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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 318,700 4.1 25,327 54.4 26,216 70.4 13,299 △1.6

18年３月期 306,041 1.4 16,404 △27.1 15,388 △30.0 13,513 36.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 70 07 69 96 3.5 4.7 7.9

18年３月期 72 17 72 10 3.8 2.9 5.4

（参考）持分法投資損益 19年３月期 △705百万円 18年３月期 △1,808百万円

(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

19年３月期 567,722 385,298 67.4 2,016 23

18年３月期 555,271 378,026 68.1 1,990 91

（参考）自己資本 19年３月期 382,886百万円 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 50,886 △55,543 14,490 48,866

18年３月期 23,261 △49,817 12,619 38,767

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
　
　（連結） （基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 11 00 11 00 22 00 4,181 30.5 1.1
19年３月期 6 00 6 00 12 00 2,282 17.1 0.6

20年３月期(予想) 12 00 12 00 24 00 － 18.6 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 161,000 3.8 12,000 7.4 13,000 11.9 8,500 30.3 44 76

通期 325,000 2.0 27,000 6.6 28,000 6.8 24,500 84.2 129 01
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、28ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 190,307,968株 18年３月期 190,138,968株

②　期末自己株式数 19年３月期 405,817株 18年３月期 398,968株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、52ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 277,400 4.4 18,229 69.1 19,732 69.4 10,367 △7.0

18年３月期 265,695 1.1 10,783 △38.8 11,649 △38.9 11,152 22.5

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 54 52 54 43

18年３月期 60 22 60 15

(2）個別財政状態

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

19年３月期 534,322 353,425 66.1 1,857 27

18年３月期 524,372 351,739 67.1 1,849 57

（参考）自己資本 19年３月期 353,425百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 140,000 3.0 9,500 13.7 10,500 10.3 8,000 38.6 42 04

通期 282,500 1.8 21,000 15.2 22,500 14.0 22,000 112.2 115 61

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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５ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1)経営成績に関する分析

 ①当期の経営成績

当連結会計年度における日本経済は、企業収益の改善や設備投資の増加により、景気の拡大傾向は続いたものの、企

業部門の好調さが家計に浸透し、個人消費に好影響をもたらすかは、依然として先行き不透明なまま推移しました。

放送業界におきましては、景気が緩やかながらも回復基調を持続するなか、個人消費にはいまだその効果が波及せず、

当連結会計年度におけるテレビ・ラジオの広告費は、前年度の実績をわずかに下回る水準で推移しました。

このような環境のもとで、当社グループは激動するデジタル・多メディア時代を勝ち抜くべく、基幹となる地上波テ

レビ・ラジオ番組のさらなる強化を図るとともに、ソフトビジネスなど映像・文化事業の拡充に努め、多様化する広告

主のニーズに応えた積極的かつきめ細かな営業活動を展開してまいりました。

この結果、当連結会計年度の事業収入は3,187億円で前連結会計年度に比べ4.1%の増収となり、利益面におきましては、

経常利益は262億１千６百万円で前連結会計年度に比べ70.4%の増益で、当期純利益は、132億９千９百万円となり、同

1.6%の減益となりました。

 

従来、事業区分につきましては、「放送事業」「不動産事業」「その他事業」の３事業に区分しておりましたが、「そ

の他事業」に区分していた各種催物・ビデオソフトなどの企画・制作などに係わる事業の重要性が増したため、今回、

これらの事業を「映像・文化事業」として独立したセグメントに区分し、計４つの事業区分に変更いたしました。

　このため、対前年度比の増減は、前連結会計年度を当連結会計年度の事業区分により再集計したものと比較し、算出

しております。

 

◇放送事業

　当連結会計年度における放送事業の収入は2,627億６千２百万円で前連結会計年度に比べ3.3%の増収となり、営業利

益は159億５百万円で前連結会計年度に比べ76.0%の増益となりました。

 

  <テレビ部門>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地上波テレビのタイムセールスにおきましては、サッカー「ＦＩＦＡワールドカップ」「2006世界バレー」などのス

ポーツ番組や、「トリプルキッチン」「君が光をくれた」などのドラマスペシャル、「地球新世紀シリーズ」「古代発

掘ミステリー 秘境アマゾン巨大文明」に代表される知的エンターテインメントなど、大型スペシャル番組のセールス

が好調で、前連結会計年度の実績を大幅に上回る成果をあげることができました。

スポットセールスにおきましては、ゴールデン・プライム両時間帯での平均視聴率２位という好成績と、全日帯視聴

率の改善などを背景に、関東地区におけるスポット広告費が、前年度の実績を下回るという厳しい営業環境にもかかわ

らず、前連結会計年度の実績をクリアすることができました。なお、業種別では、「食品」「エンターテインメント・

趣味」「自動車・輸送機器」「通信・放送」といった分野が堅調な伸びを示しております。

編成面におきましては、当連結会計年度の平均視聴率が、全日帯（６時～24時）は7.8%で３位でしたが、ゴールデン

（19時～22時）・プライム（19時～23時）の両時間帯は、それぞれ12.7%、12.6%で、いずれも単独２位となる18年ぶり

の好成績を収めました。

ドラマ部門では、いまや国民的番組となった感のある「渡る世間は鬼ばかり」が、当連結会計年度も４月から１年間

にわたって放送され、平均18%を超える視聴率を記録し、依然として高い人気を誇りました。また、若者向けのドラマ

枠としてすっかり定着した金曜ドラマでは、山下智久主演の「クロサギ」、「タイヨウのうた」の沢尻エリカ、「セー

ラー服と機関銃」の長澤まさみと、今最も旬なキャスティングを次々と実現し、視聴者の期待に応えました。

　とりわけ、本年１月から放送した「花より男子２（リターンズ）」は、平均21.6%の高視聴率をマークし“花男現

象”を巻き起こすなど、若者・女性ファンから圧倒的な支持を得ました。このほか、日曜劇場では、開局55周年記念特

別企画・木村拓哉主演の「華麗なる一族」が、平均24.4%、最終回では30.4%の高視聴率を記録して、「ドラマのＴＢ

Ｓ」を改めてアピールしました。

バラエティ部門では、「関口宏の東京フレンドパークⅡ」「世界・ふしぎ発見！」などの長寿番組に続き、「ぴった

んこカン・カン」「ズバリ言うわよ！」「中居正広の金曜日のスマたちへ」も女性視聴層を中心に支持を集め人気番組

に成長し、いずれも平均15%前後の安定した視聴率をキープしています。スペシャル番組では、開局55周年記念番組と

して４時間半にわたり放送した「古代エジプト大冒険!!」が、平均16%を超える好視聴率を獲得し、番組内容とともに

高い評価を得ました。

スポーツ部門では、10月末から１ヶ月以上にわたって、ゴールデン22枠で放送した「2006世界バレー」が、平均視聴

率で女子18.2%、男子も14.4%と好成績を収めました。また、プロボクシング「ＷＢＡ世界ライトフライ級王座決定戦亀

田興毅ＶＳファン・ランダエタ」は、42.4%の驚異的な高視聴率をマークしたほか、実質的な再戦となり注目を集めた

初防衛戦も、30.1%の高視聴率を記録しています。
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報道部門では、9.11テロから丸５年を迎え、ＢＢＣの協力を得て制作した「筑紫哲也・安住紳一郎　ＮＹテロ５年目

の真実」が、17.4%とドキュメンタリー番組としては際立った高視聴率となり、高く評価されました。また、「高知空

港でのボンバルディア機胴体着陸」や震度６強を観測した「能登半島地震」では、機動的に特別番組を編成し、迅速か

つ的確な報道で公共的使命・社会的役割に努めています。

平成19年３月31日現在、当社のネットワークＪＮＮ加盟社は全国28社で前連結会計年度と変動ありません。

ＢＳデジタル放送は、当連結会計年度末に、受信機出荷総数が2,300万台に達するなど、順調に普及しています。こ

のような状況を追い風に、持分法適用関連会社の株式会社ビーエス・アイは、クオリティーの高い番組を供給しつつ、

コストコントロールにも努め、平成19年度中の単年度黒字化を目標にセールス活動を強化しています。

 

  <ラジオ部門>

ラジオ部門は平成13年10月１日、会社分割により株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ（ＴＢＳ Ｒ＆Ｃ） 

が免許とともに承継しております。

タイムセールスにおきましては、好調な聴取率を背景に、平日午前のワイド番組が牽引役となって健闘しましたが、

プロ野球中継のセールスで苦戦したのが響き、結果として前連結会計年度の実績を下回る結果となりました。

スポットセールスにおきましては、ラジオショッピングなど新規分野の開拓に努め、一定の成果を上げたものの、ラ

ジオ広告費全体の落ち込みをカバーするまでには至らず、前連結会計年度の実績を割り込みました。

編成面では、“迫力と興奮”を基本コンセプトに、プロ野球中継「エキサイトベースボール」の強化を図りました。

さらに、シーズン・オフもジャイアンツの上原浩治やベイスターズの三浦大輔など、現役選手をパーソナリティーに起

用した「エキサイトスタジアム」を編成し、プロ野球ファンの期待に応えました。10月編成では、当社ＯＢの久米宏が、

21年ぶりにＴＢＳラジオへレギュラー復帰する「ラジオなんですけど」をスタートさせたほか、ラジオに触れる機会の

少ない若年層や、インターネット利用者向けに、「あべこうじのポッドキャスト番長」や「文化系トークラジオＬｉｆ

ｅ」など、斬新なスタイルの番組を開発し、新たな媒体とのクロスメディア展開を図りました。

首都圏のラジオ聴取率調査では、当連結会計年度の調査すべてで第１位となり、平成13年８月期の調査以降、５年８ヶ

月にわたって首位を堅持し、首都圏ラジオのリーディングカンパニーとしての地位を揺るぎないものとしています。

ＴＢＳ Ｒ＆Ｃは、ラジオ局としていち早く環境問題に取り組み、「今日よりちょっといい、明日を」をスローガンに、

平成14年度から「ＴＢＳ環境プロジェクト」を立ち上げました。当連結会計年度には、第10期キャンペーンを実施し、

特別番組やイベントなどを通して、身近な環境問題を取り上げています。

平成19年３月31日現在、当社グループのラジオネットワークＪＲＮ加盟社は34社で、前連結会計年度と変動ありませ

ん。

 

 ◇映像・文化事業

映像・文化事業の収入は531億８千１百万円で前連結会計年度に比べ9.2%の増収となり、営業利益は86億３千７百万円

で前連結会計年度に比べ30.0%の増益となりました。

イベントの分野では、当連結会計年度も熊川哲也Ｋ バレエ カンパニーの公演が、依然として人気を誇り、「ジゼル」

「三人姉妹／二羽の鳩」「くるみ割り人形」いずれの公演も盛況でした。招聘公演では、バレエ「アクロバティック 白

鳥の湖」や「ムーヴィン・アウト」「レント」「シカゴ」などのミュージカル作品が好評でした。このほか、「五嶋龍

ヴァイオリンリサイタル」「西本智実“ジーズニ”ツアー」などのクラシックコンサートや、「コールドプレー」「マ

ライア・キャリー」「ジョアン・ジルベルト」「マドレデウス」など、海外アーティストのステージも人気を集めまし

た。邦楽では、津軽三味線の吉田兄弟全国ツアー「飛翔」、谷村新司カルチャープログラム「ココロの学校」などが好

評で、興行的にも成功を収めています。また、年末恒例のイベントとなった「K-1 Dynamite!!」も、熱狂的な格闘技ファ

ンの支持を得ています。展覧会では、「世界遺産ナスカ展～地上絵の創造者たち」が映像とのコラボレーションで話題

を呼び、全国各地で入場者数の記録を次々と塗り替えました。

平成15年から当社が経営する「箱根・星の王子さまミュージアム」は、当連結会計年度の総入場者数が17万５千人を

記録し、前年度の実績から大幅に数字を伸ばしています。

ソフトビジネスの分野では、劇場映画「日本沈没」が興行収入53億円のヒットとなったほか、「涙そうそう」「どろ

ろ」も興行収入30億円を超す好成績を収めました。このほか、「木更津キャッツアイ ワールドシリーズ」も前作を上回

る観客動員を記録しています。ビデオ・ＤＶＤでは、「クロサギ」「輪舞曲～ロンド～」「白夜行」「タイヨウのうた」

「夜王～yaoh～」「セーラー服と機関銃」といったドラマ作品が人気を呼んでいます。また、平成18年３月に発売され

た「花より男子」は、当連結会計年度に放送した続編「花より男子２（リターンズ）」の高視聴率が追い風となり、さ

らに売行きを伸ばしています。このほか、「寺内貫太郎一家２」「時間ですよ」など、当社が誇る往年の名作ドラマも、

オールドファンを中心に人気を集めています。

インターネット関連では、キー局として初めてプロ野球中継のネット配信にチャレンジしたほか、10月にスタートし

た本格的なテレビとインターネットの連動番組「オビラジＲ」では、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・ サービ

ス）を活用し、放送と通信が連携する新たなビジネスモデルの可能性を追求しています。モバイル関連では、携帯ツー
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ルと連動した初めてのレギュラー番組「恋愛脳℃」が、有料会員数の大幅増を達成しております。

グループ会社では、メディアコマース関連の子会社である株式会社グランマルシェが、ショッピング事業などにより

好調な業績をあげております。

 

