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平成１９年 ３月期   中 間 決 算 短 信 (連 結 )       平成18 年11 月24 日 

上場会社名  アール・ケー・ビー毎日放送株式会社                         上 場 取 引 所  福証 

コ ー ド 番 号   ９４０７                                                       本社所在都道府県 福岡県 

(ＵＲＬ http：//ｗｗｗ．ｒｋｂ．ｎｅ．ｊｐ) 

代 表 者   役職名 代表取締役社長  氏名 石上 大和 

問合せ先責任者  役職名 経 理 部 長  氏名 松浦 泰久        Ｔ Ｅ Ｌ ( ０９２ ) ８５２ － ６６２４ 

決算取締役会開催日  平成 18年 11月 24日 

米国会計基準採用の有無  無 

 

１．18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                                                      (金額は百万円未満切り捨て) 

 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 12,116 1.9 540 △45.9 504 △48.0 

17 年 9 月中間期 11,890 2.0 998 △5.2 970 △7.4 

18 年 3 月期 25,968 2,307 2,208  
 

 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 407 △35.9 36.50 － － － 

17 年 9 月中間期 636 10.2 56.96 － － － 

18 年 3 月期 1,263 109.84 －  

(注)①持分法投資損益 18年 9月中間期  －  百万円 17年 9月期   －  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 11,170,993株  17年 9月期 11,173,082株  18年 3月期 11,172,393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 

 

(2)連結財政状態 

 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 43,934 24,960 55.5  2,181.21

17 年 9 月中間期 45,828 23,487 51.3  2,102.15

18 年 3 月期 49,709 24,678 49.7  2,205.89

(注)期末発行済株式数(連結)  18年 9月中間期 11,170,124株  17年 9月期 11,172,930株  18年 3月期 11,171,308株 

 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 △1,580 1,350 265  1,902

17 年 9 月中間期 1,392 △1,854 △826  2,545

18 年 3 月期 1,737 △2,456 △1,249  1,866
 

(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  5 社  持分法適用非連結子会社 － 社  持分法適用関連会社 － 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 

 

２．19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   25,810     950     600 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  53円 71銭 

上記の予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の６ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況  

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と子会社９社で構成され、テレビ・ラジオの番組、

スポットＣＭ販売等の放送事業、システム関連事業、不動産事業および産業・広報映画制作、派遣業務、

イベント企画・制作等のその他の事業活動を行っております。 

当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

 

◇放送事業 

タイム放送 …… スポンサーに一定の時間を販売して、その時間にスポンサーの提供によ

る番組の放送をするものであります。 

 

スポット放送 …… タイム放送の切替時間を販売して、コマーシャルメッセージを放送する

ものであります。 

 

番組制作、 

制作スタッフ派遣 

…… テレビ番組制作の一部を子会社㈱アール・ケー・ビー映画社に下請けさ

せております。また、子会社㈱バフがテレビ番組制作スタッフの派遣を

行っております。 

 

◇システム関連事業 

ソフトウェア開発 

・販売・保守 

…… 子会社㈱ＢＣＣがソフトウェアの開発・販売・保守を行うほか、子会社

西日本情報システム㈱に開発の一部を下請けさせております。 

 

受託計算 …… 子会社㈱ＢＣＣが子会社㈱ＢＣＣデータに受託計算業務の一部を下請け

させております。 

 

ＳＥ派遣業務 …… 子会社三立情報㈱がシステムエンジニアの派遣を行っております。 

 

 

◇不動産事業 

不動産賃貸 …… 土地および放送会館の一部を賃貸しております。子会社アール・ケー・

ビー興発㈱が放送会館の管理を行うほか、子会社㈲平和ビルサービスに

清掃作業を下請けさせております。 

 

駐車場運営 …… 子会社アール・ケー・ビー興発㈱に駐車場の運営を下請けさせておりま

す。 

 

 

◇その他事業 

産業・広報映画製作 …… 子会社㈱アール・ケー・ビー映画社が産業・広報映画製作を行っており

ます。 

 

派遣業務 …… 子会社アール・ケー・ビー・ミューズ㈱が事務作業者の派遣を行ってお

ります。 

 

イベント企画・制作 …… 子会社アール・ケー・ビー・ミューズ㈱にイベント企画・制作の一部を

下請けさせております。 
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事業の系統図は次のとおりであります。 

テレビ番組制作スタッフ派遣

テレビ番組制作スタッフ派遣 （連結子会社）

㈱バフ

テレビ番組制作

テレビ番組制作 （連結子会社）

㈱アール・ケー・ビー映画社

ソフトウェア開発・販売・保守、受託計算、機器販売

ソフトウェア販売・保守 （連結子会社）

㈱ＢＣＣ

ソフトウェア開発

（非連結子会社）

西日本情報システム㈱

受託計算

（非連結子会社）

㈱ＢＣＣデータ

システムエンジニア派遣

（非連結子会社）

三立情報㈱

ビル管理、駐車場管理、不動産仲介

ビル管理、駐車場管理 （連結子会社）

アール・ケー・ビー興発㈱

ビル清掃

（非連結子会社）

㈲平和ビルサービス

産業・広報映画制作

（連結子会社）

㈱アール・ケー・ビー映画社

人材派遣、イベント企画・制作

人材派遣、イベント企画・制作 （連結子会社）

アール・ケー・ビー・ミューズ㈱

放送枠の販売

番組購入
㈱東京放送

その他事業
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システム関連事業
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２．経営方針 
 
１．会社の経営の基本方針 

 

  当社は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与すること

を使命として、放送を通じてこれらの実現を図るため、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努め

ております。 
このため、地域のニュースや生活文化情報を速く、正確に、豊かに提供することにより、地域の発

展に貢献できるよう、番組制作力・営業力の強化と生産性の向上を図るとともに、放送技術・放送施

設の改善にも積極的に取り組んでおります。このような活動を通じて業績の向上に努め、より強固な

経営基盤を築くことにより株主や投資家の皆様の期待に応えてまいる所存であります。 
 
２．会社の利益配分に関する基本方針 

 

利益配分につきましては企業体質の強化を図りながら、株主各位への安定的な配当の継続を基本方

針としております。今後も安定的な配当の継続を重視しつつ、株主の皆様へ業績に応じた利益還元に

努める所存であります。具体的には、１株あたり 10 円の安定配当を維持しつつ、業績に連動した配当

として当社個別当期純利益をベースに配当性向 20%を目標にします。 
19 年３月期の配当金につきましては、１株につき普通配当 10 円を予定しております。 

 
３．投資単位の引下げに関する考え方および基本方針 

 

