの借入
等に対して次の通り保証を行っ
ております。 

百万円

従業員住宅貸付分 2,636 
㈱放送衛星システム 1,639 
㈱ビサウンド 1 
合計 4,276 
 ㈱放送衛星システムの銀行借
入に対する保証のうち1,605百
万円については㈱ビーエスフジ
との連帯保証であります。 

 ３ 偶発債務 
保証債務 

 他社の金融機関からの借入及
び従業員の金融機関からの借入
等に対して次の通り保証を行っ
ております。 

百万円

従業員住宅貸付分 2,294 
㈱放送衛星システム 1,432 
合計 3,726 
 ㈱放送衛星システムの銀行借
入に対する保証のうち1,411 
百万円については㈱ビーエスフ
ジとの連帯保証であります。 

 ３ 偶発債務 
保証債務 

 他社の金融機関からの借入及
び従業員の金融機関からの借入
等に対して次の通り保証を行っ
ております。 

百万円

従業員住宅貸付分 2,441 
㈱放送衛星システム 1,486 
㈱ビサウンド 0 
合計 3,927 
 ㈱放送衛星システムの銀行借
入に対する保証のうち1,459 
百万円については㈱ビーエスフ
ジとの連帯保証であります。 

※４ 圧縮記帳 
 当中間期末までに取得した有
形固定資産のうち国庫補助金等
の受入により取得価額から控除
している圧縮記帳額は下記の通
りであり、中間貸借対照表計上
額はこの圧縮記帳額を控除して
おります。 
 百万円

機械及び装置 57 

その他有形固定資産 
(構築物) 

118 

合計 175 
 

※４ 圧縮記帳 
 当中間期末までに取得した有
形固定資産のうち国庫補助金等
の受入により取得価額から控除
している圧縮記帳額は下記の通
りであり、中間貸借対照表計上
額はこの圧縮記帳額を控除して
おります。 
 百万円

機械及び装置 57 

その他有形固定資産
(構築物) 

118 

合計 175 
 

※４ 圧縮記帳 
 当期までに取得した有形固定
資産のうち国庫補助金等による
圧縮記帳額は次の通りであり、
貸借対照表計上額はこの圧縮記
帳額を控除しております。 
 百万円

機械及び装置 57 

その他有形固定資産 
(構築物) 

118 

合計 175 
 

※５ 消費税等の取扱い 
 仮払消費税等及び仮受消費税
等は相殺の上「その他流動負
債」に含めて表示しておりま
す。 

※５ 消費税等の取扱い 
   同左 

 
   ――――― 
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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) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※６ 貸出コミットメント 
   当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うために取引
銀行３行と貸出コミットメント
契約を締結しております。 

   当中間会計期間末における貸
出コミットメントに係る借入未
実行残高等は次の通りでありま
す。     
 百万円

貸出コミットメント
の総額 

90,000 

借入実行残高 30,000 
差引額 60,000 
  

 

６ 貸出コミットメント 
   当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うために取引
銀行３行と貸出コミットメント
契約を締結しております。 

   当中間会計期間末における貸
出コミットメントに係る借入未
実行残高等は次の通りでありま
す。     
 百万円

貸出コミットメント
の総額 

30,000 

借入実行残高 － 
差引額 30,000 
  

 

６ 貸出コミットメント 
   当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うために取引
銀行３行と貸出コミットメント
契約を締結しております。 

   当事業年度末における貸出コ
ミットメントに係る借入未実行
残高等は次の通りであります。
 百万円

貸出コミットメント
の総額 

90,000 

借入実行残高 － 
差引額 90,000 
  

 

 

― 71 ― 



(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 営業外収益の主な内容 

 百万円

受取利息 133 

有価証券利息 55 

受取配当金 1,728 

受取賃貸料 501 
 

※１ 営業外収益の主な内容 

 百万円

受取利息 0 

有価証券利息 51 

受取配当金 2,604 

受取賃貸料 475 

投資事業組合投
資利益 110 

負ののれん償却
額 177 

 