 ◇不動産事業

不動産事業の収入は24億７千５百万円で前連結会計年度に比べ2.8%の減収となりましたが、営業利益は６億９千５百

万円で前連結会計年度に比べ11.7%の増益となりました。

赤坂再開発計画が進行中のため、当社の不動産賃貸事業は前連結会計年度と比べ大きな変動はありません。

 

 ◇その他事業

その他事業の収入は、２億８千１百万円で前連結会計年度に比べ11.6%の減収となり、営業利益は８千４百万円 で同

24.1%の減益となりました。

 

 ②次期の見通し

次期の見通しにつきましては、当期18年ぶりにゴールデン・プライム両時間帯での年間視聴率２位を達成するなど好

調な視聴率を背景に、テレビのタイムおよびスポット収入の増加を見込んでおり、営業利益、経常利益ともに増益とな

る見通しとなっております。また、当期純利益につきましては、投資有価証券の売却等の理由により、大幅な増益を見

込んでおります。

　具体的には、連結上、売上高3,250億円、営業利益270億円、経常利益280億円、当期純利益245億円を見込んでおりま

す。また、単独決算では売上高2,825億円、営業利益210億円、経常利益225億円、当期純利益220億円を見込んでおりま

す。

 

 ③中期経営計画等の進捗状況

当連結会計年度は、昨年２月に発表した2010年度までの５年間にわたる中期経営計画「Ｖ！ｕｐ2010」の初年度でし

た。2010年度に、テレビ全日平均視聴率９％、在京５社におけるテレビスポット売上シェア25％、放送以外の連結売上

1,500億円、連結営業キャッシュ・フロー500億円の達成に向かう初年度は、テレビ全日平均視聴率8.1％、スポット売上

シェア21.5％、連結営業キャッシュ・フロー250億円を目標に掲げておりました。放送以外の不動産と映像・文化事業に

よる連結売上については、赤坂再開発が完了し本格稼動する2008年度から高い目標を設定し、当連結会計年度について

は、予算の指標はあるものの、未だ対外的な目標は掲げませんでした。

上記目標のうち、全日平均視聴率は7.8%で目標に届きませんでしたが、ゴールデン・プライム帯の視聴率が健闘したこ

ともあり、スポット売上シェアは21.7%と目標をクリアしました。連結営業キャッシュ・フローは約500億円という高い

レベルを達成しましたが、売掛債権の流動化による増加という特殊要因があったため、実質は概ね目標に近いレベルで

あり、「Ｖ！ｕｐ2010」の初年度は、ほぼ順調な滑り出しでした。

 

 ④目標とする経営指標の達成状況

目標とする経営指標は「経営方針」に記載してある通り、引き続きキャッシュ・フローを重視し、とりわけ連結業績

における営業活動によるキャッシュ・フローの増大を目指しておりますが、上記の通り、連結営業キャッシュ・フロー

は特殊要因はあるものの約500億円を達成し、前連結会計年度が約233億円であったものから、大幅に増加しました。

 

(2)財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

連結総資産は5,677億２千２百万円となり、前連結会計年度に比べ124億５千万円の増加となりました。これは、主に

売掛債権の流動化に伴い受取手形及び売掛金が247億７千５百万円減少したこと、一方で赤坂再開発計画の工事の進展に

伴い建設仮勘定が146億４千４百万円増加したこと、株式の取得等により投資有価証券が201億７千６百万円増加したこ

と等によります。

　連結負債は1,824億２千４百万円となり、前連結会計年度に比べ68億３千８百万円の増加となりました。これは、主に、

社債の発行により社債が300億円増加したこと、一方で社債の償還により社債が100億円減少したこと、前期に取得した

投資有価証券の未払金及び設備未払金の支払等により未払金が29億８千８百万円減少したこと、未払法人税等が25億７

百万円減少したこと、年金制度移行に伴う未払金の支払等によりその他の固定負債が49億９千１百万円減少したこと等

によります。

　連結純資産は、3,852億９千８百万円となり、前連結会計年度に比べ50億１千２百万円の増加となりました。これは、

当期純利益の計上等により利益剰余金が97億９千７百万円増加したこと、一方で保有する投資有価証券の含み益が減少

したことによりその他有価証券評価差額金が59億６千２百万円減少したこと等によります。
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 ②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が238億１千万円

（前年同期比13.8％減）と減少したものの、売掛債権の流動化を実施した影響により、売上債権の減少額が251億９千５

百万円と巨額にのぼったこと、社債の発行により新たな資金調達を298億３千４百万円行ったことなどにより、前連結会

計年度に比べ100億９千９百万円増加し、488億６千６百万円となりました。

　　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 （単位：百万円）

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

 （平17.４.１～平18.３.31）  （平18.４.１～平19.３.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,261 50,886

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,817 △55,543

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,619 14,490

現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △13,845 9,840

現金及び現金同等物の期末残高 38,767 48,866

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は508億８千６百万円（前連結会計年度は232億６千１百万円の獲得）となり、前連結会

計年度に比べ276億２千４百万円の増加となりました。

これは、税金等調整前当期純利益が238億１千万円と前連結会計年度に比べ減益となったものの、前期に大きな影響を及

ぼした投資有価証券売却益169億４千５百万円を主とした特別損益項目に係る減額調整の影響が当連結会計年度には殆ど

なかったこと、また、売掛債権の流動化を実施した影響により、売上債権の減少額が251億９千５百万円と巨額にのぼっ

たことが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は555億４千３百万円（前連結会計年度は498億１千７百万円の使用）となり、前連結会

計年度に比べ57億２千５百万円の使用増となりました。

これは、前連結会計年度に影響を及ぼした有価証券の売却による収入（純額）199億９千９百万円が当連結会計年度には

なかったこと、投資有価証券の売却による収入が12億２千９百万円と前連結会計年度に比べ157億８千９百万円減少した

こと、投資有価証券の取得による支出が324億７千３百万円と前連結会計年度に比べ276億３千９百万円減少したことが

主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果調達した資金は144億９千万円（前連結会計年度は126億１千９百万円の調達）となり、前連結会計年

度に比べ18億７千１百万円の調達増となりました。

これは、社債の発行による収入が298億３千４百万円ありましたが、一方で株式の発行による収入が３億４千４百万円と

前連結会計年度に比べて222億４千４百万円減少したこと、前連結会計年度に影響を及ぼした自己株式の処分による収入

56億３千２百万円が当連結会計年度にはなかったことが主な要因であります。

 　　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成18年3月期 平成19年3月期

自己資本比率（%） 68.1 67.4

時価ベースの自己資本比率（%） 108.0 146.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％)
186.5 121.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 244.4 113.9

 

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率: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

※各指標は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。
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※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）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・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結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)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、放送事業者として、長期にわたり安定した経営基盤の確保に努めるとともに、安定的な配当の継続を重視し

てまいりましたが、テレビ50周年を契機に、株主の皆様に対する利益還元の姿勢をより明確にするため、株主配当に関

する基本方針を、より業績に連動するよう変更いたしました。

 当連結会計年度の配当金に関する方針は、配当性向を基準とし、当社単体当期純利益の20%をめやすに株主の皆様に還

元し、なお、安定性も維持するため、１株当たりの年間配当金は10円を下限とするという方針です。

当連結会計年度は、年度末近くに決定した年金裁判による和解金等の特別損失により単体の当期純利益が当初予想よ

りやや減少しましたが、年度当初に発表した予想配当を変更せず、１株当たりの年間配当金は、既に配当済みの中間配

当と合わせて、12円とさせていただく予定です

また、翌連結会計年度の配当金に関する方針は、配当性向を基準とし、当社単体当期純利益の20％をめやすに株主の

皆様に還元し、１株当たりの年間予想配当金は24円とさせていただきます。なお、安定配当も配慮し、１株当たりの年

間配当金は10円を下限といたします。

 

(4)事業等のリスク

当社および当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及ぼす可能性があると考

えられる主な事項は、以下の通りであります。必ずしも事業のリスクに該当しない事項についても、投資者の判断上、

重要であると考えられる事項については、情報開示の観点から開示しております。なお、文中における将来に関する事

項は、当連結会計年度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

当社および当グループの売上のうち、重要な要素であるテレビスポット収入は、実質ＧＤＰなどの指標にも表れる国

内景気や広告主である企業の業績との連動性が強く、場合によっては下降局面に入ることもあります。当社および当グ

ループは慎重に景気の動向を見極め、コスト低減などの方策もとってきましたが、なお経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。

  ②メディア間の競争およびコンテンツの獲得

テレビを中心とした映像・音声の伝送メディアは、従来型の放送、すなわち地上波、衛星（ＢＳおよびＣＳ）、ケー

ブルに加えて、インターネット上のブロードバンド配信サービスの普及が進展するなど多様化し、本格的な多メディア

競争時代にあります。当社および当グループは、多メディア化に対応するデジタル・コンテンツ・ビジネスのリーディ

ングカンパニーをめざして体制を整えてまいりましたが、競争相手および競合するサービスが増え、競争が更に激化す

ることが予想されます。一方、スポーツコンテンツの放送権料が高騰する傾向にあるなど、優良なコンテンツの同業者

間を含む獲得競争も激化しております。これら競争の激化はリスクの拡大と認識しており、今後より一層強いコンテン

ツを生み出すことでリスクを回避してまいりますが、なお当社および当グループの経営成績に影響を及ぼす可能性はあ

ります。

  ③デジタル設備投資

地上デジタル放送およびスタジオ等のＨＤ化のための設備投資およびこれによる減価償却費は前連結会計年度にピー

クを迎え、それ以降は減少傾向に向かっていますが、平成23年（2011年）の地上アナログ放送の終了までには未だ不確

定な要素もあり、一時的に当社および当グループの利益を圧迫する要因となり経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

  ④投資有価証券の時価評価

当連結会計年度の純資産の部における投資有価証券評価差額金は、前連結会計年度より約60億円減少しました。投資

有価証券の時価評価額の増減はキャッシュ・フローに直接影響するものではありませんが、その増減に大きな変動があっ

た場合には、当社の財政状態を示す指標に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑤野球興行

本年のプロ野球は、セリーグでも３位以上による日本シリーズへの出場決定戦が組まれ、また横浜ベイスターズは４

月に順調なスタートを切りましたが、連結子会社である横浜ベイスターズの今後の成績等によっては、観客動員数、放

送権料収入、グッズ販売等が低下し、当グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑥個人情報の取り扱いについて

当グループは、番組の出演者、観覧者、ショッピング事業、インターネット上の会員サービスなどにおいて個人情報

を保有しております。当該個人情報の取り扱いにつきましては、十分な注意を払い、対策を講じておりますが、万が一

個人情報の漏洩や不正アクセス、不正利用などの事態が発生した場合は、当グループに対する信頼性の低下により、そ
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の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑦法的規制の影響

当社の主たる事業であるテレビ放送事業は、電波法、放送法等の法令に規制されております。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います。

ラジオ放送の免許については、昭和26年12月に免許を受けて以来同様に更新を続け、平成13年10月に子会社である株

式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズがこれを承継しております。いずれの会社も、テレビ及びラジオの放送局

として、電波法、放送法等の法令による規制を受けており、現在の規制等に将来重大な変更があった場合には、当社お

よび当グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。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、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います。当社は、

テレビ放送については、昭和30年１月に免許を受けて以来、同法による免許の有効期間である５年毎に免許の更新を続

け、現在に至っております。
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２．企業集団の状況

　当企業集団は、株式会社東京放送（当社）及び子会社51社、関連会社42社により構成されており、事業はテレビ・ラジ

オの放送及び映像・音声ソフトの制作・販売を主に、これらに附帯する保守、サービス等を行っている。

　事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりである。

区分 主要な関係会社

放送事業

・放送関連事業

放送、番組制作、映像技術、美術制

作、コンピュータグラフィックス、

音声技術、照明技術、カメラ取材、

ＣＡＴＶ投資、映像投資等

当社、㈱TBSラジオ＆コミュニケーションズ、㈱TBSテレビ、㈱TBSビジョン、㈱

アックス、TOKYO BROADCASTING SYSTEM INTERNATIONAL,INC.、㈱赤坂グラフィッ

クスアート、㈱エフ・アンド・エフ、㈱ティ・エル・シー、㈱サウンズ・アー

ト、㈱ドリマックス・テレビジョン、㈱東放制作、㈱赤坂ビデオセンター、㈱

テレコム・サウンズ、㈱プロカム、㈱ジャスク、㈱ビューキャスト、㈱ビーエ

ス・アイ、㈱トマデジ、㈱東通、その他会社28社

（会社数　計48社）

映像・文化事業

・各種催物、野球興行、ビデオソフト

等の企画・制作事業

映像・音声ソフト制作・販売事業、

各種催物、番組販売、ビデオソフト

制作・販売、音楽ソフト企画・制作、

通信販売、野球興行等

当社、㈱TBSテレビ、㈱TBSサービス、㈱日音、㈱TBSトライメディア、㈱グラン

マルシェ、㈱横浜ベイスターズ、OXYBOT㈱、TCエンタテインメント㈱(注)、そ

の他会社28社

（会社数　計37社）

不動産事業

・不動産賃貸・保守及びサービス事業

スタジオ管理、冷暖房・駐車場管理、

機材リース、保険代理、不動産賃貸

等

当社、㈱緑山スタジオ・シティ、㈱TBS会館、㈱TBS企画、㈱TBSサンワーク、赤

坂熱供給㈱

（会社数　計６社）

その他事業

・その他サービス事業

　運送、飲食サービス等

㈱TBSプラザ、㈱TBSメディア総合研究所、㈱ティ・アール・シー、その他会社

３社

（会社数　計６社）

(注)１．前期に設立したTCエンタテインメント㈱は、重要性が増したため、当連結会計年度より、連結の範囲に含めてい

る。

２．当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更している。変更の内容については、「４．連結財務諸表注記