当社株式の投資単位の引下げにつきましては、株主重視の経営姿勢のもと、業績の継続的向上を基

本に、株価の動向や費用対効果などを慎重に検討したうえで対処してまいります。 
 
４．中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 

主たる事業の放送事業では、当社は今年７月１日、地上デジタルテレビの本放送をスタートさせま

した。デジタル化の設備投資による多額の減価償却費負担が平成 18 年度をピークに当面、利益を圧迫

しますが、デジタル時代を勝ち抜くため、番組の強化・開発費には重点的、効率的に費用を投じます。

コンプライアンス、危機管理体制の強化は勿論、内部統制システムの構築を急ぎつつ、なお一層、経

営の効率化に努める所存であります。 
システム関連事業、不動産事業、その他事業でも企業間競争が激化する中、新たな顧客獲得に全力

を挙げるとともに、さらなる経費削減を行い、効率のよい経営を推進します。 
デジタル時代においても、九州放送界のリーディングカンパニー・企業集団であり続けるように、

グループ一丸となって邁進する所存であります。 
 
５．親会社等に関する事項 

 

  当社は、親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態 
 
１．経営成績 

 

(1)当連結会計年度の概要 

当中間連結会計期間のわが国経済は、好調な企業業績に支えられた雇用・所得環境改善による個人

消費の堅調な推移がみられ、景気は総じて回復基調で推移いたしました。しかしながら、原油価格の

高止まりを要因とする原材料費上昇が懸念されるなど、なお楽観視できない状況にあります。 

放送業界では、テレビ、ラジオの広告費は今年も前年を下回る状況にあり、特にスポット収入につ

いては昨年のスポット不況から未だに脱却できない厳しい状況にあります。 

このような情勢のもと、当社グループは、デジタル時代の勝者となるべく積極的な営業活動を展開

し、主たる事業の放送事業は、ラジオ収入の減少をテレビ収入でカバーし、全体では増収となりまし

た。不動産事業収入は「ＲＫＢ渡辺通ビル」の売却により賃貸収入が減少したことにより減収となり

ましたが、システム関連事業収入は増収、その他事業収入も大型の自社企画の催物が貢献し増収とな

り、当中間連結会計期間の売上高は121億16百万円と前中間連結会計期間に比べ、２億25百万円(1.9%)

の増収となりました。 

一方、支出は、地上デジタルテレビ放送の本放送スタートにより減価償却費が大幅に増加しました。

また、テレビ番組費も新番組「九州青春銀行」のスタート等により増加しました。その結果、経常利

益は、５億４百万円と前中間連結会計期間に比べ４億65百万円(48.0%)の減益となりました。中間純

利益も、有形固定資産の減価償却方法変更にともなう特別利益の計上はありましたが４億７百万円と、

前中間連結会計期間に比べ２億28百万円(35.9%)の減益となりました。 

 

 (2)セグメント別の状況 

①放送事業 
放送事業の収入は、86億50百万円と前中間連結会計期間に比べ33百万円(0.4%)の増収となりました

が、営業利益は１億９百万円と５億45百万円(83.3%)の減益となりました。 

テレビ部門は、タイム収入はレギュラー番組の新規スポンサーの獲得やテレビショッピングが大き

く貢献し4.4%の増となりましたが、主力商品のスポット収入は全国的なスポット不況もあり1.7%の減

となりました。業種別では、化粧品・洗剤・トイレタリ、小売、サービス業・家庭用品は伸びました

が、アルコール飲料、金融、保険が大きく落ち込みました。テレビ収入全体では75億10百万円と前中

間連結会計期間に比べ43百万円(0.6%)の増収となりました。 

番組編成面では、在福民放では最も早い５月１日に地上デジタルテレビ放送の試験放送を開始し、

続いて７月１日に本放送をスタートさせました。情報生ワイド番組「今日感テレビ」をはじめとする

自社制作番組もＨＤの美しい画像で放送しています。さらに福岡ソフトバンクホークスのホームゲー

ム中継ではＨＤ画像に加え音声も5.1チャンネルサラウンドとし、デジタルの魅力を最大限生かした

番組を放送しています。 

視聴率では全日帯が8.3%と前年に比べ0.9%上昇、11年ぶりの８%台に躍進しました。これは朝の「み

のもんたの朝ズバッ！」、昼の「今日発プラス！」に加え、夕方の「今日感テレビ」の躍進によるも

のです。 

また、７月の地上デジタルテレビ放送のスタートにあわせて、「あなたの夢を実現する」をテーマ

とした若者向け新番組「九州青春銀行」を深夜帯でスタートさせました。 
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ラジオ部門は、タイム収入は新規ネット放送番組のスタートが貢献し1.1%増となりました。制作収

入も新しいイベントの開拓やプロ野球交流戦中継の受託が増加したことにより5.4%増となりました

が、スポット収入はネットスポット出稿が大幅に減少したことなどで7.6%減となり、全体でも11億39

百万円と前中間連結会計期間に比べ10百万円(0.9%)の減収となりました。 

 番組編成面では、引き続き福岡ソフトバンクホークスの一番の応援団として、実況中継や応援番組

に全力を挙げ、さらに地元球団を持つ札幌や仙台の系列局と番組を通して連携を深めました。また、

Ｊ１昇格を果たしたアビスパ福岡の応援番組「オーレ！アビスパ」や大人のラジオという基本方針を

さらに強化するため、日曜日の夕方に大人向けの新番組「こだわりハーフタイム」もスタートさせま

した。 

 

②システム関連事業 
システム関連事業の収入は、優れたシステムの開発・提供に努め、官公庁向けでは自社開発ソフト

が高い評価を受け、民間企業向けでも景気回復に後押しされた受注を獲得し、19億22百万円と前中間

連結会計期間に比べ２百万円(0.1%)の増収となりましたが、営業損失は、価格競争激化にコストダウ

ン効果が追いつかず43百万円と１百万円の減益となりました。 

 

③不動産事業 
不動産事業の収入は、７億80百万円と前中間連結会計期間に比べ２億３百万円(20.7%)の減収とな

りましたが、営業利益は４億46百万円と36百万円(9.0%)の増益となりました。 

「ＲＫＢ渡辺通ビル」を７月31日に売却したため建物の賃貸収入は減ったものの、「ＲＫＢ放送会

館」のテナント収入が増加したことなどが増益に寄与しました。 

 

