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平成１９年 ３月期   個別中間財務諸表の概要     平成18 年11 月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                     配当支払開始日  ――――――― 

単元株制度採用の有無  有 （ １単元 1,000株 ） 

 

１．18年 9月中間期の業績 ( 平成 18年 4月 1日 ～ 平成 18年 9月 30日 ) 

(1)経営成績                                                         (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 9,833 2.0 559 △45.3 517 △46.1 

17 年 9 月中間期 9,640 4.8 1,024 0.2 959 △4.2 

18 年 3 月期 19,680 2,097 1,951  
 

 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 426 △33.2 38.14 －

17 年 9 月中間期 637 13.5 57.07 －

18 年 3 月期 1,136 98.53

(注)①期中平均株式数 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 

  ②会計処理の方法の変更  有 

  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 39,324 22,308 56.7  1,997.12

17 年 9 月中間期 41,406 21,540 52.0  1,927.89

18 年 3 月期 44,489 22,603 50.8  2,020.15

(注)期末発行済株式数 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 

期末自己株式数   18年 9月中間期    29,876株  17年 9月期    27,070株  18年 3月期    28,692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   19,790     830     560 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  50円 13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。 

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 － 12.00 12.00 

19 年 3 月期(実績） － － 

19 年 3 月期(予想） － 10.00 
10.00 
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５．中間財務諸表等 

   中間財務諸表 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(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   1,335,838 899,679  875,300

２ 受取手形 ※４  381,999 315,105  299,141

３ 売掛金   1,988,060 1,999,872  2,303,591

４ たな卸資産   5,853 6,843  5,519

５ 有価証券   ― 10,000  ―

６ その他 ※３  2,842,778 2,553,062  2,527,651

７ 貸倒引当金   △1,584 ―  △1,764

流動資産合計   6,552,945 15.8 5,784,563 14.7  6,009,440 13.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２  11,809,704 7,959,749  11,693,950

(2) 機械及び装置   1,160,428 4,400,610  3,221,374

(3) 土地 ※２  12,934,843 12,934,843  12,934,843

(4) 建設仮勘定   537,300 220,282  1,112,410

(5) その他   1,551,055 818,224  1,498,867

有形固定資産合計   27,993,333 26,333,710  30,461,446

２ 無形固定資産   1,114 807  694

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   5,707,826 6,187,370  6,886,000

(2) その他   1,153,319 1,023,786  1,136,594

(3) 貸倒引当金   △1,905 △5,753  △4,647

投資その他の 
資産合計 

  6,859,241 7,205,403  8,017,947

固定資産合計   34,853,689 84.2 33,539,922 85.3  38,480,088 86.5

資産合計   41,406,634 100 39,324,485 100  44,489,529 100
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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(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   53,704 80,158  63,465

２ 短期借入金   932,620 1,810,620  1,064,120

３ 未払費用   1,817,205 1,634,608  1,674,224

４ 未払法人税等   487,310 415,037  455,513

５ 未払消費税等 ※３  123,715 230,863  119,137

６ 設備関係支払手形   327,275 1,632,757  2,056,851

７ その他   1,252,847 773,474  1,714,485

流動負債合計   4,994,677 12.1 6,577,521 16.7  7,147,799 16.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   5,206,460 4,352,340  4,674,400

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

３ 退職給付引当金   2,568,268 2,777,077  2,714,581

４ 役員退職慰労引当金   312,055 287,240  342,990

５ 預り敷金及び保証金   4,390,850 846,968  4,390,219

６ その他   197,469 181,749  195,712

固定負債合計   14,871,754 35.9 10,438,882 26.6  14,737,964 33.1

負債合計   19,866,431 48.0 17,016,403 43.3  21,885,763 49.2

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   560,000 1.4 ― ―  560,000 1.2

Ⅱ 資本剰余金    

 資本準備金   4,528 0.0 ― ―  4,528 0.0

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   140,000 ―  140,000

２ 任意積立金   17,955,917 ―  17,955,917

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

  925,658 ―  1,424,841

利益剰余金合計   19,021,575 45.9 ― ―  19,520,758 43.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,970,066 4.7 ― ―  2,536,454 5.7

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

資本合計   21,540,202 52.0 ― ―  22,603,765 50.8

負債・資本合計   41,406,634 100 ― ―  44,489,529 100
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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(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 1.4  ― ―

２ 資本剰余金    

資本準備金   ― ― 4,528 0.0  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 140,000 ― 