事項（セグメント情報）」に記載のとおりである。
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　前記の企業集団等について図示すると次のとおりである。

 放 送 事 業 

不 動 産 事 業 

番 組 制 作 等 
㈱

東

京

放

送

（

放

送

及

び

番

組

制

作

・

販

売

） 

番組制作・販売委託等 

番 組 制 作 協 力 等 

制 作 協 力 委 託 

情 報 提 供 等 

業 務 委 託 等 

保 守 ・ サ ー ビ ス 等 

不動産賃貸・保守・サービス 

㈱緑山スタジオ・シティ 

㈱TBS会館 

㈱TBS企画 

㈱TBSサンワーク 

赤坂熱供給㈱ 

業 務 委 託 等 

運送 

㈱ティ・アール・シー 

飲食その他 

㈱TBSプラザ 

㈱TBSメディア総合研究所 

番組制作・販売 

㈱TBSラジオ＆コミュニケーシ
ョンズ 
㈱TBSテレビ 
㈱TBSビジョン 
㈱テレコム・サウンズ 
㈱ドリマックス・テレビジョン 
㈱東放制作 
㈱ジャスク 
㈱ビューキャスト 

放送関連技術提供 

㈱アックス 
㈱エフ・アンド・エフ 
㈱赤坂グラフィックスアート 
㈱ティ・エル・シー 
㈱サウンズ・アート 
㈱赤坂ビデオセンター 
㈱プロカム 
㈱東通 

投資・情報提供等 

TOKYO BROADCASTING 

SYSTEM INTERNATIONAL,  

INC.（米国） 

衛星放送、データ放送 

㈱ビーエス・アイ 

㈱トマデジ 

 

業 務 委 託 等 

業 務 委 託 

運 送 委 託 

調 査 ・ 研 究 

業 務 委 託 

㈱横浜ベイスターズ 

放 送 権 の 購 入 等 

 放送権・放送素材の提供 

野球興行 

そ の 他 事 業 

音楽著作権・音声ソフト制作・販売等 

㈱日音 

業 務 委 託 等 

音 声 ソ フ ト 制 作 等 

ＣＧ制作・販売等 

OXYBOT㈱ 

物 品 販 売 委 託 

物 品 販 売 

通信販売 

㈱グランマルシェ 

業 務 委 託 

Ｃ Ｇ 制 作 

映 像 ・ 文 化 事 業 

ビデオソフト等の企画・制作等 

㈱TBSサービス 
TCエンタテインメント㈱ 

各種イベントの企画・制作・運営等 

ビデオソフト制作等 

業 務 委 託 等 

㈱TBSトライメディア 
業 務 委 託 等 
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３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

当社及び当グループの使命は、テレビ、ラジオ等のメディアを通じて、最良のソフトを出来るだけ多くの方々に視

聴していただくことにあります。　　　　　　　　　　　　　　

この基本姿勢に変わりはありませんが、当社及び当グループは、最強のコンテンツ発信源であることを目指し、視

聴率・聴取率の向上による売上シェアの拡大、及び、デジタル時代の多様化する伝送路の特性に応じたソフト・コン

テンツの開発・販売等を通じて、よりいっそう企業価値を高めてまいります。今後とも放送会社としての社会的責任

を十分に認識してその任務を果たしていくと同時に、より強固な経営基盤の拡充と業績の向上に努めることにより、

株主・投資家の皆様の期待に応えてまいりたいと存じます。

（２）目標とする経営指標

目標とする経営指標については株主重視の観点から当社にふさわしい指標を常に検討しており、資産・資本効率に

ついても意識してまいりたいと考えておりますが、デジタル設備や赤坂再開発のための投資等の資金需要が大きいこ

の時期は、引き続きキャッシュ・フローを重視し、とりわけ連結業績における営業活動によるキャッシュ・フローの

増大を目指して、グループ本社でもある当社の株主価値向上に努めてまいります。

 

　（３）中長期的な会社の経営戦略

当連結会計年度におきましては、４月から首都圏で携帯電話・移動端末向けの「ワンセグ」サービスがスタートし、

12月には地上デジタル放送が全国に展開するなど、テレビのデジタル時代が成熟の段階を迎えました。６月にはサッ

カーのビッグイベント「ＦＩＦＡワールドカップ」がドイツで開催され、薄型デジタルテレビの普及にも一段と拍車

がかかりました。このような状況のもと、当社グループは、テレビのゴールデン・プライム両時間帯の好調な視聴率

と「2006世界バレー」などによるタイムセールスの拡大などを背景に、当初の業績予想を上回り、前連結会計年度に

比べて大幅な経常利益の増加を達成することができました。

当社グループは、今後もテレビ・ラジオの放送を通じて国民の知る権利に奉仕し、広く愛される良質な娯楽を提供

していく所存でありますが、その一方、デジタル・コンテンツ・ビジネスのリーディングカンパニーとしてのさらな

る充実を目指し、昨年２月に中期経営計画「Ｖ！ｕｐ2010」を発表いたしました。

同計画は、2010年度（平成22年度）にはテレビの全日帯平均視聴率を９％台に押し上げ、在京５社におけるテレビ

スポットの売上シェアを25％超に伸ばすとともに、放送事業以外、すなわち映像・文化事業と不動産事業およびその

他事業の連結売上を1,500億円に拡大することにより、連結営業キャッシュ・フロー500億円を達成しようとするもの

です。当連結会計年度はその初年度として、目標の実現に向けて多くの分科会で議論を重ね、テレビスポットシェア

の拡大、コストコントロールなどの面で、すでに成果をあげております。

 

  （４）会社の対処すべき課題

当連結会計年度は、コンテンツビジネスの中核である地上波テレビにおいて、朝の情報番組がすっかり定着し順調

に視聴率を伸ばしたほか、「華麗なる一族」を筆頭に連続ドラマが好視聴率を獲得し、ゴールデン・プライムの両時

間帯で、平均視聴率単独第２位を確保いたしました。これは18年ぶりの快挙ですが、当社グループは、もちろんこの

結果に甘んじることなく、全日平均視聴率の向上を重点目標として、さらに上を目指して努力してまいる所存です。

ラジオを取り巻く経営環境には、依然として厳しいものがありますが、子会社の株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニ

ケーションズは、本年２月の聴取率調査でも第１位となり、平成13年８月期の調査以降、足かけ６年にわたって首都

圏ラジオのトップの座を堅持しています。また、本年４月からは、新デジタルラジオ放送「ＯＴＴＡＶＡ（オッター

ヴァ）」を開局し、新たな聴取層の開拓にもチャレンジしてまいります。ＢＳデジタル放送は、持分法適用関連会社

の株式会社ビーエス・アイが、クオリティーの高い番組を供給する一方、コストコントロールにも努め収支の改善を

図りつつあり、平成19年度中での単年度黒字化を目標に経営努力を重ねております。

当連結会計年度から、独立したセグメントとなった映像・文化事業では、「日本沈没」「涙そうそう」がヒットす

るなど、映画ビジネスが好調に推移したほか、「世界遺産ナスカ展～地上絵の創造者たち」が映像とのコラボレーショ

ンで成功を収めるなど、イベント関係もおおむね順調な成果をあげており、今後もこの両分野を収益の柱として、一

層の強化を図ってまいります。このほか、メディアコマース関連では、子会社の株式会社グランマルシェが順調に増

収増益を続けているほか、有料放送のＣＳエンタテインメント系チャンネル「ＴＢＳチャンネル」も、契約者数の増

加にともない、ＣＭ収入が好調です。さらに、ＤＶＤ販売などを主な事業とする株式会社ＴＣエンタテインメントも、

当連結会計年度から新たに連結子会社に加わり、当社グループの収益に貢献しています。

赤坂再開発は、当社が古くから所有する赤坂の土地約１万坪の有効利用であり、放送事業をサポートするための安

定的な収入源の確保を目的としています。来年１月の竣工を目前に、39階建ての賃貸用業務棟のテナントも順調に決

まりつつあり、その後、平成21年３月期からは、不動産事業における確実な営業キャッシュ・フローの増加を見込ん

でいます。
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当社は平成１７年４月に「コンプライアンス室」を設置し、法令遵守および危機管理機能をここに集約して、いわ

ゆる“日本版ＳＯＸ法”への対応を含め社内管理システムを強化するとともに、経営の透明性や公正性の維持向上に

万全を期しています。また、白いんげん豆によるダイエット法の紹介で健康被害を生むなど番組にかかわる問題につ

きましては、あらためて再発防止に努めるとともに、放送倫理の確立を通して視聴者の皆様の信頼を高めるよう鋭意

努力してまいります。さらに、本年２月には「地球エコ委員会」を発足させ、環境問題をテーマに、企業としての社

会貢献にも取り組んでまいります。       　　　　　　　

楽天株式会社との業務提携および当社に対する出資比率に関する協議は、平成17年11月の「覚書」に基づいて行わ

れてまいりましたが、本年２月末に、本「覚書」の効力は喪失いたしました。本件に関しましては、今後も当社グルー

プの企業価値と株主の皆様共同の利益の最大化に資するよう、誠意をもって対応してまいります。

当社グループは、多様なパートナーと連携しながら、放送事業を軸として映画ビジネスなどの映像・文化事業や不

動産事業も含め、営業キャッシュ・フローの増大を図り、株主価値の最大化に努力してまいります。さらに、資産の

有効利用も推し進め経営基盤の強化にあたり、デジタル・コンテンツ・ビジネスのリーディングカンパニーとしての

地位の確立に向け、「Ｖ！ｕｐ2010」を当社グループ一丸となって推進し、株主の皆様の負託に応えてまいる所存で

あります。

 

 （５）買収防衛策の改定

当社は、本年2月28日に「当社株式にかかる買収提案への対応方針」（買収防衛策）の改定を決定し、公表致しまし

た。本改定は、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、既に平成17年5月18

日付けで公表しておりました「当社株式にかかる買収提案への対応方針」を、その実質を維持しつつ、会社法の制定

等その後の状況も踏まえ、株主意思を更に重視する形で部分的に改定したものです。

 

－ 12 －



４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 38,859 48,946 10,087

２．受取手形及び売掛金  ※７ 68,084 43,309 △24,775

３．たな卸資産 10,741 10,079 △662

４．前払費用 6,707 4,276 △2,430

５．繰延税金資産 5,271 5,346 75

６．その他の流動資産 3,664 3,851 187

貸倒引当金 △162 △130 32

流動資産合計 133,165 24.0 115,679 20.4 △17,485

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 118,201 117,729

減価償却累計額 △50,429 67,772 △53,106 64,623 △3,149

(2）機械装置及び運搬具 ※３ 73,571 75,307

減価償却累計額 △54,880 18,691 △57,946 17,361 △1,329

(3）工具器具備品 10,967 12,595

減価償却累計額 △8,124 2,843 △9,923 2,671 △171

(4）土地 76,292 76,286 △5

(5）建設仮勘定 23,613 38,257 14,644

有形固定資産合計 189,212 34.1 199,200 35.1 9,988

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 5,886 5,639 △246

(2）ソフトウェア仮勘定 315 14 △301

(3）その他の無形固定資
産

1,544 1,411 △132

無形固定資産合計 7,746 1.4 7,065 1.2 △681
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※1,3 213,624 233,800 20,176

(2）長期貸付金 548 505 △43

(3）繰延税金資産 1,238 1,366 128

(4）長期前払費用 849 1,033 184

(5）その他の投資その他
の資産

※１ 9,438 9,679 240

貸倒引当金 △552 △610 △57

投資その他の資産合計 225,146 40.5 245,775 43.3 20,628

固定資産合計 422,106 76.0 452,042 79.6 29,936

資産合計 555,271 100.0 567,722 100.0 12,450
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 32,164 33,243 1,078

２．短期借入金 3,289 1,606 △1,683

３．一年内返済予定長期借
入金

 ※３ 72 10,040 9,967

４．一年内償還予定社債 10,000 － △10,000

５．未払金 20,441 17,452 △2,988

６．未払法人税等 6,059 3,552 △2,507

７．未払消費税等 949 1,070 120

８．未払費用 4,465 4,735 270

９．役員賞与引当金 － 322 322

10．その他の流動負債 4,839 4,410 △429

流動負債合計 82,282 14.8 76,433 13.5 △5,848

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 30,000 30,000

２．長期借入金  ※３ 30,040 20,000 △10,040

３．退職給付引当金 9,196 9,293 96

４．繰延税金負債 41,244 39,253 △1,991

５．連結調整勘定 719 － △719

６．負ののれん － 332 332

７．その他の固定負債 12,102 7,110 △4,991

固定負債合計 93,303 16.8 105,990 18.7 12,686

負債合計 175,585 31.6 182,424 32.2 6,838

（少数株主持分）

少数株主持分 1,659 0.3 －  △1,659

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 54,685 9.9 －  △54,685

Ⅱ　資本剰余金 59,953 10.8 －  △59,953

Ⅲ　利益剰余金 192,297 34.6 －  
△

192,297

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

71,116 12.8 －  △71,116

Ⅴ　為替換算調整勘定 13 0.0 －  △13

Ⅵ　自己株式 ※５ △39 △0.0 －  39

資本合計 378,026 68.1 －  
△

378,026

負債、少数株主持分及び
資本合計

555,271 100.0 －  
△

555,271
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  54,857 9.6 54,857

２．資本剰余金   － －  60,125 10.6 60,125

３．利益剰余金   － －  202,094 35.6 202,094

４．自己株式   － －  △63 △0.0 △63

　　株主資本合計   － －  317,015 55.8 317,015

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  65,154 11.5 65,154

２．繰延ヘッジ損益   － －  700 0.1 700

３．為替換算調整勘定   － －  16 0.0 16

　　評価・換算差額等合計   － －  65,871 11.6 65,871

Ⅲ　少数株主持分   － －  2,411 0.4 2,411

純資産合計   － －  385,298 67.8 385,298

負債純資産合計   － －  567,722 100.0 567,722
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 306,041 100.0 318,700 100.0 12,658