④その他事業 
その他事業収入は、12億70百万円と前中間連結会計期間に比べ２億37百万円(23.0%)の増収となり、

営業利益は27百万円と22百万円(427.1%)の増益となりました。 

催事事業部門では、34件の催し物を主催し、156件の事業を後援しました。当社企画の展覧会では

「ポーラ美術館の印象派コレクション展」を開催し、さらにＲＫＢ毎日放送開局55周年記念のメイン

事業に位置づけた「吉村作治の早大エジプト発掘40年展」は福岡市博物館での７月開催をかわきりに

下期以降も２年間かけて全国11会場を巡回します。演劇分野ではアクロバティックな演技が大きな反

響を呼んだ上海シティダンスカンパニー「白鳥の湖」、音楽分野では当社が15年にわたっておこなっ

てきた命のキャンペーン関連イベント「風をみる人」などを開催しました。 

携帯電話事業者と提携した有料サイトサービス事業では、プロ野球の「ホークス公式サイト」とサ

ッカーＪリーグの「アビスパ福岡公式サイト」をあわせた契約者数が昨年を上回って推移しており増

収となりました。 

 

 (3)通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、主たる事業の放送事業は、テレビのスポット収入が全国的なスポ

ット不況から依然脱却できない厳しい状況にあり、テレビショッピング等によるタイム収入の増加

でカバーにつとめておりますが、ラジオ収入が一段と厳しい状況にあることから、全体でもわずか

ながら減収を見込んでおります。一方、支出の面でも、地上デジタルテレビ放送用の設備投資に伴

う減価償却費負担が大きく利益を圧迫することもあり、連結売上高は 258 億 10 百万円、経常利益は

９億 50 百万円、当期純利益は６億円と、大幅な減益を見込んでおります。 
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２．財政状態 
 

(1) 資産、負債、純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 57 億 74 百万円減少し、439 億 34 百

万円となりました。これは、現金及び預金は５億 19 百万円増加したものの、「ＲＫＢ渡辺通ビル」

の売却により有形固定資産が 41 億７百万円、株価下落等により投資有価証券が６億 10 百万円減少

したことなどによるものであります。 

当中間連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末に比べ 54 億 47 百万円減少し、189 億 74 百

万円となりました。これは主に、「ＲＫＢ渡辺通ビル」の売却により建設協力金および建物の敷金返

還等があり預り敷金及び保証金が35億44百万円減少したこと、設備関係支払手形が４億24百万円、

その他流動負債が９億８百万円、繰延税金負債が４億26百万円減少したことによるものであります。 
当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ３億 27 百万円減少し、249 億 60 百万

円となりました。これは、利益剰余金が２億 37 百万円増加したものの、株価下落によりその他有価

証券評価差額金が４億 82 百万円減少したことによるものであります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

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、営業活動により15

億80百万円減少し、有形固定資産の売却等により投資活動で13億50百万円、短期借入金の借入等によ

り財務活動で２億65百万円増加したことにより、当中間連結会計期間末には、前連結会計年度末に比

べ36百万円(1.9%)増加し、19億２百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ29億72百万円増加し15億80百万円

(前中間連結会計期間は13億92百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の回収による収

入が６億94百万円増加したものの、「ＲＫＢ渡辺通ビル」の売却により建設協力金および建物の敷

金の返還等があり預り敷金及び保証金が35億60百万円減少したことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ32億４百万円増加し13億50百万円

(前中間連結会計期間は18億54百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出が19億25百万円増加したものの、「ＲＫＢ渡辺通ビル」の売却による収入が43億37百万円あ

ったこと、投資有価証券の取得による支出が６億円減少したことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ10億92百万円増加し２億65百万円

(前中間連結会計期間は８億26百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の借入による

収入が11億円増加したことによるものであります。 
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なお、キャッシュ・フローの指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成 16 年中間期 

（第 76 期中間） 

平成 16 年 

（第 76 期） 

平成 17 年中間期

（第 77 期中間）

平成 17 年 

（第 77 期） 

平成 18 年中間期

（第 78 期中間）

自己資本比率 49.6% 49.8% 51.3% 49.6% 55.5% 

時価ベースの 
自己資本比率 18.9% 25.4% 23.0% 31.1% 26.8% 

債務償還年数 1.4 年 1.0 年 2.2 年 3.4 年 △2.0 年 

インタレスト・ 
カバレッジ・ 

レシオ 
83.4 48.1 14.1 8.2 △14.7 

 自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
  ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
  ※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」を利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロ

ー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 
 
３．事業等のリスク 

 

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性

があると考えられる事項には以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、

当連結中間会計期間末現在において判断したものであります。 

 

(1) 国内景気変動による業績への影響 

当社グループの収入の柱である放送事業は、企業の広告費に拠っており、企業が景況に応じて広

告費を調整する傾向にあるため、国内の景気動向に大きく影響を受ける可能性があります。当社は、

国内景気の動向を慎重に見極めコストの削減等の方策をとっておりますが、なお当社グループの経

営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

(2) 放送事業における競合の影響 

放送事業では、広告枠の販売をめぐり福岡地区の他の放送局と競合関係にあります。当社は自社

制作番組はもとより、㈱東京放送を中心としたネットワーク番組でも、競合他社より優位に立てる

ような強力なコンテンツの開発、制作に努めております。しかしながら、テレビコマーシャルの放

送時間枠の販売価格を決定する大きな要素である視聴率の動向が、当社グループの経営成績に影響

を与える可能性があります。 

 

(3) デジタル放送設備による影響 

当社は、今年７月１日に地上デジタルテレビの本放送をスタートさせました。デジタル放送を開

始するにあたり巨額な設備投資を実施いたしました。今後もデジタル中継局の建設、放送設備のＨ

Ｄ化、さらにラジオのデジタル化やデジタル時代における新しい放送サービスの導入など、積極的
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な設備投資を今後も継続してまいります。しかし、これらの設備投資による減価償却費の大幅な増

加に見合った収入の増加は見込めず、当社の利益を圧迫することが予想されますので一層の財務体

質の強化に努めてまいります。 

 

(4) 他メディアとの競合よる影響 

平成15年12月１日の東・阪・名地区における地上デジタルテレビ放送開始以降、オリンピックや

サッカーワールドカップ効果もあり、地上デジタルテレビ放送に加え、有料のＣＳデジタル放送お

よびＢＳデジタル放送の三波を視聴できるデジタルテレビが急速に普及しております。また、合併

効果による規模拡大を武器にサービス内容を向上させているＣＡＴＶ、高速化大容量化等の機能向

上が著しい携帯電話、さらにブロードバンドの進化により広く一般家庭に普及したインターネット

は、ユーザーニーズをとらえて多くの人々の関心を引き付け、広告価値を急速に高めております。

特にインターネット広告については、すでにラジオ広告を抜くなど大幅な伸びを見せております。

これら他メディアの広告価値が一層高まれば、地上波テレビ放送の広告価値を低下させることにな

り、当社グループの経営を圧迫する可能性があります。 

 