(2) その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金  ― 3,257,982 ― 

別途積立金  ― 15,602,200 ― 

繰越利益剰余金  ― 776,600 ― 

利益剰余金合計   ― ― 19,776,783 50.2  ― ―

４ 自己株式   ― ― △19,274 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 20,322,037 51.6  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 2,054,511 5.2  ― ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― ― △68,467 △0.1  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,986,044 5.1  ― ―

純資産合計   ― ― 22,308,081 56.7  ― ―

負債純資産合計   ― ― 39,324,485 100  ― ―
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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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 営業収入   9,640,620 100 9,833,480 100  19,680,831 100

Ⅱ 営業支出   8,616,274 89.4 9,273,649 94.3  17,582,883 89.3

営業利益   1,024,345 10.6 559,831 5.7  2,097,947 10.7

Ⅲ 営業外収益 ※１  60,381 0.6 70,730 0.7  96,989 0.5

Ⅳ 営業外費用 ※２  124,902 1.2 112,979 1.1  243,890 1.3

経常利益   959,824 10.0 517,582 5.3  1,951,047 9.9

Ⅴ 特別利益 ※３  185,222 1.9 271,584 2.7  216,929 1.1

Ⅵ 特別損失 ※４  16,778 0.2 21,604 0.2  181,160 0.9

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,128,269 11.7 767,561 7.8  1,986,815 10.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 448,959 376,950 980,713 

法人税等調整額  41,635 490,594 5.1 △35,468 341,481 3.5 △130,755 849,958 4.3

中間(当期)純利益   637,674 6.6 426,080 4.3  1,136,857 5.8

前期繰越利益   287,984  287,984

中間(当期)未処分 
利益 

  925,658  1,424,841
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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 利益準備金

固定資産
圧縮積立金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年３月31日残高(千円) 560,000 4,528 140,000 3,333,717 14,622,200 1,424,841 19,520,758

中間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   426,080 426,080

固定資産圧縮積立金取崩額(注)  △146,946  146,946 ―

固定資産圧縮積立金取崩額  △71,020  71,020 ―

固定資産圧縮積立金積立額(注)  126,447  △126,447 ―

固定資産圧縮積立金積立額  15,785  △15,785 ―

別途積立金積立額(注)  980,000 △980,000 ―

 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 
(千円) 

― ― ― △75,734 980,000 △648,240 256,024

平成18年９月30日残高(千円) 560,000 4,528 140,000 3,257,982 15,602,200 776,600 19,776,783

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) △17,976 20,067,310 2,536,454 ― 2,536,454 22,603,765

中間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  426,080  426,080

固定資産圧縮積立金取崩額(注)  ―  ―

固定資産圧縮積立金取崩額  ―  ―

固定資産圧縮積立金積立額(注)  ―  ―

固定資産圧縮積立金積立額  ―  ―

別途積立金積立額(注)  ―  ―

 自己株式の取得 △1,297 △1,297  △1,297

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

 ― △481,943 △68,467 △550,410 △550,410

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,297 254,727 △481,943 △68,467 △550,410 △295,683

平成18年９月30日残高(千円) △19,274 20,322,037 2,054,511 △68,467 1,986,044 22,308,081

(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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
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 

満期保有目的の債券 

…償却原価法(定額法)

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 子会社株式 

…移動平均法による原

価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

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。) 

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。) 

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 

 (2) デリバティブ 

時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

 最終仕入原価法による

原価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２ 減価償却資産の減

価償却の方法 

(1) 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

機械及び装置 

６～10年

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

 定額法を採用しており

ます。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 
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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) 

３ 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

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 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。 

 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

率法により翌期から費用

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。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 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。 

 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

率法により翌期から費用

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。 

 (3) 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。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(3) 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 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。

同左 同左 
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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) 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によ

っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) 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 

(2) ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

 (3) 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。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) 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。 

(4) ヘッジ有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の

方法 

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 

 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 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 

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。 

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

22,376,549千円であります。 

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。 

 

―――――――――――― 

―――――――――――― (役員賞与に関する会計基準) 

当中間会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計

基準第４号 平成17年11月29日)

を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益が8,093千円減少

しております。 

―――――――――――― 

 



ファイル名:短111_0005700501812.doc 更新日時:11/20/2006 4:23:00 PM 印刷日時:06/11/20 16:27 

― 44 ― 

 

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) 

 ―――――――――――― 

 

(重要な減価償却資産の減価償却の

方法) 