Ⅱ　売上原価 ※２ 218,658 71.4 221,798 69.6 3,139

売上総利益 87,382 28.6 96,901 30.4 9,519

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 70,977 23.2 71,573 22.5 596

営業利益 16,404 5.4 25,327 7.9 8,923

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 52 207

２．受取配当金 1,076 1,945

３．為替差益 113 2

４．連結調整勘定償却額 230 －

５．負ののれん償却額 － 344

６．保険金収入 98 261

７．その他の営業外収益 302 1,874 0.6 342 3,104 1.0 1,229

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 95 634

２．持分法による投資損失 1,808 705

３．固定資産除却損 536 353

４．その他の営業外費用 449 2,890 1.0 521 2,215 0.7 △674

経常利益 15,388 5.0 26,216 8.2 10,827
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 16,945 168

２．抱合せ株式消滅差益 － 28

３．その他 － 16,945 5.5 12 210 0.1 △16,735

Ⅶ　特別損失

１．年金訴訟和解金  － 990

２．年金制度移行解決金  － 860

３．固定資産除却損 ※３ 389 472

４．投資有価証券評価損 144 185

５．減損損失 285 5

６．長期前払費用償却額 1,203 －

７．連結調整勘定償却額 1,861 －

８．過年度人件費 443 31

９．環境特別対策費 267 －

10．割増退職金 15 －

11．その他 107 4,719 1.5 70 2,616 0.8 △2,103

税金等調整前当期純利
益

27,615 9.0 23,810 7.5 △3,804

法人税、住民税及び事
業税

12,136 8,376

法人税等調整額 2,001 14,138 4.6 1,455 9,832 3.1 △4,305

少数株主利益(△損失) △37 △0.0 678 0.2 715

当期純利益 13,513 4.4 13,299 4.2 △214
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

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（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 42,561

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資等による新株式の発
行

12,163

２．自己株式処分差益 5,228 17,391

Ⅲ　資本剰余金期末残高 59,953

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 182,924

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 13,513 13,513

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 3,855

２．役員賞与 273

（うち監査役賞与） (15)

３．新規連結に伴う利益剰余
金減少高

12 4,140

Ⅳ　利益剰余金期末残高 192,297
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
（百万円）

54,685 59,953 192,297 △39 306,896

連結会計年度中の変動額

新株の発行 172 172   344

剰余金の配当(注）   △3,232  △3,232

役員賞与（注）   △273  △273

当期純利益   13,299  13,299

自己株式の取得    △23 △23

新規連結に伴う利益剰余金の増
加

  4  4

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

172 172 9,797 △23 10,118

平成19年３月31日　残高
（百万円）

54,857 60,125 202,094 △63 317,015

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

71,116 － 13 71,130 600 1,659 380,285

連結会計年度中の変動額

新株の発行       344

剰余金の配当（注）       △3,232

役員賞与（注）       △273

当期純利益       13,299

自己株式の取得       △23

新規連結に伴う利益剰余金の増
加

      4

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△5,962 700 2 △5,258 △600 752 △5,106

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△5,962 700 2 △5,258 △600 752 5,012

平成19年３月31日　残高
（百万円）

65,154 700 16 65,871 － 2,411 385,298

 （注）剰余金の配当のうち2,091百万円及び役員賞与については、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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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前当期純利益 27,615 23,810  

２．減価償却費 14,082 14,698  

３．長期前払費用償却額 3,108 786  

４．減損損失 285 5  

５．連結調整勘定償却額 1,630 －  

６．負ののれん償却額 － △344  

７．投資有価証券評価損 144 185  

８．退職給付費用 1,036 94  

９．固定資産除却損 926 826  

10．貸倒引当金の増加額 142 24  

11．受取利息及び受取配当金 △1,129 △2,152  

12．支払利息 95 634  

13．持分法による投資損失 1,808 705  

14．投資有価証券売却益 △16,945 △168  

15．売上債権の減少額(△増加額) △6,211 25,195  

16．たな卸資産の減少額 696 664  

17．仕入債務の増加額 5,865 749  

18．その他の流動資産の減少額 12,012 －  

19．その他の固定負債の減少額 △5,367 △4,991  

20．その他営業活動によるキャッシュ・フロー △2,561 △1,230  

小計 37,235 59,493 22,257

21．利息及び配当金の受取額 1,139 2,113  

22．利息の支払額 △95 △446  

23．法人税等の支払額 △15,018 △10,274  

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,261 50,886 27,624
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．有価証券の売却による収入(純額) 19,999 －  

２．有形固定資産の取得による支出 △23,491 △23,060  

３．有形固定資産の売却による収入 10 85  

４．無形固定資産の取得による支出 △3,270 △1,544  

５．投資有価証券の取得による支出 △60,113 △32,473  

６．投資有価証券の売却による収入 17,019 1,229  

７．子会社合併による収入　　　　　（※１） － 231  

８．その他投資活動によるキャッシュ・フロー 28 △11  

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,817 △55,543 △5,725

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１．短期借入れによる収入 542 420  

２．短期借入金の返済による支出 △2,838 △2,104  

３．長期借入金の返済による支出 △72 △72  

４．社債の発行による収入 － 29,834  

５．社債の償還による支出 △10,000 △10,000  

６．株式の発行による収入 22,588 344  

７．自己株式の取得による支出 △21 △23  

８．自己株式の処分による収入 5,632 －  

９．配当金の支払額 △3,855 △3,232  

10．少数株主への配当金の支払額 △16 △75  

11．その他財務活動によるキャッシュ・フロー 660 △600  

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,619 14,490 1,871

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 90 6 △84

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △13,845 9,840 23,685

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 52,612 38,767 △13,845

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 259 259

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高　　（※２） 38,767 48,866 10,099
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社 連結子会社の数　29社

主要な連結子会社の名称

企業集団の状況に記載しているため省略

している。

なお、㈱ティ・ビー・エス・ラジオ・ア

ンド・コミュニケーションズは、平成17

年４月１日に商号を㈱TBSラジオ＆コ

ミュニケーションズと改めた。

㈱ペックは、平成17年４月１日に商号を

㈱TBSトライメディアと改めた。

㈱ティ・ビー・エス・サービスは、平成

17年７月１日に商号を㈱TBSサービスと

改めた。

㈱ティ・ビー・エス会館は、平成17年７

月１日に商号を㈱TBS会館と改めた。

㈱ティ・ビー・エス企画は、平成17年７

月１日に商号を㈱TBS企画と改めた。

㈱ティ・ビー・エス・サンワークは、平

成17年７月１日に商号を㈱TBSサンワー

クと改めた。

㈱ティ・ビー・エス・メディア総合研究

所は、平成17年７月１日に商号を㈱TBS

メディア総合研究所と改めた。

㈱ティ・ビー・エス・プラザは、平成17

年７月１日に商号を㈱TBSプラザと改め

た。

前期に設立したOXYBOT㈱は、重要性が増

したため、当連結会計年度より、連結の

範囲に含めている。

連結子会社の数　30社

主要な連結子会社の名称

企業集団の状況に記載しているため省略

している。

前期に設立したＴＣエンタテインメント

㈱は、重要性が増したため、当連結会計

年度より、連結の範囲に含めている。

(2）非連結子会社 主要な非連結子会社名

㈱テレパック

なお、非連結子会社19社は、総資産、売

上高、当期純損益、利益剰余金（持分に

見合う額）等のいずれの観点から見ても

それぞれ小規模であり、全体としても連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

い。

主要な非連結子会社名

㈱テレパック

なお、非連結子会社21社は、総資産、売

上高、当期純損益、利益剰余金（持分に

見合う額）等のいずれの観点から見ても

それぞれ小規模であり、全体としても連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

い。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用会社 持分法適用の関連会社　４社

会社名

㈱東通、㈱ティ・エル・シー、㈱ビーエ

ス・アイ、㈱トマデジ

持分法適用の関連会社　４社

会社名

㈱東通、㈱ティ・エル・シー、㈱ビーエ

ス・アイ、㈱トマデジ
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）持分法非適用会社 上記１．(2）の非連結子会社19社及び㈱

テックス等関連会社24社である。

なお、非連結子会社及び関連会社は、それ

ぞれ当期純損益及び利益剰余金（持分に見

合う額）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

を適用せず原価法により評価している。

上記１．(2）の非連結子会社21社及び㈱

シー・ティ・ビー・エス等関連会社38社で

ある。

なお、非連結子会社及び関連会社は、それ

ぞれ当期純損益及び利益剰余金（持分に見

合う額）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

を適用せず原価法により評価している。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうちTOKYO BROADCASTING 

SYSTEM INTERNATIONAL, INC.、㈱横浜ベイ

スターズの決算日は平成17年12月31日であ

る。連結財務諸表作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用している。

ただし、同決算日から連結決算日までの期

間に発生した重要な取引については連結上

必要な調整を行っている。

連結子会社のうちTOKYO BROADCASTING 

SYSTEM INTERNATIONAL, INC.、㈱横浜ベイ

スターズの決算日は平成18年12月31日であ

る。連結財務諸表作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用している。

ただし、同決算日から連結決算日までの期

間に発生した重要な取引については連結上

必要な調整を行っている。

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

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を採用してい

る。

(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

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）

(2）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）

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

いる。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

いる。

②　デリバティブ 時価法 同左

③　たな卸資産 個別法に基づく原価法を採用している。 同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法（ただし建物については主とし

て定額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

ある。

建物及び構築物　　　　　７～50年

機械装置及び運搬具　　　５～６年

 (2) 無形固定資産

　　 定額法を採用している。

　　 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

　　 いる。

(1）有形固定資産

同左 

 

 

 

 

 

 (2) 無形固定資産

　　　　　　　　 同左　
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (3) 長期前払費用

　　 毎期均等償却。

   (追加情報）

　　　㈱横浜ベイスターズ買収に伴い発

　　　生した広告宣伝価値等については

　　　従来５年間で償却していたが、当

　　　連結会計年度末に㈱横浜ベイスタ

　　  ーズ株式を減損処理したことに伴

　　　い、その未償却残高1,203百万円

　　　を一括償却し、特別損失として計

　　　上している。

 (3) 長期前払費用

　　　　　　　　 同左

  　　　　　――――――――

(3）重要な繰延資産の処理

方法

(1) 新株発行費

支出時に全額費用として処理している。

(1)　　　　────────

 

 (2)　　　　────────

 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理している。 

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるた

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

計上している。

同左

②　役員賞与引当金  　　　　　―――――――― 役員に支給する賞与の支払に備えるため、

当連結会計年度末における支給見込み額を

計上している。

（会計方針の変更）

役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案

決議により未処分利益の減少として処理し

ていたが、当連結会計年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準委員会

　企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）に基づき、発生した期間の費用として

処理している。この結果、従来の方法と比

較して、営業利益、経常利益、税金等調整

前当期純利益および当期純利益がそれぞれ

322百万円減少している。

なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載している。

③　退職給付引当金 当社及び連結子会社において従業員の退職

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

基づき計上している。数理計算上の差異は、

それぞれ発生の翌連結会計年度に費用処理

することとしている。

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費用処理している。

当社及び連結子会社において従業員の退職

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

基づき計上している。数理計算上の差異は、

それぞれ発生の翌連結会計年度に費用処理

することとしている。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

④　役員退職慰労引当金  　　　　　 ――――――――

（追加情報）

　従来、役員退職慰労引当金を計上してい

た連結子会社25社は、当連結会計年度末ま

でに、各社の株主総会において役員退職慰

労金制度を廃止することを決議した。これ

により、当連結会計年度末現在の役員退職

慰労引当金（558百万円）を、固定負債の

「その他の固定負債」に含めて表示してい

る。

 　　　　　 ――――――――

 　　　　　