(5) 放送業界に対する法的規制の影響 

当社は、公共の電波を利用して放送事業を行うことから電波法、放送法等の法令により厳格な規

制を受ける免許事業者であります。放送法は、放送の健全な発展を図ることを目的とし、番組編集

の自由や放送番組審議会の設置などを定めております。 

また、電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保し、公共の福祉を増進することを目的とし

ており、無線局の免許制度を定め、放送局の免許の有効期間等も定めております。当社は昭和26年

10月にラジオ放送の免許、昭和33年２月にテレビ放送の免許を取得しており、それ以来、免許の有

効期間である５年毎に免許の更新を続けております。 

電波法は、所定の事態が生じた場合における総務大臣の権限として、電波の発射の停止や無線局

の免許の取消等を定めております。テレビ放送事業の継続は、当社の存立を左右する問題であるた

め、そのような事態が生じることのないよう常に心がけ、放送に携わってまいります。しかしなが

ら、仮に電波法の規定により放送免許の取消等を受けた場合、当社の経営成績および財政状態に重

大な影響を与える可能性があります。また、現在、「通信・放送のあり方」をめぐって様々議論が

交わされており、今後も法律等の改正により、当社の経営環境が大きく変化する可能性があります。 

また、電波法では、外国人等が「放送をする無線局」の業務を執行する役員である場合、または

外国人等が直接出資のみならず直接・間接を併せて議決権の５分の１以上を占める場合、免許を与

えないとされております。このため、放送法では一定条件のもとで、外国人等からの名義書き換え

を拒むことができるとされております。 

なお、外国人等の有する議決権の割合が100分の15に達した場合には、放送法の規定により、そ

の割合を公告しております。 
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４．中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

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) 

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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  3,287,200 2,914,438  2,394,826

２ 受取手形及び売掛金 ※３  3,343,751 3,416,329  5,141,502

３ 有価証券   623,282 50,000  70,000

４ たな卸資産   667,603 415,926  189,465

５ その他   2,386,138 2,728,356  2,686,632

６ 貸倒引当金   △4,355 △1,527  △3,316

流動資産合計   10,303,620 22.5 9,523,524 21.7  10,479,111 21.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２  13,489,192 8,924,763  13,313,481

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

  1,239,363 4,571,242  3,368,436

(3) 土地 ※２  13,331,785 13,331,785  13,331,785

(4) その他   642,293 295,216  1,216,657

有形固定資産合計   28,702,635 62.6 27,123,007 61.7  31,230,361 62.8

２ 無形固定資産   6,329 0.0 2,878 0.0  4,038 0.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   5,867,004 6,430,278  7,040,930

(2) その他   956,365 867,033  965,790

(3) 貸倒引当金   △7,668 △12,081  △10,975

投資その他の資産 
合計 

  6,815,700 14.9 7,285,230 16.6  7,995,745 16.1

固定資産合計   35,524,666 77.5 34,411,117 78.3  39,230,145 78.9

資産合計   45,828,286 100 43,934,641 100  49,709,257 100
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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) 

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
(％)

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   435,338 324,619  584,299

２ 短期借入金   972,620 1,850,620  1,104,120

３ 未払費用   2,076,348 2,044,892  2,355,132

４ 設備関係支払手形   ― 1,632,757  2,056,851

５ その他   2,319,444 1,553,001  2,461,537

流動負債合計   5,803,751 12.7 7,405,890 16.9  8,561,940 17.2

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   5,276,460 4,382,340  4,724,400

２ 繰延税金負債   2,196,650 1,993,506  2,420,061

３ 退職給付引当金   3,387,136 3,677,449  3,582,326

４ 役員退職慰労引当金   357,333 339,124  391,571

５ 預り敷金及び保証金   4,425,964 880,934  4,425,333

６ その他   325,007 295,116  316,164

固定負債合計   15,968,551 34.8 11,568,472 26.3  15,859,857 31.9

負債合計   21,772,303 47.5 18,974,363 43.2  24,421,798 49.1

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   568,802 1.2 ― ―  608,753 1.2

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   560,000 1.2 ― ―  560,000 1.1

Ⅱ 資本剰余金   4,528 0.0 ― ―  4,528 0.0

Ⅲ 利益剰余金   20,967,730 45.8 ― ―  21,594,427 43.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,970,888 4.3 ― ―  2,537,726 5.1

Ⅴ 自己株式   △15,967 △0.0 ― ―  △17,976 △0.0

資本合計   23,487,180 51.3 ― ―  24,678,705 49.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  45,828,286 100 ― ―  49,709,257 100
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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) 

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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 560,000 1.3  ― ―

２ 資本剰余金   ― ― 4,528 0.0  ― ―

３ 利益剰余金   ― ― 21,832,087 49.6  ― ―

４ 自己株式   ― ― △19,274 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 22,377,342 50.9  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 2,055,459 4.7  ― ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― ― △68,467 △0.2  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,986,992 4.5  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 595,943 1.4  ― ―

純資産合計   ― ― 24,960,278 56.8  ― ―

負債純資産合計   ― ― 43,934,641 100  ― ―
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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) 

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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   11,890,522 100 12,116,497 100  25,968,151 100

Ⅱ 売上原価   6,734,252 56.6 7,486,228 61.8  15,279,998 58.8

   売上総利益   5,156,269 43.4 4,630,268 38.2  10,688,153 41.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  4,157,715 35.0 4,089,608 33.7  8,380,887 32.3