※１ 営業外収益の主な内容 

 百万円

受取利息 231 

有価証券利息 58 

受取配当金 1,966 

受取賃貸料 1,042 
 

※２ 営業外費用の主な内容 

 百万円

支払利息 67 

新株発行費 487 

賃貸費用 448 

為替差損 180 

投資事業組合投
資損失 212 

支払手数料 328 
 

※２ 営業外費用の主な内容 

 百万円

支払利息 51 

社債利息 359 

賃貸費用 272 

為替差損 44 

投資事業組合投
資損失 264 

支払手数料 63 
 

※２ 営業外費用の主な内容 

 百万円

支払利息 161 

社債利息 57 

新株発行費 532 

社債発行費 215 

賃貸費用 594 

投資事業組合投
資損失 981 

支払手数料 356 
 

※３ 特別利益の内容 

 百万円

投資有価証券売
却益 

354 

関係会社社債売
却益 

8 

貸倒引当金戻入
益 

51 
 

※３ 特別利益の内容 

 百万円

固定資産売却益 0 

(車両運搬具) (0)

投資有価証券売
却益 

1 

貸倒引当金戻入
益 

65 

会員権預託金貸
倒引当金戻入益

30 

抱合株式消滅差
益 

1,592 
 

※３ 特別利益の内容 

 百万円

固定資産売却益 5 

(建物) (5)

投資有価証券売
却益 

11,549 

関係会社社債売
却益 

8 
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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) 

※４ 特別損失の内容 

 百万円

固定資産売却損 126 

(建物) (15) 

(構築物) (0) 

(機械及び装置) (0) 

(車両運搬具) (2) 

(土地) (107) 

固定資産除却損 127 

(建物) (0) 

(構築物) (0) 

(機械及び装置) (120) 

(車両運搬具) (1) 

(工具器具備品) (0) 

(ソフトウェア) (3) 

投資有価証券 
評価損 

187 

関係会社株式 
評価損 

3,235 

会員権売却損 0 

会員権等評価損 7 

会員権預託金貸
倒引当金繰入額 

46 
 

※４ 特別損失の内容 

 百万円

固定資産除却損 60 

(建物) (28)

(機械及び装置) (21)

(車両運搬具) (0)

(工具器具備品) (8)

(ソフトウェア) (1)

投資有価証券 
評価損 

25 

会員権預託金貸
倒引当金繰入額

6 
 

※４ 特別損失の内容 

 百万円

固定資産売却損 151 

(建物) (15)

(構築物) (0)

(機械及び装置) (25)

(車両運搬具) (2)

(土地) (107)

固定資産除却損 178 

(建物) (9)

(構築物) (0)

(機械及び装置) (142)

(車両運搬具) (2)

(工具器具備品) (0)

(ソフトウェア) (23)

投資有価証券売
却損 34,505 

投資有価証券評
価損 

187 

関係会社株式 
評価損 

3,446 

会員権売却損 0 

会員権等評価損 8 

会員権預託金貸
倒引当金繰入額 45 

 
 ５ 減価償却実施額 

 百万円

有形固定資産 4,681 

無形固定資産 1,599 
 

 ５ 減価償却実施額 

 百万円

有形固定資産 5,037 

無形固定資産 2,129 
 

 ５ 減価償却実施額 

 百万円

有形固定資産 10,120 

無形固定資産 3,348 
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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） 61,202.84 573,704 573,704.84 61,202
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   ㈱ニッポン放送ホールディングスの吸収合併に伴う増加 573,704株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   自己株式の消却による減少               573,704.84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 

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 

(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) 
機械及び 
装置 

1,529 1,457 71 

その他有形 
固定資産 
(車輌 
運搬具) 

6 0 6 

その他有形 
固定資産 
(工具器具 
備品) 