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理している。なお、在外子

会社等の資産、負債、収益及び費用は、直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換算調整勘定に含

めて計上している。

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理している。なお、在外子

会社等の資産、負債、収益及び費用は、直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定に

含めて計上している。

(6）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係る

方法に準じた会計処理によっている。

同左

(7）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっている。特例処

理の要件を満たす金利スワップについ

ては特例処理を採用している。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段

買掛金に対するデリバティブ取引（為

替予約取引）。

支払利息に対するデリバティブ取引

（金利スワップ取引）。

投資有価証券に対するデリバティブ取

引（株式オプション取引）。

②　ヘッジ手段

同左

③　ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があり、

相場変動等が評価に反映されていない

ものおよびキャッシュ・フローが固定

されその変動が回避されるもの。

③　ヘッジ対象

同左

④　ヘッジ方針

為替変動リスク

ヘッジ対象を限定、実需の範囲内で

行う。

④　ヘッジ方針

為替変動リスク

同左

金利変動リスク

発行する社債および借入金の利息削

減のため、固定金利と変動金利を交

換。

金利変動リスク

同左

株価変動リスク

売却予定のある投資有価証券に限定、

時価が下落するリスクを回避する為、

デリバティブ取引を行う。

株価変動リスク

　　　　　同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

⑤　ヘッジの有効性の評価方法

キャッシュ・フロー及び時価の変動を

分析。６ヶ月毎に測定し、単月・累計

で記録している。但し特例処理によっ

た金利スワップについては有効性評価

を省略している。

⑤　ヘッジの有効性の評価方法

　　　　　　同左

⑥　その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

ヘッジ取引の契約は資金担当部署にて

行われるが、その種類および取引限度

額は取締役会において事前に決定され

ており、取引結果は随時常勤取締役会

に報告されている。

⑥　その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

同左

(8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　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

方式によっている。

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっている。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は原則として発生年度以後５

年間で均等償却しているが、金額が僅少な

場合は発生年度の損益として処理している。

なお、㈱横浜ベイスターズの連結調整勘定

については、20年間で均等償却することと

している。

（追加情報）

　㈱横浜ベイスターズの連結調整勘定につ

いては、従来20年間で均等償却することと

していたが、当連結会計年度末に㈱横浜ベ

イスターズ株式を減損処理することに伴い、

その未償却残高1,861百万円

を一括償却し、特別損失として計上してい

る。

────────

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 ────────

 

のれん及び負ののれんは原則として発生年

度以後５年間で均等償却しているが、金額

が僅少な場合は発生年度の損益として処理

している。

 

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確

定した利益処分又は損失処理に基づいて作

成している。

────────

９．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、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する定期預金。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）  　　　　　　　　――――――――

当連結会計年度より、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))を適用している。これにより、税

金等調整前当期純利益は285百万円減少している。

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から直接控除している。

──────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第

５号　平成17年12月９日）および「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　企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用している。

従来の資本の部の合計に相当する金額は382,185百万円で

ある。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成している。　　　
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

──────── （連結貸借対照表）

　当連結会計年度より、連結調整勘定及び営業権の相殺後

の金額を「負ののれん」として表示している。 なお、前連

結会計年度において営業権は、連結貸借対照表の無形固定

資産「その他」に42百万円含まれている。

──────── （連結損益計算書計算書）

　当連結会計年度より、連結調整勘定償却額及び営業権償

却額の相殺後の金額を「負ののれん償却額」として表示し

ている。なお、前連結会計年度において営業権償却額は、

売上原価の「減価償却費」に15百万円含まれている。

──────── （連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローに独立掲記していた「その他の流動資産の減少額」

は、連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響が減少し

たため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他営業活動によるキャッシュ・フロー」に

含めて表示している。なお、当連結会計年度の営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他営業活動によるキャッ

シュ・フロー」に含めて表示している「その他の流動資産

の減少額」は、128百万円である。

　当連結会計年度より、営業活動によるキャッシュ・フロー

の連結調整勘定償却額及び営業権償却額の相殺後の金額を

「負ののれん償却額」として表示している。なお、前連結

会計年度において営業権償却額は、「減価償却費」に15百

万円含まれている。

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 　　　　　　　　　────────  当連結会計年度より、売掛債権の一部について債権流動化

を行っており、当連結会計年度末の「受取手形及び売掛金」

は23,999百万円減少している。　　
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産 ※１．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産

百万円

投資有価証券（株式） 7,039

その他の投資その他の資産（出

資金）

2

百万円

投資有価証券（株式） 6,138

その他の投資その他の資産（出

資金）

10

　２．偶発債務 　２．偶発債務

保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 7,010

㈱放送衛星システムの銀行借入金 1,486

㈱ケーブルテレビジョン東京の銀行借

入金
129

㈱中国放送のリース契約に対する連

帯保証
1,337

㈱あいテレビのリース契約に対する連

帯保証
1,165

計 11,129

保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 6,955

㈱放送衛星システムの銀行借入金 1,279

㈱中国放送のリース契約に対する連

帯保証
1,160

㈱あいテレビのリース契約に対する連

帯保証
1,011

計 10,407

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産

百万円

機械装置及び運搬具 406

百万円

機械装置及び運搬具 350

上記物件について一年内返済予定長期借入金72百万

円、長期借入金40百万円の担保に供している。

上記物件について一年内返済予定長期借入金40百万

円の担保に供している。

 百万円

投資有価証券 1,058

 

 投資先であるイー・モバイル㈱の銀行借入の担保と

して同社株式1,058百万円を提供している。 

※４．当社の発行済株式数は、普通株式190,138,968株で

ある。

　４．　　　　　　────────

※５．連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する自

己株式の数は、普通株式398,968株である。

　５．　　　　　　────────

　６．当社は、事業資金、運転資金の機動的な確保を目的

として、複数の金融機関との間でコミットメントラ

イン契約を締結している。契約極度額は170,000百

万円であるが、当連結会計年度末現在において、本

契約に基づく借入金残高はない。

　６．当社は、事業資金、運転資金の機動的な確保を目的

として、複数の金融機関との間でコミットメントラ

イン契約を締結している。契約極度額は110,000百

万円であるが、当連結会計年度末現在において、本

契約に基づく借入金残高はない。

 　７．　　　　　　──────── ※７．当連結会計年度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いる。なお、当連

結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、

次の当連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度

末残高に含まれている。

　　　　　受取手形　　　　　　　　176百万円 
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主な内容

 百万円

人件費 11,053

代理店手数料 38,983

広告宣伝費 1,918

業務委託費 2,650

退職給付費用 1,680

役員退職慰労引当金繰入額 136

減価償却費 1,771

※１．販売費及び一般管理費の主な内容

 百万円

人件費 11,533

代理店手数料 40,398

広告宣伝費 1,800

業務委託費 3,798

退職給付費用 631

役員賞与引当金繰入額 322

減価償却費 1,608

※２．売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる研究開

発費

百万円

376

※３．固定資産除却損の内訳

 百万円

建物 166

構築物 78

機械及び装置 0

工具器具備品 0

長期前払費用 137

撤去費用 5

　　　　計 389

※２．売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる研究開

発費

百万円

340

※３．固定資産除却損の内訳

 百万円

建物 463

構築物 8

工具器具備品 0

　　　　計 472
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　　（注）１ 190,138,968 169,000 － 190,307,968

合計 190,138,968 169,000 － 190,307,968

自己株式

普通株式　　（注）２ 398,968 6,849 － 405,817

合計 398,968 6,849 － 405,817

（注）１.普通株式の発行済株式総数の増加169,000株は、新株予約権の権利行使による増加である。

２.普通株式の自己株式の株式数の増加6,849株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
平成17年新株予約権　(注) 普通株式 20,000 － 20,000 － －

合計 － 20,000 － 20,000 － －

(注)　平成17年新株予約権の減少は、平成19年３月15日に有償で取得し、消却したことによるものである。

上記以外にストック・オプションとしての新株予約権があり、42ページの（ストック・オプション等関係）に記

載している。

 

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
（百万円）

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 2,091 11 平成18年3月31日 平成18年6月30日

平成18年11月15日

取締役会
　普通株式 1,140 6 平成18年9月30日 平成18年12月8日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　次のとおり、決議を予定している。

決議予定
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
 普通株式 1,141 利益剰余金 6 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．　　　　　　　──────── ※１．合併により引き継いだ資産・負債の明細

　　㈱横浜ベイスターズが、当連結会計年度に合併した㈱

横浜ベイスターズソフトより引き継いだ資産及び負債の

主な内訳は次のとおりである。

 百万円

 流動資産 335

 固定資産 1

 資産合計 336

 流動負債 187

 固定負債 2

 負債合計 190

 

※２．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

（平成18年３月31日現在）

※２．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

（平成19年３月31日現在）

百万円

現金及び預金勘定 38,859

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △92

現金及び現金同等物 38,767

百万円

現金及び預金勘定 48,946

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △80

現金及び現金同等物 48,866
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

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

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高相
当額
(百万円)

建物及び構築
物

66 43 23

機械装置及び
運搬具

8,915 7,152 1,762

工具器具備品
その他

1,571 866 704

合計 10,553 8,062 2,490

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)

建物及び構築
物

57 50 7

機械装置及び
運搬具

3,241 2,358 882

工具器具備品
その他

1,182 534 648

合計 4,481 2,943 1,538

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年内 1,419

１年超 1,071

合計 2,490

百万円

１年内 760

１年超 777

合計 1,538

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定している。

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定している。

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

百万円

支払リース料 2,013

減価償却費相当額 2,013

百万円

支払リース料 1,388

減価償却費相当額 1,388

④　減価償却費相当額の算定方法 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

法によっている。 

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 61,345 182,201 120,855

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 61,345 182,201 120,855

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 6,796 6,754 △42

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 495 458 △36

小計 7,292 7,212 △79

合計 68,637 189,414 120,776

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

17,019 16,945 2

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）非連結子会社株式及び関連会社株式 7,039

(2）その他有価証券

①　非上場株式 17,170

計 24,209
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当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 67,490 181,565 114,074

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 420 521 100

小計 67,911 182,086 114,175

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 22,115 18,699 △3,415

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 22,115 18,699 △3,415

合計 90,027 200,786 110,759

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

1,229 168 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）非連結子会社株式及び関連会社株式 6,138

(2）その他有価証券

①　非上場株式 26,876

計 33,014
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容 (1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、金

利スワップ取引及び株式オプション取引である。

同左

(2）取引に対する取組方針 (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、金利及び株価の変

動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針である。

同左

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リス

ク、発行する社債、借入金の金利変動リスク及び保有す

る株式の株価変動リスクを回避し、安定的な利益の確保

を図る目的で、利用している。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ている。

同左

ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。特例処理の要件を満

たす金利スワップについては特例処理を採用している。

同左

ヘッジ手段と対象

ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ、株式オプ

ション

ヘッジ対象…買掛金、社債、借入金、投資有価証券

ヘッジ手段と対象

同左

 

ヘッジ方針

為替変動リスク

　ヘッジ対象を限定、実需の範囲内で行う。

ヘッジ方針

同左

金利変動リスク

　発行する社債及び借入金の利息削減のため、固定金

利と変動金利を交換。

株価変動リスク

　売却予定のある投資有価証券に限定、時価が下落す

るリスクを回避する為、デリバティブ取引を行う。

ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジの有効性評価の方法

　キャッシュ・フロー及び時価の変動を分析。測定期

間は６ヶ月毎とし単月・累計で記録する。但し特例処

理によった金利スワップについては、有効性評価を省

略している。

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替相場、金利の変動及び株価の変動によるリスク

(4）取引に係るリスクの内容

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5）取引に係るリスク管理体制

為替変動リスク

(5）取引に係るリスク管理体制

 　　　　　　　　　     同左

　レート差から生じるキャッシュ・フローの変動を分析。

測定期間は６ヶ月毎とし、単月・累計で記録する。

金利変動リスク

　ヘッジ前後のキャッシュ・フローの変動を比較・分析。

測定時期は６ヶ月毎の利払時とし、ヘッジ終了まで継続

記録する。

株価変動リスク

　時価の変動を分析、測定期間は６ヶ月毎とし、単月・

累計で記録する。

(6）その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に関わるもの (6）その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に関わるもの

　ヘッジ取引の契約は資金担当部署にて行われているが、

その種類及び取引限度額は取締役会において事前に決定

されており、取引結果は随時常勤取締役会に報告されて

いる。

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみであるため記載を省略している。

当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみであるため記載を省略している。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

(1）当社及び連結子会社の退職給付制度

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を、

確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度、前払退職金制度を設けている。また、従業員の退職等に際して、退

職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合がある。

(2）制度別の補足説明

①　退職一時金制度

設定時期 その他

当社及び連結子会社（18社） 会社設立時等 －　　　（注）

　（注）　当社は退職給付信託を設定していたが、制度改訂に伴い「その他の投資その他の資産」に計上してい

る。

②　厚生年金基金制度

設定時期 その他

連結子会社3社

（東京都報道事業厚生年金基金）
－ －　　　（注）

　（注）　総合設立型の基金である。

③　適格退職年金制度

設定時期 その他

㈱TBSサービス 昭和51年 －

㈱TBSビジョン 昭和55年 －

その他連結子会社10社 － －

④　確定拠出年金制度

設定時期 その他

当社

 ㈱TBSラジオ＆コミュニケーションズ

平成17年

平成18年

－

 －

⑤　前払退職金制度

設定時期 その他

当社

 ㈱TBSラジオ＆コミュニケーションズ

平成17年

平成18年

－

 －
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２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △12,433 △12,357

(2）年金資産（百万円） 3,099 3,205

(3）
未積立退職給付債務　(1) ＋ (2)

（百万円）
△9,333 △9,152

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 136 △141

(5）
退職給付引当金

(3）＋ (4) （百万円）
△9,196 △9,293

 