営業利益   998,554 8.4 540,659 4.5  2,307,265 8.9

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息  2,779 4,558 4,814 

２ 受取配当金  24,435 31,081 43,219 

３ 貸倒引当金戻入益  878 1,923 800 

４ 保険差益  35,707 ― 36,368 

５ その他  33,275 97,076 0.8 39,846 77,409 0.6 62,487 147,689 0.5

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  98,628 107,700 211,658 

２ その他  26,889 125,518 1.0 5,547 113,247 0.9 34,702 246,361 0.9

経常利益   970,112 8.2 504,821 4.2  2,208,593 8.5

Ⅵ 特別利益            

１ 固定資産売却益 ※２ ― 24,246 ― 

２ ゴルフ会員権売却益  3,414 2,920 4,796 

３ アナログ周波数 
変更対策給付金 

 181,876 26,486 212,159 

４ 機械装置簿価修正益 ※３ ― 217,931 ― 

５ その他  ― 185,291 1.5 ― 271,584 2.2 71 217,027 0.8

Ⅶ 特別損失            

１ 固定資産廃売却損  13,495 21,765 108,489 

２ 投資有価証券評価損  ― ― 75,582 

３ ゴルフ会員権評価損  4,620 1,395 870 

４ その他  1,770 19,885 0.2 400 23,560 0.2 1,770 186,712 0.7

    税金等調整前 
   中間(当期)純利益 

  1,135,517 9.5 752,845 6.2  2,238,909 8.6

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 470,782 403,927 1,124,801 

   法人税等調整額  37,853 508,636 4.2 △49,738 354,189 2.9 △179,420 945,380 3.6

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

  △9,561 △0.1 △9,060 △0.1  30,390 0.1

   中間(当期)純利益   636,442 5.4 407,716 3.4  1,263,138 4.9
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③ 【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 
(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  4,528  4,528

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 4,528  4,528

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  20,483,022  20,483,022

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 中間(当期)純利益  636,442  1,263,138

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  111,734 111,734 

２ 役員賞与 
(うち監査役分) 

 
40,000
(3,400)

151,734
40,000 
(3,400)

151,734

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 20,967,730  21,594,427
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④ 【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 

 

資本金 資本剰余金 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(千円) 560,000 4,528 21,594,427 △17,976 22,140,979

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注) △134,055  △134,055

 役員賞与(注) △36,000  △36,000

 中間純利益 407,716  407,716

 自己株式の取得 △1,297 △1,297

 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) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― 237,660 △1,297 236,363

平成18年９月30日残高(千円) 560,000 4,528 21,832,087 △19,274 22,377,342

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,537,726 ― 2,537,726 608,753 25,287,459

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注)  △134,055

 役員賞与(注)  △36,000

 中間純利益  407,716

 自己株式の取得  △1,297

 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) 

△482,266 △68,467 △550,733 △12,810 △563,544

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△482,266 △68,467 △550,733 △12,810 △327,180

平成18年９月30日残高(千円) 2,055,459 △68,467 1,986,992 595,943 24,960,278

(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る。 
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⑤ 【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 

(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   

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  1,135,517 752,845 2,238,909

２ 減価償却費  523,420 957,107 1,155,453

３ 連結調整勘定償却額  △7,085 ― △14,170

４ のれん償却額  ― △7,085 ―

５ 貸倒引当金の増減額(減少：△)  278 △682 2,546

６ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  195,041 95,122 390,232

７ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △24,018 △52,447 10,219

８ 受取利息及び受取配当金  △27,214 △35,639 △48,033

９ 支払利息  98,628 107,700 211,658

10 固定資産廃売却損  13,495 21,765 108,489

11 固定資産売却益  ― △24,246 ―

12 機械装置簿価修正益  ― △217,931 ―

13 投資有価証券評価損  ― ― 75,582

14 ゴルフ会員権評価損  4,620 1,395 870

15 ゴルフ会員権売却益  △3,414 △2,920 △4,796

16 アナログ周波数変更対策給付金  △181,876 △26,486 △212,159

17 売上債権の増減額(増加：△)  953,298 1,648,182 △770,346

18 たな卸資産の増減額(増加：△)  △516,845 △226,461 △38,707

19 仕入債務の増減額(減少：△)  △262,820 △550,057 166,944

20 預り敷金及び保証金の増減額(減少：△)  16,168 △3,544,398 15,537

21 未収消費税等の増減額(増加：△)  ― ― 124,927

22 未払消費税等の増減額(減少：△)  85,218 124,375 133,052

23 役員賞与の支払額  △40,000 △36,000 △40,000

24 その他営業資産の増減額(増加：△)  336,936 △22,682 △21,778

25 その他営業負債の増減額(減少：△)  53,107 △16,655 △7,349

小計  2,352,456 △1,055,198 3,477,079

26 利息及び配当金の受取額  27,188 34,329 48,113

27 利息の支払額  △98,993 △112,068 △212,007

28 法人税等の支払額  △887,962 △447,196 △1,575,389

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,392,688 △1,580,134 1,737,795
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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 

(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   

１ 定期預金の純増減額(増加：△)  △700,052 △483,543 △286,779

２ 有価証券の取得による支出  △100,411 ― △100,411

３ 有価証券の売却による収入  60,065 30,000 260,476

４ 有形固定資産の取得による支出  △329,047 △2,254,368 △1,205,820

５ 有形固定資産の売却による収入  ― 4,337,070 ―

６ 投資有価証券の取得による支出  △805,686 △205,240 △1,147,198

７ 投資有価証券の売却による収入  15,000 ― 15,015

８ その他  5,556 △73,578 8,706

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,854,575 1,350,339 △2,456,012

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額(減少：△)  ― 1,100,000 ―

２ 長期借入金の返済による支出  △711,560 △695,560 △1,132,120

３ 配当金の支払額  △111,389 △133,529 △111,551

４ 少数株主への配当金の支払額  △3,000 △3,750 △3,000

５ その他  △538 △1,297 △2,547

財務活動によるキャッシュ・フロー  △826,488 265,862 △1,249,219

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △1,288,375 36,068 △1,967,436

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,833,482 1,866,046 3,833,482

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 2,545,107 1,902,115 1,866,046

                 

 



ファイル名:短080_a_0005700501812.doc 更新日時:11/20/2006 4:28:00 PM 印刷日時:06/11/20 16:28 

― 18 ― 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
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  ５社

 子会社のうち、株式会社

ＢＣＣ、株式会社アール・

ケー・ビー映画社、アー

ル・ケー・ビー・ミューズ

株式会社、株式会社バフ、

アール・ケー・ビー興発株

式会社を連結の範囲に含め

ております。 

 なお、子会社のうち有限

会社平和ビルサービスほか

２社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益及び利

益剰余金(持分に見合う額)

等がいずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため連結の範囲に

含めておりません。 

 連結子会社の数  ５社

 子会社のうち、株式会社

ＢＣＣ、株式会社アール・

ケー・ビー映画社、アー

ル・ケー・ビー・ミューズ

株式会社、株式会社バフ、

アール・ケー・ビー興発株

式会社を連結の範囲に含め

ております。 

 なお、子会社のうち株式

会社ＢＣＣデータほか３社

は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰

余金(持分に見合う額)等が

いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲に含め

ておりません。 

 連結子会社の数  ５社

 子会社のうち、株式会社

ＢＣＣ、株式会社アール・

ケー・ビー映画社、アー

ル・ケー・ビー・ミューズ

株式会社、株式会社バフ、

アール・ケー・ビー興発株

式会社を連結の範囲に含め

ております。 

 なお、子会社のうち株式

会社ＢＣＣデータほか２社

は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰

余金(持分に見合う額)等が

いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていない

ため連結の範囲に含めてお

りません。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

 非連結子会社(有限会社

平和ビルサービスほか２

社)は、それぞれ中間連結

純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

 非連結子会社(株式会社

ＢＣＣデータほか３社)

は、それぞれ中間連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除

外しております。 

 非連結子会社(株式会社

ＢＣＣデータほか２社)

は、それぞれ連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外

しております。 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項 

 連結子会社の中間決算日

は当社と同一であります。

同左  連結子会社の決算日は当

社と同一であります。 

４ 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 

   満期保有目的の債券

   …償却原価法(定額

法) 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

   …中間期末日の市場

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

により算定してお

ります。) 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 (イ)有価証券 

   満期保有目的の債券

同左 

 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

   …中間期末日の市場

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

法により算定して

おります。) 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 (イ)有価証券 

   満期保有目的の債券

同左 

 

   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 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
 (ロ)デリバティブ 

時価法 
 (ロ)デリバティブ 

同左 
 (ロ)デリバティブ 

同左 
  (ハ)たな卸資産 

   主として、商品、仕

掛品については個別法

による原価法により、

貯蔵品については最終

仕入原価法による原価

法によっております。

 (ハ)たな卸資産 

同左 

 (ハ)たな卸資産 

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 

   建物及び構築物は定

額法を採用しておりま

す。また、それ以外の

有形固定資産について

は、定率法を採用して

おります。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

 建物及び構築物 

15～50年

 機械装置及び運搬具

２～15年

(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 

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 

同左 

  (ロ)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

く定額法を採用してお

ります。 

 (ロ)無形固定資産 

同左 

 (ロ)無形固定資産 

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。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 (イ)貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 (イ)貸倒引当金 

同左 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (ロ)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計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。 

   数理計算上の差異

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(５

年)による定率法によ

り翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

    過去勤務債務は、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(１年)によ

る定額法により処理す

ることとしておりま

す。 

 (ロ)退職給付引当金 

同左 

 (ロ)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計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

連結会計年度末におい

て発生していると認め

られる額を計上してお

ります。 

   数理計算上の差異

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(５

年)による定率法によ

り翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

      過去勤務債務は、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(１年)によ

る定額法により処理す

ることとしておりま

す。 

  (ハ)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

規に基づく中間期末要

支給額を計上しており

ます。 

 (ハ)役員退職慰労引当金

同左 

 (ハ)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

規に基づく期末要支給

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

に準じた会計処理によっ

ております。 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によ

っております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 (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 

    金利スワップ取引

   ヘッジ対象 

    借入金金利 

 (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 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (ハ)ヘッジ方針 

   社内管理規程に基づ

き、借入金金利の変動

リスクをヘッジしてお

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 

   ヘッジ対象の相場変

動またはキャッシュ・

フロー変動の累計とヘ

ッジ手段の相場変動ま

たはキャッシュ・フロ

ー変動の累計を半期毎

に比較し、両者の変動

額等を基礎にして、ヘ

ッジ有効性を評価して

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) 消費税等の会計処理 

  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。 

(6) 消費税等の会計処理 

同左 

(6) 消費税等の会計処理 

  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。 

   なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債(その他)

に含めております。 

  

５ 中間連結(連結)キ

ャッシュ・フロー計

算書における資金の

範囲 

 キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び

現金同等物)は、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ヶ月以内

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 
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会計処理の変更 

 

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)

当連結会計年度から「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) 

当中間連結会計期間から「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、これまでの「資本の

部」の合計に相当する金額は

24,432,801千円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間に

おける中間連結財務諸表は、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。 

 ―――――――――――― 

 

 ―――――――――――― 

 

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間連結会計期間から「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。 

これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

が8,093千円減少しております。

なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。 

 ―――――――――――― 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ―――――――――――― 

 

(重要な減価償却資産の減価償却の

方法) 

従来、当社の機械装置の減価

償却の方法は定率法をその償却

方法として総合償却法によって

おりましたが、地上デジタルテ

レビの放送開始を機に、デジタ

ル放送設備とアナログ放送設備

を個別管理できる固定資産管理

システムを導入したことにとも

ない、より正確に減価償却費を

計算し、期間配分の適正化を図

るため、当中間連結会計期間か

ら個別償却法に変更しておりま

す。 

これにより従来の方法によっ

た場合に比べて減価償却費は

75,385千円減少し、営業利益お

よび経常利益が同額増加してお

り、さらに前期末残高の修正に

よる特別利益217,931千円の計上

により税金等調整前中間純利益

が293,316千円増加しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

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) 

営業収入および営業支出は、前連結会計年度にお

いて売上高、売上原価、販売費及び一般管理費とし

て表示することにしましたので、連結損益計算書に

おける表示方法との統一性を図るため、当中間連結

会計期間から売上高、売上原価、販売費及び一般管

理費と表示することにしました。 

 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

前中間連結会計期間において投資活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており

ました「定期預金の純増減額」(前中間連結会計期

間 20,000千円)については、当中間連結会計期間に

おいて重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。 

(中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間まで流動負債の「その他」に

含めて表示しておりました「設備関係支払手形」

(前中間連結会計期間末 327,275千円)については、

当中間連結会計期間において重要性が増したため、

区分掲記しております。 

 

―――――――――――― 
 

 

 

 

 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間

から「のれん償却額」として表示しております。 
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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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