従来、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

により税引前中間純利益が

293,316千円増加しております。

 ―――――――――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１有形固定資産の減 

価償却累計額 14,679,149千円 13,560,773千円 13,542,070千円

※２担保に供している 

資産 

 建物7,567,355千円及び

土地12,354,648千円につい

て、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。 

 建物7,285,866千円及び

土地12,354,648千円につい

て、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。 

 建物7,426,610千円及び

土地12,354,648千円につい

て、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。 

※３仮払消費税等及び 

仮受消費税等の表

示 

 仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、未払

消費税等として表示してお

ります。 

同左 ――――――――― 

※４期末日満期手形 ――――――――― 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

日が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

期間末残高に含まれており

ます。 

  受取手形 61,561千円

――――――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

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営業外収益の主要項目 

受取利息 

受取配当金 

   2,078千円

30,867 

3,799千円

39,482 

3,519千円

49,636 

    

※２営業外費用の主要項目 

支払利息    98,012千円 107,286千円 210,498千円

    

※３特別利益の主要項目 

固定資産売却益 

ゴルフ会員権売却益 

アナログ周波数 

   変更対策給付金 

機械装置簿価修正益 

―千円

3,345 

181,876 

 

― 

24,246千円

2,920 

26,486 

 

217,931 

―千円

4,727 

212,159 

 

― 

    

※４特別損失の主要項目 

固定資産廃棄損 

投資有価証券評価損 

ゴルフ会員権評価損 

   10,448千円

― 

4,620 

19,809千円

― 

1,395 

102,999千円

75,582 

870 

    

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

   492,619千円

261 

918,363千円

46 

1,081,638千円

681 

 

(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） 

１ 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）    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 

 



ファイル名:短111_0005700501812.doc 更新日時:11/20/2006 4:23:00 PM 印刷日時:06/11/20 16:27 

― 47 ― 

(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) 

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 
及び装置 

7,206 3,057 4,148 

その他 374,697 150,796 223,901 

合計 381,903 153,853 228,050 

 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 
及び装置 

7,206 4,498 2,707

その他 308,465 133,634 174,831

合計 315,671 138,132 177,539

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 
及び装置 

7,206 3,777 3,428

その他 330,405 168,902 161,502

合計 337,611 172,680 164,930

  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 88,176千円

１年超 139,874 

合計 228,050 

  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 69,168千円

１年超 108,370 

合計 177,539 

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 67,056千円

１年超 97,873 

合計 164,930 

  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 49,554千円

減価償却費 
相当額 

49,554千円

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 38,820千円

減価償却費 
相当額 

38,820千円

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 87,604千円

減価償却費 
相当額 

87,604千円

 
(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。 

２ オペレーティング・リース取引 

(貸主側) 

  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 
 

(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) 

  未経過リース料 

１年以内 600,000千円

１年超 17,300,000 

合計 17,900,000 
 

(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) 

  未経過リース料 

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) 

 

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) 

 子会社株式で時価のあるものは、

ありません。 

同左 同左 

 

(１株当たり情報) 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 1,927円89銭 1,997円12銭 2,020円15銭

１株当たり中間(当期)純利益 57円07銭 38円14銭 98円53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)

中間貸借対照表の純資産の

部の合計額 
(千円) ― 22,308,081 ―

普通株式に係る純資産額 (千円) ― 22,308,081 ―

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 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益 (千円) 637,674 426,080 1,136,857

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) 637,674 426,080 1,100,857

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。 



   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

   至 平成17年9月30日    　　　至 平成18年9月30日    至 平成18年3月31日

金　 額 百分比 金 　額 百分比 増減率 金 　額 百分比

タ イ ム 収 入 2,070,481 2,230,429 7.7           4,437,977

ス ポ ッ ト 収 入 4,608,493 4,530,061 1.7△        9,293,754

小 計 6,678,975 6,760,491 1.2           13,731,732

715,292 679,728 1,253,716

46,809 46,156 92,863

26,348 24,596 50,184

7,467,426 77.5 7,510,972 76.4 0.6           15,128,497 76.9

タ イ ム 収 入 657,176 664,389 1.1           1,324,274

ス ポ ッ ト 収 入 340,630 314,699 7.6△        706,477

小 計 997,807 979,089 1.9△        2,030,751

152,077 160,296 322,753

1,149,884 11.9 1,139,385 11.6 0.9△        2,353,505 11.9

610,169 6.3 583,819 5.9 4.3△        1,232,492 6.3

413,140 4.3 599,302 6.1 45.1         966,335 4.9

9,640,620     　 100 9,833,480     　 100 2.0           19,680,831     　 100

営　業　収　入　明　細　表

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

区　　　　分

制 作 収 入

中 継 収 入

販 売 収 入

（注）千円未満切り捨て

不 動 産 事 業 収 入

そ の 他 事 業 収 入

合 計

テ
レ
ビ
収
入

ラ
ジ
オ
収
入

制 作 収 入

計

計

放
送
収
入

放
送
収
入

%千円 千円 % % 千円 %
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