前連結会計年度

（平成18年３月31日）

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

（注）１．厚生年金基金の代行部分を含めて記載してい

る。

２．一部の子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用している。

３．上記内訳には、総合設立厚生年金基金である

「東京都報道事業厚生年金基金」の年金資産

の額（制度の加入員比863百万円）は含んでい

ない。

４．当社では、平成17年４月１日付の退職給付制

度の改訂に伴い、確定拠出年金制度及び前払

退職金制度への資産移管を４年間で実施する

予定である。当連結会計年度末時点の未移管

額は、未払金に4,674百万円、その他の固定負

債に7,853百万円計上している。

１．　　　　　　────────

 

２．一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用している。

３．上記内訳には、総合設立厚生年金基金である「東

京都報道事業厚生年金基金」の年金資産の額（制

度の加入員比916百万円）は含んでいない。

４．当社では、平成17年４月１日付の退職給付制度の

改訂に伴い、確定拠出年金制度及び前払退職金制

度への資産移管を４年間で実施する予定である。

当連結会計年度末時点の未移管額は、未払金に

3,991百万円、その他の固定負債に3,788百万円計

上している。
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３．退職給付費用の内訳

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用 2,702 1,777

(1）勤務費用（注)1,2（百万円） 559 797

(2）利息費用（百万円） 175 178

(3）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
354 136

(4）過去勤務債務の費用処理額

（百万円）
940 －

(5）その他（注)3

（百万円）
673 664

前連結会計年度

（平成18年３月31日）

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

（注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除して

いる。

２．総合設立厚生年金基金である「東京都報道事業

厚生年金基金」の掛金48百万円は勤務費用に含

めている。

１．　　　　　　────────

 

２．　　　　　　────────

３．(5）その他は当社における確定拠出年金掛金お

よび前払退職金支給額である。

３．(5）その他は当社における確定拠出年金掛金およ

び前払退職金支給額等である。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）割引率 2.25％ 2.25％

(2）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(3）過去勤務債務の処理年数 １年 －

(4）数理計算上の差異の処理年数 １年 　１年
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

常勤取締役　　　18名

従業員でライン局長及びこれ

に相当する者　25名

常勤取締役　　　９名

幹部従業員　　　65名

常勤取締役　　　11名

執行役員　　　　16名

幹部従業員　　　44名

ストック・オプション数

(注）
普通株式　225,000株 普通株式　330,000株 普通株式　342,000株

付与日 平成12年８月21日 平成13年８月21日 平成14年８月27日

権利確定条件 － － －

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
平成14年７月１日

～平成18年６月30日

平成15年７月１日

～平成19年６月30日

平成16年７月１日

～平成18年６月30日

平成15年
ストック・オプション

平成16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数

常勤取締役　　　  10名

執行役員　　　　  ９名

幹部従業員　　　　46名

子会社常勤取締役　38名

常勤取締役　　　　10名

執行役員　　　　　８名

幹部従業員　　　　45名

子会社常勤取締役　39名

常勤取締役　　　　10名

執行役員　　　　　11名

幹部従業員　　　　37名

子会社常勤取締役　35名

ストック・オプション数

(注）
普通株式　292,000株 普通株式　292,000株 普通株式　296,000株

付与日 平成15年８月27日 平成16年８月30日 平成17年８月30日

権利確定条件 － － －

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
平成17年７月１日

～平成19年６月30日

平成18年７月１日

～平成20年６月30日

平成19年７月１日

～平成21年６月30日

（注）株式数に換算して記載している。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度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いる。

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13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 225,000 315,000 339,000

権利確定 － － －

権利行使 － 39,000 3,000

失効 225,000 － 336,000

未行使残 － 276,000 －

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 88,000 292,000 296,000

権利確定 － － －

権利行使 31,000 96,000 －

失効 － － －

未行使残 57,000 196,000 296,000
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②　単価情報

平成12年
ストック・オプション

平成13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 4,870 2,452 2,682

行使時平均株価　　　　　（円） － 4,071 2,768

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

平成15年
ストック・オプション

平成16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） 1,696 1,962 2,145

行使時平均株価　　　　　（円） 3,381 3,925 －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産及び負債 繰延税金資産及び負債

百万円

退職給付引当金限度超過額 3,642

退職給付制度変更による未払金 5,098

賞与引当金限度超過額 1,629

未払事業税 471

長期未払金 213

投資有価証券評価損 2,032

番組勘定 586

その他有価証券評価差額金 △49,186

長期前払費用償却額 2,449

その他 777

小計 △32,284

評価性引当額 △2,449

繰延税金負債の純額 △34,734

百万円

退職給付引当金限度超過額 3,707

退職給付制度変更による未払金 3,165

賞与引当金限度超過額 1,676

未払事業税 468

長期未払金 400

投資有価証券評価損 926

番組勘定 473

その他有価証券評価差額金 △45,099

長期前払費用償却額 2,449

その他 1,739

小計 △30,090

評価性引当額 △2,449

繰延税金負債の純額 △32,540

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表上以下の項

目に含まれている。

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表上以下の項

目に含まれている。

百万円

流動資産－繰延税金資産 5,271

固定資産－繰延税金資産 1,238

固定負債－繰延税金負債 41,244

百万円

流動資産－繰延税金資産 5,346

固定資産－繰延税金資産 1,366

固定負債－繰延税金負債 39,253

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．　　　　　　────────

法定実効税率 40.69％

（調整）

永久に損金に算入されない項目 2.56％

持分法投資損益 2.66％

連結調整勘定償却額 2.40％

長期前払費用償却額 3.55％

その他 △0.66％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
51.20％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりである。

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）

科目
放送事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 259,417 2,545 44,078 306,041 － 306,041

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
4,474 4,971 5,475 14,921 △14,921 －

計 263,891 7,517 49,553 320,962 △14,921 306,041

営業費用 253,738 6,894 43,913 304,546 △14,909 289,636

営業利益 10,153 623 5,639 16,416 △11 16,404

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 212,240 109,581 47,546 369,368 185,903 555,271

減価償却費 11,205 1,606 1,270 14,082 － 14,082

資本的支出 7,802 12,996 4,206 25,005 － 25,005

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっている。

 

２．各事業区分の主要な事業内容

事業区分 事業内容

放送事業 テレビ・ラジオの放送事業及び関連事業

不動産事業 土地及び建物の賃貸等

その他事業 各種催物・ビデオソフト等の企画・制作・野球興行等

 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は186,704百万円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）等である。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

科目
放送事業
（百万円）

映像・文
化事業 
 (百万円)

不動産事
業

（百万円）

その他事
業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 262,762 53,181 2,475 281 318,700 － 318,700

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,935 7,119 4,918 1,512 15,486 △15,486 －

計 264,698 60,301 7,394 1,793 334,187 △15,486 318,700

営業費用 248,792 51,664 6,698 1,709 308,864 △15,492 293,372

営業利益 15,905 8,637 695 84 25,322 5 25,327

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出

資産 184,446 45,226 133,641 254 363,569 204,153 567,722

減価償却費 10,534 2,462 1,688 13 14,698 － 14,698

資本的支出 7,555 379 17,157 6 25,100 － 25,100

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっている。

 

２．各事業区分の主要な事業内容

事業区分 事業内容

放送事業 テレビ・ラジオの放送事業及び関連事業

映像・文化事

業
各種催物、ビデオソフト等の企画・制作、野球興行等

不動産事業 土地及び建物の賃貸等

その他事業 車両運行、喫茶・飲食業等

 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は206,340百万円であり、その主なものは、親会社　

　  での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）等である。

 

４．事業区分の変更

　従来、「その他事業」に区分していた各種催物・ビデオソフト等の企画・制作等に係る事業の重要性が増し

たため「映像・文化事業」として、独立したセグメントに区分することとした。また、従来「放送事業」に区

分されていた連結子会社㈱TBSサービス、㈱TBSトライメディアの２社は、売上高、営業利益に占める「映像・

文化事業」の割合が大きくなったため、「映像・文化事業」にセグメントを移行した。

　なお、前連結会計年度において変更後の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は次の通りで

ある。
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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）

科目
放送事業
（百万円）

映像・文
化事業 
 (百万円)

不動産事
業

（百万円）

その他事
業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 254,469 48,708 2,545 318 306,041 － 306,041

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,404 6,263 4,971 1,455 15,095 △15,095 －

計 256,873 54,972 7,517 1,773 321,136 △15,095 306,041

営業費用 247,837 48,326 6,894 1,662 304,720 △15,084 289,636

営業利益 9,036 6,645 623 110 16,416 △11 16,404

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出

資産 209,296 52,293 109,581 316 371,487 183,783 555,271

減価償却費 11,171 1,290 1,606 14 14,082 － 14,082

資本的支出 7,773 4,209 12,996 26 25,005 － 25,005

 

事業区分 事業内容

放送事業 テレビ・ラジオの放送事業及び関連事業

映像・文化事

業
各種催物、ビデオソフト等の企画・制作、野球興行等

不動産事業 土地及び建物の賃貸等

その他事業 車両運行、喫茶・飲食業等

 

５．会計方針の変更

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4)②に記載のとおり、当連結会計年度より「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）を適用している。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、「放送事業」の営業費用が186百万円、「映像・文化事業」の営業費用が119百

万円、「不動産事業」の営業費用が10百万円、「その他事業」の営業費用が６百万円増加し、各事業区分の営

業利益が同額減少している。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成

19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

ｃ．海外売上高

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成

19年３月31日）

　海外売上高はいずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略した。
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（関連当事者との取引）

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）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者

砂原幸雄 － －

(財)東京音楽

祭協会理事長
なし － －

貸室料他

寄付金他

3

30

売掛金

買掛金

0

－

 (社）私的録画

補償金管理協会

理事長

 なし － －
広告掲載

料
1  　 － －

俣木盾夫 － －

（株）電通

代表取締役

社長

(所有)

直接

1.48%

(被所有)

直接

4.95%

－ －

スポット

等販売他
83,707 売掛金他 24,294

販売手数

料等
17,733 買掛金 1,874

山本雅弘 － －

(株)毎日放送

代表取締役

社長

(所有)

直接

3.86%

(被所有)

直接

3.25%

－ －

放送時間

等販売
2,241 売掛金 322

放送時間

等購入
2,892 買掛金他 667

斎藤　明 － －

(株)毎日新聞

社

代表取締役

会長

 (所有)

 直接

2.50% 

 間接

1.91% 

(被所有) 

 直接

0.57%

－ －

放送時間

等販売
6  売掛金 7

新聞広告

購入
0  買掛金 －

北村正任 － －

(株)毎日新聞

社

代表取締役

社長

 (所有)

 直接

2.50% 

 間接

1.91% 

(被所有) 

 直接

0.57%

－ －

放送時間

等販売
10  売掛金 1

新聞広告

購入
9  買掛金 1

西川善文 － －

(株)三井住友

銀行

頭取

(所有)

なし 

(被所有)

直接

3.05%

－ － 各種手数

料他 12  買掛金 3

　（注）１．上記役員との取引はすべていわゆる第三者のための取引である。

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれている。

３．上記のうち、俣木盾夫、北村正任は平成17年６月に当社の取締役に就任したため、取引金額は平成17年７月

から平成18年３月までの金額を表示している。斎藤明は平成17年６月に当社の取締役を退任したため、取引

金額は平成17年４月から平成17年６月までの金額を表示し、期末残高は平成17年６月末日の残高を表示して

いる。西川善文は平成17年６月に(株)三井住友銀行頭取を退任したため、取引金額は平成17年４月から平成

17年６月までの金額を表示し、期末残高は平成17年６月末日の残高を表示している。

４．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記、各社への販売及び購入については、市場価格を参考に決定している。財団への寄付金については、取

締役会の承認に基づき決定している。その他の取引については、一般的取引条件をもとに交渉のうえ決定し

ている。
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(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社
㈱ビーエ
ス・アイ

東京都
港区

35,000 放送事業

(所有)

直接

28.41%

間接

1.89%

兼任 2
番組制

作等

制作収入他

番組購入費他

1,741

627

売掛金

買掛金

197

94

借入金の返済 2,296
短期借入

金
3,289

利息の支払(注

１)
6   

　（注）１．資金の借入については、借入利率は市中金利を勘案して合理的に決定している。

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記、会社への販売及び購入については、市場価格を参考に決定している。

　　　　３．上記の金額のうち、制作収入他及び番組購入費他の取引金額には消費税等が含まれておらず、売掛金及び買

掛金の期末残高には、消費税等が含まれている。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者

砂原幸雄 － －
(財)東京音楽

祭協会理事長
なし － －

貸室料

寄付金等

3

30

売掛金

買掛金 

0

0

俣木盾夫 － －

（株）電通

代表取締役

社長

(所有)

直接

1.46%

(被所有)

直接

4.90%

－ －

放送時間

販売等
118,149 売掛金他 9,931

販売手数

料等
25,033 買掛金他 1,283

山本雅弘 － －

(株)毎日放送

代表取締役

社長

(所有)

直接

4.92%

(被所有)

直接

3.22%

－ －

放送時間

販売等
2,299 売掛金 260

放送時間

購入等
3,139 買掛金他 743

北村正任 － －

(株)毎日新聞

社

代表取締役

社長

 (所有)

 直接

2.41% 

 間接

1.85% 

(被所有) 

 直接

0.58% 

－ －

放送時間

販売等
14  売掛金 1

新聞広告

購入等
45   

　（注）１．上記役員との取引はすべていわゆる第三者のための取引である。

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれている。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記、各社への販売及び購入については、市場価格を参考に決定している。財団への寄付金については、取

締役会の承認に基づき決定している。その他の取引については、一般的取引条件をもとに交渉のうえ決定し

ている。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社
㈱ビーエ
ス・アイ

東京都
港区

35,000 放送事業

(所有)