15,218,476千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

14,124,134千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

14,075,014千円

※２ 担保に供している資産 

建物 7,567,355千円

土地 12,354,648千円

合計 19,922,003千円

   建物および土地は、長期借入

金5,932,080千円(うち一年内に

返済予定の長期借入金790,620 

千円)の担保に供しておりま

す。 

   なお上記のほか、代理店契約

保証金の代用として、現金及び

預金のうち定期預金5,000千円

を担保(質権)に供しておりま

す。 

※２ 担保に供している資産 

建物 7,285,866千円

土地 12,354,648千円

合計 19,640,514千円

   建物および土地は、長期借入

金4,997,960千円(うち一年内に

返済予定の長期借入金645,620

千円)の担保に供しておりま

す。 

   なお上記のほか、代理店契約

保証金の代用として、現金及び

預金のうち定期預金5,000千円

を担保(質権)に供しておりま

す。 

※２ 担保に供している資産 

建物 7,426,610千円

土地 12,354,648千円

合計 19,781,258千円

   建物および土地は、長期借入

金5,608,520千円(うち一年内に

返済予定の長期借入金934,120

千円)の担保に供しておりま

す。 

   なお上記のほか、代理店契約

保証金の代用として、現金及び

預金のうち定期預金5,000千円

を担保(質権)に供しておりま

す。 

 ―――――――――――― 

 

※３ 中間連結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、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

    受取手形 64,337千円 

 ―――――――――――― 
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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、一般管理費の主要な

費目及び金額の内訳 

 
費目  販売費  一般管理費 

人件費  696,873千円  799,410千円 

(うち退職給付引当金繰入額 

 89,577千円 58,763千円)

(うち役員退職慰労引当金繰入額 

 ―千円 34,535千円)

広告代理店 
手数料 

1,606,015千円 ―千円 

貸倒引当金 
繰入額 

1,157千円 ―千円 

減価償却費 1,967千円 149,322千円 
 

※１ 販売費、一般管理費の主要な

費目及び金額の内訳 

 
費目 販売費 一般管理費

人件費 674,529千円 780,042千円

(うち退職給付引当金繰入額 

 71,106千円 53,630千円)

(うち役員退職慰労引当金繰入額 

 ―千円 34,302千円)

広告代理店
手数料 

1,609,854千円 ―千円

貸倒引当金
繰入額 

1,240千円 ―千円

減価償却費 1,656千円 145,662千円
 

※１ 販売費、一般管理費の主要な

費目及び金額の内訳 

 
費目 販売費  一般管理費

人件費 1,402,686千円 1,568,264千円

(うち退職給付引当金繰入額 

 182,710千円 117,847千円)

(うち役員退職慰労引当金繰入額 

 ―千円 69,274千円)

広告代理店
手数料 

3,312,138千円 ―千円

貸倒引当金
繰入額 

3,346千円 ―千円

減価償却費 4,156千円 301,731千円
 

 ―――――――――――― 

 

 
※２ 主として工具器具及び備品の

売却益であります。 

 
 ―――――――――――― 

 

   

 ―――――――――――― 

 

 
※３ 機械装置の減価償却方法を総

合償却法から個別償却法へ変更

したことによるものでありま

す。 

 ―――――――――――― 
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(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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 11,200,000  ―  ― 11,200,000 

 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 28,692 1,184  ― 29,876 

 
（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。 

 単元未満株式の買取りによる増加1,184株 

 

３ 配当に関する事項 

 (1) 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29日 
定時株主総会 

普通株式 134,055 12 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

(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載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,287,200千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△942,052千円

償還期限が３ヶ月 

以内の有価証券 
199,958千円

現金及び 

現金同等物 
2,545,107千円

 

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載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,914,438千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△1,012,323千円

償還期限が３ヶ月

以内の有価証券 
―千円

現金及び 

現金同等物 
1,902,115千円

 

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載されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,394,826千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金 
△528,779千円

償還期限が３ヶ月 

以内の有価証券 
―千円

現金及び 

現金同等物 
1,866,046千円
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(リース取引関係) 

 

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 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 

(借主側) 

(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 
(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) 

機械装置 
及び運搬具 

326,862 154,721 172,141 

その他 398,727 172,388 226,338 

合計 725,589 327,110 398,479 

 なお、取得価額相当額の算定

は、有形固定資産の中間期末残高

等に占める未経過リース料中間期

末残高の割合が低いため、支払利

子込み法によっております。 

１ 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 

(借主側) 

(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
(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)

機械装置 
及び運搬具

562,212 152,974 409,238

その他 333,994 144,299 189,695

合計 896,207 297,273 598,934

同左 

１ 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 

(借主側) 

(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 

268,257 118,144 150,113

その他 345,038 177,380 167,657

合計 613,296 295,525 317,771

  なお、取得価額相当額の算定

は、有形固定資産の期末残高等に

占める未経過リース料期末残高の

割合が低いため、支払利子込み法

によっております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 149,818千円

１年超 248,661 

合計 398,479 

   なお、未経過リース料中間期末

残高相当額の算定は、有形固定資

産の中間期末残高等に占めるその

割合が低いため、支払利子込み法

によっております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 182,490千円

１年超 416,444 

合計 598,934 

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

    

１年以内 120,557千円

１年超 197,213 

合計 317,771 

   なお、未経過リース料期末残高

相当額の算定は、有形固定資産の

期末残高等に占めるその割合が低

いため、支払利子込み法によって

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 86,057千円

減価償却費 
相当額 

86,057千円

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 89,783千円

減価償却費 
相当額 

89,783千円

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 165,388千円

減価償却費 
相当額 

165,388千円

 
(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 

２ オペレーティング・リース取引 

(貸主側) 

２ オペレーティング・リース取引

(貸主側) 

２ オペレーティング・リース取引

(貸主側) 

  未経過リース料   未経過リース料   未経過リース料 

１年以内 885,000千円

１年超 24,376,833 

合計 25,261,833 
 

１年以内 600,000千円

１年超 17,300,000 

合計 17,900,000 
 

１年以内 885,000千円

１年超 23,934,333 

合計 24,819,333 
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(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

 

種類 
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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

(1) 満期保有目的の債券 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

中間連結
貸借対照表
計上額 
(千円) 

時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

① 国債・地方債等 50,000 50,053 53 124,990 124,610 △380 85,000 84,249 △751

② 社債 190,411 190,502 91 210,000 207,552 △2,448 90,000 89,801 △199

合計 240,411 240,555 144 334,990 332,162 △2,828 175,000 174,050 △950

種類 
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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

(2) その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間連結
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) 

① 株式 1,612,877 4,921,678 3,308,800 1,869,386 5,311,864 3,442,477 1,869,386 6,120,776 4,251,389

② 債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

③ その他 107,250 105,310 △1,940 7,250 13,530 6,280 7,250 13,790 6,540

合計 1,720,127 5,026,988 3,306,860 1,876,636 5,325,394 3,448,757 1,876,636 6,134,566 4,257,929

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

種類 
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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