4,947 2,762 2,185 

合計 6,484 4,220 2,263 

 

 
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)
機械及び 
装置 

652 590 62

その他有形
固定資産 
(車輌 
運搬具) 

6 1 4

その他有形
固定資産 
(工具器具 
備品) 

5,125 2,945 2,180

合計 5,784 3,537 2,247

 

 
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)

機械及び 
装置 

652 554 97

その他有形
固定資産 
(車輌 
運搬具) 

6 1 5

その他有形
固定資産 
(工具器具 
備品) 

5,084 2,591 2,493

合計 5,743 3,146 2,596

 
２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 1,108百万円

１年超 1,234 

合計 2,342百万円
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 1,065百万円

１年超 1,239 

合計 2,304百万円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 1,182百万円

１年超 1,480 

合計 2,663百万円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

① 支払リース料 686百万円

② 減価償却費 
  相当額 

624 

③ 支払利息 
  相当額 

34 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

① 支払リース料 690百万円

② 減価償却費 
  相当額 

642 

③ 支払利息 
  相当額 

38 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

① 支払リース料 1,347百万円

② 減価償却費 
  相当額 

1,237 

③ 支払利息 
  相当額 

71 

 
４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 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 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

 利息相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略しております。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 中間貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

 

関連会社株式 11,270 12,726 1,456 

合計 11,270 12,726 1,456 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 中間貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

 

関連会社株式 12,814 20,924 8,110 

合計 12,814 20,924 8,110 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

 

関連会社株式 11,276 19,698 8,421 

合計 11,276 19,698 8,421 

 

(企業結合等関係) 

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） 

１．結合当事企業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の企業の名称並びに取引

の概要 

中間連結財務諸表に記載しているため省略しております。 

２．取引の目的 

中間連結財務諸表に記載しているため省略しております。 

３．実施した会計処理の概要 

上記合併は共通支配下の取引に該当するものであり、これにより抱合株式消滅差益が1,592百万円

発生しております。
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（重要な後発事象） 

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) 

平成17年11月30日、当社及び当社の連結子会社である㈱ニッポン放送は、㈱ニッポン放送のラ

ジオ放送事業その他すべての事業に関する営業を会社分割の手法により新会社に承継させること、

及びフジサンケイグループ各社の株式を保有することになる会社分割後の㈱ニッポン放送を当社

に吸収合併させることについて、両社の取締役会において決議し、合併契約を締結いたしました。 

このグループ再編により、当社をフジサンケイグループの事業持株会社として明確に位置付け、

今後のグループ戦略を機動的かつ効率的に行うことの出来るグループ運営体制を確立するととも

に、㈱ニッポン放送においてはラジオ放送事業者として、更なる効率化を図り、デジタル化時代

に対応した安定した経営体制を確立することを目的としております。 

合併の概要は以下の通りであります。 

(１)合併期日 

平成18年４月１日(予定) 

(２)合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併とし、ラジオ放送事業その他すべての事業に関する営業を

新設分割した後の㈱ニッポン放送を合併いたします。 

なお、商法第413条ノ３第１項に規定する簡易合併によるものであるため、当社は株主総会

の承認を得ずに合併いたします。 

(３)合併比率、合併交付金 

被合併会社である㈱ニッポン放送は、当社の100％子会社であるため、新株式の発行及び合

併交付金の支払は行いません。 

(４)財産の引継ぎ 

ラジオ放送事業その他すべての事業に関する営業を新設分割した後の㈱ニッポン放送の一

切の資産、負債及び権利義務を合併期日において当社に引き継ぐことといたします。 

(５)㈱ニッポン放送の概要 

 平成17年３月期 

商 号 ㈱ニッポン放送(分割会社) 