直接

28.41%

間接

1.89%

兼任 1

名

番組制

作等

制作収入等

番組購入費等

1,730

564

売掛金

買掛金

175

80

借入金の返済 1,683
短期借入

金
1,606

利息の支払(注

１)
3   

　（注）１．資金の借入については、借入利率は市中金利を勘案して合理的に決定している。

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記、会社への販売及び購入については、市場価格を参考に決定している。

　　　　３．上記の金額のうち、制作収入他及び番組購入費他の取引金額には消費税等が含まれておらず、売掛金及び買

掛金の期末残高には、消費税等が含まれている。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,990.91円

１株当たり当期純利益 72.17円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
72.10円

１株当たり純資産額 2,016.23円

１株当たり当期純利益 70.07円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
69.96円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 13,513 13,299

普通株主に帰属しない金額（百万円） 271 －

（うち利益処分による役員賞与金） (271) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 13,241 13,299

期中平均株式数（千株） 183,486 189,787

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 186 314

（うち新株予約権） (171) (244)

（うち新株引受権） (14) (70)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権3種類（旧商法に基づく

新株引受権225千株および新株予約

権の数2,339個（20,339千株））。

 

新株予約権2種類（旧商法に基づく

新株引受権225千株および新株予約

権の数2,000個（20,000千株））。
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社は、平成18年４月26日開催の取締役会において、第

14回無担保社債、第15回無担保社債の発行を決議いたし、

払込期日である平成18年６月７日に、社債の発行総額であ

る20,000百万円、10,000百万円それぞれの払込を受けてお

ります。その概要は以下のとおりであります。

１．第14回無担保社債（５年債）

(1）券面総額

　20,000百万円

(2）発行価額の総額

　20,000百万円

(3）発行価格

　各社債の金額100円につき金100円

(4）利率

　年1.67％

(5）償還期限

　平成23年６月７日（満期一括償還）

(6）資金使途

　社債償還資金、借入金返済資金

２．第15回無担保社債（10年債）

(1）券面総額

　10,000百万円

(2）発行価額の総額

　10,000百万円

(3）発行価格

　各社債の金額100円につき金100円

(4）利率

　年2.26％

(5）償還期限

　平成28年６月７日（満期一括償還）

(6）資金使途

　社債償還資金、借入金返済資金

 ────────
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 34,676 44,421 9,744

２．受取手形  ※９ 567 706 139

３．売掛金 64,921 38,982 △25,939

４．番組及び仕掛品 7,149 6,328 △820

５．貯蔵品 59 59 0

６．前払費用 6,960 3,452 △3,507

７．繰延税金資産 3,113 3,210 97

８．未収入金 404 264 △139

９．その他の流動資産 1,394 2,650 1,256

貸倒引当金 △32 △8 24

流動資産合計 119,214 22.7 100,068 18.7 △19,145

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 107,751 107,112

減価償却累計額 △44,584 63,167 △46,888 60,223 △2,944

(2）構築物 7,348 7,435

減価償却累計額 △4,918 2,429 △5,129 2,306 △123

(3）機械及び装置 66,878 68,482

減価償却累計額 △50,047 16,831 △52,828 15,653 △1,178

(4）車両及び運搬具 769 790

減価償却累計額 △598 170 △600 190 19

(5）工具器具備品 9,433 11,008

減価償却累計額 △6,846 2,587 △8,586 2,421 △165

(6）土地 75,376 75,376 －

(7）建設仮勘定 23,196 36,093 12,897

有形固定資産合計 183,760 35.1 192,265 36.0 8,505

－ 54 －



前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

２．無形固定資産

(1）借地権 89 89 －

(2）ソフトウェア 5,745 5,426 △318

(3）ソフトウェア仮勘定 315 14 △301

(4）その他の無形固定資
産

107 87 △20

無形固定資産合計 6,258 1.2 5,618 1.1 △639

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  ※６ 198,172 219,268 21,096

(2）関係会社株式 20,595 20,676 80

(3）出資金 50 55 5

(4) 関係会社出資金 － 10 10

(5）長期貸付金 9 12 3

(6）従業員長期貸付金 21 26 4

(7）関係会社長期貸付金 116 670 553

(8）更生債権等 21 1 △20

(9）長期前払費用 44 317 272

(10）差入保証金 2,088 2,075 △12

(11）その他の投資  4,621 4,269 △352

貸倒引当金 △298 △274 23

投資評価引当金 △10,304 △10,739 △435

投資その他の資産合計 215,139 41.0 236,370 44.2 21,230

固定資産合計 405,158 77.3 434,253 81.3 29,095

資産合計 524,372 100.0 534,322 100.0 9,950
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※４ 30,205 32,432 2,226

２.一年内返済予定長期借
入金

 － 10,000 10,000

３．一年内償還予定社債  10,000 － △10,000

４．短期借入金 ※４ 22,340 21,933 △406

５．未払金 19,158 16,411 △2,746

６．未払法人税等 4,781 1,453 △3,328

７．未払消費税等 93 528 435

８．未払費用 996 1,176 180

９．前受金 1,731 679 △1,051

10．預り金 64 200 136

11．役員賞与引当金 － 100 100

12．その他の流動負債 602 14 △587

流動負債合計 89,974 17.1 84,930 15.9 △5,043

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 30,000 30,000

２．長期借入金 30,000 20,000 △10,000

３．退職給付引当金 7,799 8,022 223

４．繰延税金負債 34,445 31,907 △2,538

５．長期未払金 8,329 4,256 △4,072

６．その他の固定負債 2,082 1,778 △304

固定負債合計 82,657 15.8 95,965 18.0 13,308

負債合計 172,632 32.9 180,896 33.9 8,264
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 54,685 10.4 － － △54,685

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 54,724 －

２．その他資本剰余金   

　(1）自己株式処分差益 1,667 －

資本剰余金合計 56,392 10.8 － － △56,392

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 4,217 －

２．任意積立金

(1）別途積立金 157,312 －

３．当期未処分利益 11,839 －

利益剰余金合計 173,368 33.1 － －
△

173,368

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

67,315 12.8 － － △67,315

Ⅴ　自己株式 ※７ △22 △0.0 － － 22

資本合計 351,739 67.1 － －
△

351,739

負債及び資本合計 524,372 100.0 － －
△

524,372
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 54,857 10.2 54,857

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 54,897

(2）その他資本剰余金  － 1,667

資本剰余金合計  － － 56,564 10.6 56,564

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 4,217

(2）その他利益剰余金  

別途積立金  － 164,312

繰越利益剰余金  － 11,894

利益剰余金合計  － － 180,424 33.8 180,424

４．自己株式   － －  △45 △0.0 △45

株主資本合計   － －  291,800 54.6 291,800

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  61,365 11.5 61,365

２．繰延ヘッジ損益   － －  260 0.0 260

評価・換算差額等合計   － －  61,625 11.5 61,625

純資産合計   － －  353,425 66.1 353,425

負債純資産合計   － －  534,322 100.0 534,322

－ 58 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　事業収入 265,695 100.0 277,400 100.0 11,705

Ⅱ　事業費 ※3,4 191,006 71.9 194,770 70.2 3,764

    売上総利益  74,689 28.1 82,630 29.8 7,941

Ⅲ　販売費 ※1,3 47,057 17.7 48,060 17.3 1,002

Ⅳ　一般管理費 ※2,3,4 16,848 6.3 16,340 5.9 △507

営業利益 10,783 4.1 18,229 6.6 7,446

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 33 118

２．有価証券利息 2 43

３．受取配当金 ※３ 1,568 2,462

４．雑収入 203 1,808 0.7 326 2,951 1.1 1,142

Ⅵ　営業外費用

１．支払手数料 237 149

２．支払利息 40 119

３．社債利息 65 514

４．固定資産除却損 453 341

５．新株発行費 96 －

６．社債発行費 － 165

７．売掛債権売却損 － 125

８．雑損 49 942 0.4 31 1,448 0.6 505

経常利益 11,649 4.4 19,732 7.1 8,083

－ 59 －



前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別利益

１.投資有価証券売却益 16,882   165    

   ２.関係会社株式売却益 9 16,891 6.3 － 165 0.1 △16,726

Ⅷ　特別損失

１．年金訴訟和解金  －   990    

２．年金制度移行解決金  － 860

３．固定資産除却損  ※５ 389 472

４．投資評価引当金繰入  1,483 435

５．投資有価証券評価損  1 140

６．関係会社清算損 － 16

７．関係会社株式評価損 2,937 －

   ８．長期前払費用償却額 1,203 －

９．その他特別損失  463 6,480 2.4 － 2,915 1.1 △3,565

税引前当期純利益 22,060 8.3 16,982 6.1 △5,077

法人税、住民税及び事業
税

9,353 5,346

法人税等調整額 1,555 10,908 4.1 1,269 6,615 2.4 △4,293

当期純利益 11,152 4.2 10,367 3.7 △784

前期繰越利益 2,777 －  

中間配当額 2,090 －  

当期未処分利益 11,839 －  

－ 60 －



事業費明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　材料費 ※２ 110,459 58.2 107,603 55.5 △2,855

Ⅱ　労務費 ※３ 2,084 1.1 2,057 1.1 △27

Ⅲ　経費 ※４ 77,302 40.7 84,288 43.4 6,986

　　当期総事業費 189,846 100.0 193,949 100.0 4,103

　期首番組及び仕掛品残高 8,308 7,149  

合計 198,155 201,098  

　期末番組及び仕掛品残高 7,149 6,328  

　当期事業費 191,006 194,770  

　（脚注）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　１．事業費の計算については個別原価計算の方法による。

※２．材料費の主な内容

番組購入費 105,264百万円

ギャランティ 5,194百万円

　１．事業費の計算については個別原価計算の方法による。

※２．材料費の主な内容

番組購入費 103,190百万円

ギャランティ 4,413百万円

※３．労務費の主な内容

人件費 2,013百万円

退職給付費用 71百万円

※３．労務費の主な内容

人件費 1,969百万円

退職給付費用 88百万円

※４．経費の主な内容

業務委託費 25,357百万円

ネットワーク費 26,769百万円

減価償却費 11,025百万円

賃借・借上費 5,979百万円

※４．経費の主な内容

業務委託費 25,112百万円

ネットワーク費 30,846百万円

減価償却費 10,543百万円

賃借・借上費 5,635百万円
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 11,839

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 2,091

２．役員賞与 80

（うち監査役賞与） (8)

３．任意積立金

別途積立金 7,000 9,171

Ⅲ　次期繰越利益 2,667
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

54,685 54,724 1,667 56,392 4,217 157,312 11,839 173,368 △22 284,424

事業年度中の変動額

新株の発行 172 172  172      344

別途積立金の積立て（注）      7,000 △7,000 －  －

剰余金の配当（注）       △3,232 △3,232  △3,232

役員賞与（注）       △80 △80  △80

当期純利益       10,367 10,367  10,367

自己株式の取得         △23 △23

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

172 172 － 172 － 7,000 55 7,055 △23 7,376

平成19年３月31日　残高
（百万円）

54,857 54,897 1,667 56,564 4,217 164,312 11,894 180,424 △45 291,800

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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

平成18年３月31日　残高
（百万円）

67,315 － 67,315 600 352,339

事業年度中の変動額

新株の発行     344

別途積立金の積立て（注）     －

剰余金の配当（注）     △3,232

役員賞与（注）     △80

当期純利益     10,367

自己株式の取得     △23

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5,950 260 △5,690 △600 △6,290

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△5,950 260 △5,690 △600 1,086

平成19年３月31日　残高
（百万円）

61,365 260 61,625 － 353,425

 （注）剰余金の配当のうち2,091百万円、別途積立金の積立て及び役員賞与については、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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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(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を採用してい

る。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

①　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）

(2）その他有価証券

①　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）　　

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

番組及び仕掛品　個別法による原価法を採

用している。

番組及び仕掛品　　 同左

貯　　蔵　　品　移動平均法による原価法

を採用している。

貯　　蔵　　品　　 同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

定率法（ただし建物については定　

額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとお　

りである。

　建物　　　　　　７～50年

　機械及び装置　　　　６年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法を採用している。

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いる。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

毎期均等償却。

　(追加情報）

　　　㈱横浜ベイスターズ買収に伴い

　　発生した広告宣伝価値等について　　

　

　　は従来５年間で償却していたが、

　　当事業年度末に㈱横浜ベイスター

　　ズ株式を減損処理したことに伴い、

　　その未償却残高1,203百万円を一

　　括償却し、特別損失として計上し　　

　

　　ている。

(3）長期前払費用

    　　　　　　同左

────────

       

 

５．繰延資産の処理方法

 

 (1) 新株発行費

　　 支出時に全額費用として処理してい　

　　 る。 

 (2)        ────────

 

 

 (1)        ────────

       

 

 (2) 社債発行費

　　 支出時に全額費用として処理してい

 　　る。 
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。

同左

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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いる。

同左

(2)        ──────── (2)役員賞与引当金 

    役員に支給する賞与の支払に備える

   ため、当事業年度末における支給見込

　   額を計上している。

（会計方針の変更）

　 役員賞与は、従来、株主総会の利益

　   処分案決議により未処分利益の減少

　 として処理していたが、当事業年度

　 より、「役員賞与に関する会計基準」

　 (企業会計基準委員会　企業会計基準 

　 第４号 平成17年11月29日）に基づ　 

   き、発生した期間の費用として処理

　 している。この結果、従来の方法と

   比較して、営業利益、経常利益、

　 税引前当期純利益および当期純利益が

　