  非上場株式 782,945 761,363 761,363

 コマーシャル・ペー 
 パー 

199,982 ― ―

  譲渡性預金 100,000 ― ―

 信託受益証券 99,958 ― ―

合計 1,182,887 761,363 761,363
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の
うち１年超
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引以外
の取引 

金利スワップ取引 
受取変動・支払固定 

1,920,000 1,920,000 △2,519 △2,519

合計 1,920,000 1,920,000 △2,519 △2,519

(注) １ 時価の算定方法 

     取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

 

当中間連結会計期間末 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の
うち１年超
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金利スワップ取引 
受取変動・支払固定 

1,920,000 1,920,000 25,303 25,303
市場取引以外
の取引 

金利スワップ取引 
受取固定・支払変動 

1,920,000 1,920,000 △122,235 △122,235

合計 3,840,000 3,840,000 △96,931 △96,931

(注) １ 時価の算定方法 

     取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

 

前連結会計年度末 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の
うち１年超
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金利スワップ取引 
受取変動・支払固定 

1,920,000 1,920,000 38,484 38,484
市場取引以外
の取引 

金利スワップ取引 
受取固定・支払変動 

1,920,000 1,920,000 △154,841 △154,841

合計 3,840,000 3,840,000 △116,356 △116,356

(注) １ 時価の算定方法 

     取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

 

(ストック・オプション等関係) 

当該事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【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) 

 
放送事業 
(千円) 

システム
関連事業
(千円) 

不動産事業
(千円) 

その他事業
(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 

8,598,840 1,888,092 653,322 750,266 11,890,522 ― 11,890,522

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

18,469 31,305 331,149 282,286 663,210 (663,210) ―

計 8,617,310 1,919,398 984,471 1,032,552 12,553,732 （663,210) 11,890,522

 営業費用 7,962,109 1,961,016 574,399 1,027,392 11,524,918 (632,949) 10,891,968

 営業利益又は 
  営業損失(△) 

655,200 △41,617 410,071 5,160 1,028,814 (30,260) 998,554

(注) １ 事業区分の方法 

 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

事業区分 主要な内容 

放送事業 
テレビ・ラジオの番組及びスポットCM販売 

テレビ番組・CM等の制作、テレビ番組制作スタッフ派遣 

システム関連事業 ソフトウェア開発・販売・保守、受託計算、機器販売 

不動産事業 不動産賃貸業、駐車場運営、ビル管理、不動産仲介 

その他事業 産業・広報映画の制作、人材派遣、イベント企画・制作 

 

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) 

 
放送事業 
(千円) 

システム
関連事業
(千円) 

不動産事業
(千円) 

その他事業
(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 

8,624,925 1,874,652 630,484 986,435 12,116,497 ― 12,116,497

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

25,433 47,362 150,397 283,631 506,824 (506,824) ―

計 8,650,358 1,922,014 780,881 1,270,067 12,623,322 (506,824) 12,116,497

 営業費用 8,540,652 1,965,163 333,931 1,242,870 12,082,618 (506,780) 11,575,837

 営業利益又は 
  営業損失(△) 

109,705 △43,148 446,950 27,196 540,704 (44) 540,659

(注) １ 事業区分の方法 

 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

事業区分 主要な内容 

放送事業 
テレビ・ラジオの番組及びスポットCM販売 

テレビ番組・CM等の制作、テレビ番組制作スタッフ派遣 

システム関連事業 ソフトウェア開発・販売・保守、受託計算、機器販売 

不動産事業 不動産賃貸業、駐車場運営、ビル管理、不動産仲介 

その他事業 産業・広報映画の制作、人材派遣、イベント企画・制作 

３ 会計処理の変更 

役員賞与の計上方法の変更 

「会計処理の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間から「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。この変更にとも
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ない、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は「放送事業」で8,093千円増加し、営業利益が同

額減少しております。 

有形固定資産の減価償却の方法の変更 

    「会計処理の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間から機械装置の減価償却の方法を総合償

却法から個別償却法に変更しております。この変更にともない、従来の方法によった場合に比べ、営

業費用は「放送事業」で75,343千円、「不動産事業」で41千円それぞれ減少し、営業利益が同額増加

しております。 

 

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) 

 
放送事業 
(千円) 

システム
関連事業
(千円) 

不動産事業
(千円) 

その他事業
(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 

17,425,960 5,287,422 1,328,074 1,926,694 25,968,151 ― 25,968,151

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

56,042 78,315 502,288 525,850 1,162,496 (1,162,496) ―

計 17,482,002 5,365,737 1,830,362 2,452,544 27,130,647 (1,162,496) 25,968,151

 営業費用 16,197,735 5,224,370 1,022,436 2,346,538 24,791,081 (1,130,195) 23,660,885

 営業利益 1,284,267 141,366 807,926 106,005 2,339,566 (32,301) 2,307,265

(注) １ 事業区分の方法 

 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

事業区分 主要な内容 

放送事業 
テレビ・ラジオの番組及びスポットCM販売 

テレビ番組・CM等の制作、テレビ番組制作スタッフ派遣 

システム関連事業 ソフトウェア開発・販売・保守、受託計算、機器販売 

不動産事業 不動産賃貸業、駐車場運営、ビル管理、不動産仲介 

その他事業 産業・広報映画の制作、人材派遣、イベント企画・制作 

 

 

【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)および前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月

31日)において、本国(日本)以外の国又は地域には子会社および在外支店がないため該当事項はありま

せん。 

 

【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)および前連結会計年度(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 2,102円15銭 2,181円21銭 2,205円89銭

１株当たり中間(当期)純利益 56円96銭 36円50銭 109円84銭

 なお、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益

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。 

なお、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益

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。 

なお、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

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。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 

 
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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資

産の部の合計額 
(千円) ― 24,960,278 ―

普通株式に係る純資産額 (千円) ― 24,364,334 ―

差額の主な内訳 

 少数株主持分 

(千円) 

   ―

 

595,943 ―

普通株式の発行済株式数 (千株) ― 11,200 ―

普通株式の自己株式数 (千株) ― 29 ―

１株当たり純資産額の算定

に用いられた普通株式数 
(千株) ― 11,170 ―

 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 

 
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)

中間(当期)純利益 (千円) 636,442 407,716 1,263,138

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ― 36,000

(うち利益処分による 

      役員賞与金) 
(千円) (―) (―) (36,000)

普通株式に係る中間(当期)

純利益 
(千円) 636,442 407,716 1,227,138

普通株式の期中平均株式数 (千株) 11,173 11,170 11,172

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 