事 業 内 容 ラジオ事業 

資 本 金 4,150百万円 

発行済株式数 32,800,000株 

売 上 高 29,206百万円 

当 期 純 利 益 167百万円 

総 資 産 206,703百万円 

負 債 65,265百万円 

株 主 資 本 141,437百万円 

従 業 員 数 240名 

発行済株式数は、平成17年７月12日に自己株式の消却を行ったため、半期報告書提出日現在にお
いて26,424,159株となっております。 

― 77 ― 



(６)その他 

本合併は、㈱ニッポン放送の会社分割が適法に成立することを条件としております。 

また、この合併により㈱ニッポン放送が保有する当社株式573,704株（当中間連結会計期

間末においては自己株式として145,668百万円を中間連結貸借対照表に計上）については、当

社の自己株式となりますが、当該株式については、本件合併が完了次第速やかに消却するこ

とを予定しております。 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

（１）㈱ニッポン放送ホールディングスとの合併 

当社は、平成18年４月１日付けで、ラジオ放送事業その他すべての事業に関する営業を新

設分割した後の分割会社である㈱ニッポン放送ホールディングス（旧商号：㈱ニッポン放

送）を、吸収合併いたしました。この合併は、当社をフジサンケイグループの事業持株会社

として明確に位置付け、今後のグループ戦略を機動的かつ効率的に行うことの出来るグルー

プ運営体制を確立することを目的としております。 

①合併期日 

平成18年４月１日 

②合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併とします。なお、被合併会社である㈱ニッポン放送ホー

ルディングスは、当社の100％子会社であるため、新株式の発行および合併交付金の支払

は行いません。 

③財産の引継ぎ 

ラジオ放送事業その他すべての事業に関する営業を新設分割した後の分割会社である㈱

ニッポン放送ホールディングスの一切の資産、負債および権利義務を合併期日において引

き継いでおります。引き継いだ資産および負債の状況は次のとおりであります。 

資産合計  47,982百万円 

負債合計  26,658百万円 

なお、上記のほか㈱ニッポン放送ホールディングスが保有していた当社株式145,668百

万円（573,704株）を自己株式として引き継いでおります。 

（２）自己株式の取得および消却 

当社は、上記（１）のとおり、平成18年４月1日を合併期日として㈱ニッポン放送ホール

ディングスを吸収合併したことに伴い、同社が保有していた当社普通株式573,704株を自己

株式として保有することとなりましたが、平成18年４月27日開催の取締役会において、従来

から保有しておりました自己株式のうち、端株式である0.84株と併せて、自己株式の消却を

実施することを決議し、５月16日付で実施いたしました。この自己株式の消却は、資本効率

の向上と発行済株式総数の減数を通じた株主利益の増進を図ることを目的としております。 
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売上高の内訳 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日 (自 平成17年４月１日期別 

至 平成17年９月30日) 至 平成18年９月30日)

増減 

至 平成18年3月31日)

科 目 
金額 

(百万円) 

構成比

(％)

金額 

(百万円) 

構成比

(％)

金額 

(百万円)

率 

(％) 

金額 

(百万円) 

構成比

(％)

放送事業収入 163,832 85.1 161,580 85.4 △2,252 △1.4 326,981 85.7

    
 放送収入 148,967 77.4 146,038 77.2 △2,929 △2.0 296,611 77.7

 ネットタイム 67,590 35.1 67,855 35.9 264 0.4 135,107 35.4
 ローカルタイム 11,096 5.8 11,491 6.1 394 3.6 22,575 5.9
 スポット 70,280 36.5 66,691 35.2 △3,589 △5.1 138,928 36.4
    
 その他放送事業収入 14,864 7.7 15,542 8.2 677 4.6 30,370 8.0

 番組販売収入 8,616 4.5 8,870 4.7 253 2.9 17,524 4.6
 その他 6,248 3.2 6,672 3.5 423 6.8 12,845 3.4
    
その他事業収入 28,787 14.9 27,562 14.6 △1,224 △4.3 54,583 14.3

合計 192,619 100.0 189,143 100.0 △3,476 △1.8 381,564 100.0
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