　 それぞれ100百万円減少している。　　

　　　　

(3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上している。

数理計算上の差異は、それぞれ発生の

翌事業年度に費用処理することとして

いる。

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費

用処理している。

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の見込

額に基づき計上している。

数理計算上の差異は、それぞれ発生の

翌事業年度に費用処理することとして

いる。

 

 

 

 

(4)投資評価引当金 (4)投資評価引当金

関係会社等への投資により発生する損

失に備えるため、当該会社の実質価値

の低下の程度並びに将来の回復見込み

等を検討してその所要額を計上してい

る。

同左

８．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いる。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

９．ヘッジ会計の方法 (1）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いる。特例処

理の要件を満たす金利スワップについ

ては特例処理を採用している。

同左

(2）ヘッジ手段 (2）ヘッジ手段

買掛金に対するデリバティブ取引（為

替予約取引）。

支払利息に対するデリバティブ取引

（金利スワップ取引）。

投資有価証券に対するデリバティブ取

引（株式オプション取引）。

 　　　　　　同左

 

 

(3）ヘッジ対象 (3）ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があり、

相場変動等が評価に反映されていない

ものおよびキャッシュ・フローが固定

されその変動が回避されるもの。

同左

(4）ヘッジ方針 (4）ヘッジ方針

為替変動リスク

ヘッジ対象を限定、実需の範囲内で

行う。

為替変動リスク

同左

金利変動リスク

発行する社債および借入金の利息削

減のため、固定金利と変動金利を交

換。

金利変動リスク

同左

株価変動リスク

売却予定のある投資有価証券に限定、

時価が下落するリスクを回避する為、

デリバティブ取引を行う。

株価変動リスク

 　　　　　同左

(5）ヘッジの有効性の評価方法 (5）ヘッジの有効性の評価方法

キャッシュ・フロー及び時価の変動を

分析。６ヶ月毎に測定し、単月・累計

で記録している。但し、特例処理に

よった金利スワップについては有効性

評価を省略している。

 　　　　　　同左

(6）その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

(6）その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

ヘッジ取引の契約は資金担当部署にて

行われるが、その種類および取引限度

額は取締役会において事前に決定され

ており、取引結果は随時常勤取締役会

に報告されている。

同左

10．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）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

抜方式によっている。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）                　　────────

当事業年度より、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）を適用している。これによる当事

業年度の損益に与える影響はない。

 

 　　             ────────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第

５号　平成17年12月９日）および「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　企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用している。

 従来の資本の部の合計に相当する金額は353,165百万円で

ある。

 　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成している。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 　　　　　　　　　────────  当事業年度より、売掛債権の一部について債権流動化を

 行っており、当事業年度末の「売掛金」は 23,999百万　 

円減少している。　　
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１．このうち国庫補助金等の受入により機械及び装置80

百万円、その他の有形固定資産164百万円を取得価

額より控除している。

※１．このうち国庫補助金等の受入により機械及び装置75

百万円、その他の有形固定資産164百万円を取得価

額より控除している。

※２．授権株数　　　　普通株式 400,000,000株

発行済株数　　　普通株式 190,138,968株

　２．　　　　　　────────

 

　３．配当制限 　３．　　　　　　────────

有価証券の時価評価により、純資産額が67,315百万

円増加している。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されている。

 

 

※４．関係会社項目 ※４．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがある。

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがある。

流動負債
買掛金（百万円） 10,834

短期借入金（百万円） 22,340
流動負債

買掛金（百万円） 11,969

短期借入金（百万円） 21,933

　５．偶発債務 　５．偶発債務

保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 7,010

㈱ケーブルテレビジョン東京

の銀行借入金
129

㈱放送衛星システムの銀行借

入金
1,486

㈱中国放送のリース契約に

対する連帯保証
1,337

㈱あいテレビのリース契約に

対する連帯保証
1,165

計 11,129

保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 6,955

㈱放送衛星システムの銀行借

入金
1,279

㈱中国放送のリース契約に

対する連帯保証
1,160

㈱あいテレビのリース契約に

対する連帯保証
1,011

計 10,407

 ６．　　　　　　──────── ※６．担保に供している資産

百万円

投資有価証券 1,058

 

 投資先であるイー・モバイル㈱の銀行借入の担保と

して同社株式1,058百万円を提供している。 

※７．自己株式 　７．　　　　　　────────

当社が保有する自己株式の数は、普通株式  

8,296株である。

 

　８．当社は、事業資金、運転資金の機動的な確保を目的

として、複数の金融機関との間でコミットメントラ

イン契約を締結している。契約極度額は170,000百

万円であるが、当事業年度末現在において、本契約

に基づく借入金残高はない。　　　

　８．当社は、事業資金、運転資金の機動的な確保を目的

として、複数の金融機関との間でコミットメントラ

イン契約を締結している。契約極度額は110,000百

万円であるが、当事業年度末現在において、本契約

に基づく借入金残高はない。　　　

　９．　　　　　　──────── ※９．当事業年度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いる。なお、当事業

年度の末日は金融機関の休日であったため、次の当

事業年度末日満期手形が当事業年度末残高に含まれ

ている。

　　　　　受取手形　　　　　　　　　136百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費の主な内容

 百万円

人件費 729

退職給付費用 42

代理店手数料 37,600

広告宣伝費 2,883

業務委託費 3,075

減価償却費 217

※１．販売費の主な内容

 百万円

人件費 732

退職給付費用 41

代理店手数料 39,213

広告宣伝費 3,201

業務委託費 3,360

減価償却費 210

※２．一般管理費の主な内容

 百万円

役員報酬 521

人件費 2,805

退職給付費用 1,512

業務委託費 3,748

諸税公課 2,561

減価償却費 1,449

水道光熱費 1,621

※２．一般管理費の主な内容

 百万円

役員報酬 525

役員賞与引当金繰入額 100

人件費 2,840

退職給付費用 340

業務委託費 4,526

諸税公課 2,391

減価償却費 1,291

水道光熱費 1,673

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。

関係会社よりの仕入高 117,965百万円

関係会社よりの受取配当金 611百万円

関係会社よりの仕入高 117,667百万円

関係会社よりの受取配当金 643百万円

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額

事業費及び一般管理費に含まれる研究開発費 事業費及び一般管理費に含まれる研究開発費

376百万円 239百万円

 

※５．固定資産除却損の内訳

 百万円

建物 166

構築物 78

機械及び装置 0

工具器具備品 0

長期前払費用 137

撤去費用 5

　　　　計 389

 

※５．固定資産除却損の内訳

 百万円

建物 463

構築物 8

工具器具備品 0

　　　　計 472
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 8,296 6,849 － 15,145

合計 8,296 6,849 － 15,145

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加6,849株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

 

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

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

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械及び装置 6,695 5,696 999

工具器具備品
その他

322 204 117

ソフトウェア 97 39 58

合計 7,115 5,940 1,174

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 1,538 1,250 287

工具器具備品
その他

160 105 55

ソフトウェア 118 51 67

合計 1,817 1,407 410

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年内 803

１年超 371

合計 1,174

百万円

１年内 306

１年超 104

合計 410

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定している。

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定している。

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

百万円

支払リース料 1,267

減価償却費相当額 1,267

百万円

支払リース料 803

減価償却費相当額 803

④　減価償却費相当額の算定方法 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

法によっている。

　　　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産（負債）の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産（負債）の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

百万円

未払事業税 366

未払賞与 325

番組勘定 332

退職給付制度変更による未払金 1,902

その他 186

3,113

繰延税金資産（固定）（△繰延税金負債（固定））

退職給付引当金 3,173

退職給付制度変更による未払金 3,195

投資有価証券 4,898

長期前払費用 2,449

その他有価証券評価差額金 △46,189

関係会社株式評価損 1,195

その他 476

小計 △30,800

評価性引当額 △3,645

△34,445

繰延税金資産（流動）

百万円

未払事業税 281

未払賞与 339

番組勘定 305

退職給付制度変更による未払金 1,624

その他 659

3,210

繰延税金資産（固定）（△繰延税金負債（固定））

退職給付引当金 3,264

退職給付制度変更による未払金 1,541

投資有価証券 5,138

長期前払費用 2,449

その他有価証券評価差額金 △42,106

関係会社株式評価損 1,195

その他 254

小計 △28,262

評価性引当額 △3,645

△31,907

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

２. 　　　　　　　────────

法定実効税率 40.69％

（調整）

永久に損金に算入されない項目 △0.34％

関係会社株式評価損 5.42％ 

長期前払費用償却額 4.44％

税額控除による影響額 △1.76％

その他 1.00％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
49.45％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,849.57円

１株当たり当期純利益 60.22円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
60.15円

１株当たり純資産額 1,857.27円

１株当たり当期純利益 54.52円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
54.43円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 11,152 10,367

普通株主に帰属しない金額（百万円） 80
 　　　　　　　　　　　　　 －　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

（うち利益処分による役員賞与金） (80) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,072 10,367

期中平均株式数（千株） 183,877 190,178

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 186 314

（うち新株予約権） (171) (244)

 (うち新株引受権） (14) (70)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権3種類（旧商法に基づく新

株引受権225千株および新株予約権の

数2,339個（20,339千株））。

 

新株予約権2種類（旧商法に基づく

新株引受権225千株および新株予約

権の数2,000個（20,000千株））。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　平成18年４月26日開催の取締役会において、第14回無担

保社債、第15回無担保社債の発行を決議いたし、払込期日

である平成18年６月７日に、社債の発行総額である20,000

百万円、10,000百万円それぞれの払込を受けております。

その概要は以下のとおりであります。

１．第14回無担保社債（５年債）

(1）券面総額

　20,000百万円

(2）発行価額の総額

　20,000百万円

(3）発行価格

　各社債の金額100円につき金100円

(4）利率

　年1.67％

(5）償還期限

　平成23年６月７日（満期一括償還）

(6）資金使途

　社債償還資金、借入金返済資金

２．第15回無担保社債（10年債）

(1）券面総額

　10,000百万円

(2）発行価額の総額

　10,000百万円

(3）発行価格

　各社債の金額100円につき金100円

(4）利率

　年2.26％

(5）償還期限

　平成28年６月７日（満期一括償還）

(6）資金使途

　社債償還資金、借入金返済資金

 　　　　　　　　　　────────
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事業収入内訳

 （単位：百万円）

区分 前事業年度 当事業年度 比較 伸率

％

テレビ 235,227 244,900 9,673 4.1

タイム・番組制作 120,499 130,167 9,668 8.0

タイム 57,601 64,588 6,987 12.1

番組制作 62,898 65,579 2,681 4.3

スポット 103,019 103,048 29 0.0

その他 11,708 11,684 △24 △0.2

事業 25,833 27,849 2,016 7.8

不動産 4,635 4,650 15 0.3

合計 265,695 277,400 11,705 4.4
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７．その他
(1）役員の異動

（平成19年６月28日株主総会および取締役会決定予定事項）

①  代表者の異動

  該当事項はありません。

 

②　その他の役員の異動

(a）新任取締役候補者

 取締役  武田　信二  （現、当社執行役員・経営メディア本部長）

 取締役  槍田　松瑩  （現、三井物産㈱ 代表取締役社長）

(b）退任予定取締役

 常務取締役  水野　忠隆  

 取締役相談役  砂原　幸雄  

 取締役  児玉　守弘  

(c）役付取締役の異動

 取締役相談役  若林貴世志  （現、当社取締役、横浜ベイスターズオーナー）

(2）執行役員の異動

（平成19年６月28日取締役会決定予定事項）

①　新任予定執行役員

 執行役員  八木　康夫  （現、㈱ＴＢＳテレビ取締役・編成制作本部付）

 執行役員  田代　冬彦  （現、当社編成制作本部副本部長、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

　　　 ㈱ＴＢＳテレビ取締役・編成制作本部制作局長）

 執行役員  信国　一朗  （現、当社事業本部長、㈱ＴＢＳテレビ取締役・事業本部長）

 執行役員  豊中　俊榮  （現、当社技術本部長、㈱ＴＢＳテレビ技術本部長兼技術局長）

 執行役員  木村　信哉  （現、当社経営メディア本部メディア推進局長）

②　退任予定執行役員

  山口  愼彌  （現、当社執行役員・経営メディア本部経営企画局長）

  武田　信二  （現、当社執行役員・経営メディア本部長）
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(ご参考）

 株式会社ＴＢＳテレビ　役員の異動

（平成19年６月19日㈱ＴＢＳテレビ株主総会決定予定事項）

①　新任取締役候補者

 取締役  豊中　俊榮  （現、㈱ＴＢＳテレビ技術本部長兼技術局長、当社技術本部長）

②　退任予定取締役

 取締役副社長  若林貴世志  

 専務取締役  城所賢一郎  

 常務取締役  児玉　守弘  

 取締役  武田　信二  

③　役付取締役の異動

 専務取締役  石原　俊爾  （現、㈱ＴＢＳテレビ常務取締役）

 専務取締役  森　　義奉  （現、㈱ＴＢＳテレビ常務取締役）

 常務取締役  小田　忠明  （現、㈱ＴＢＳテレビ取締役・業務局長）

 常務取締役  春日井眞一郎 （現、㈱ＴＢＳテレビ取締役）

以上
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