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平成19年３月期 決算短信 
平成19年５月15日 

上 場 会 社 名         中部日本放送株式会社        上場取引所 名証第１部 

コ ー ド 番 号           9402                            ＵＲＬ  http://hicbc.com                    
代  表  者 （役職名）代表取締役社長   （氏名）夏目 和良 
問合せ先責任者 （役職名）経理部長     （氏名）富田 悦司  ＴＥＬ (052)259－1322      
定時株主総会開催予定日  平成19年６月28日 配当支払開始予定日 平成19年６月29日 
有価証券報告書提出予定日 平成19年６月28日  
  

（百万円未満切捨て） 
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 
18年３月期 

40,678 
40,588 

0.2 
△4.7 

4,441
4,494

△1.2
△8.9

4,636
4,437

4.5 
△11.9 

2,491 
1,918 

29.9
△10.3

 

 
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 
18年３月期 

95
70

56 
12 

―
―

―
―

5.3 
4.4 

6.5 
6.6 

10.9 
11.1 

(参考) 持分法投資損益      19年３月期  ―百万円  18年３月期  ―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 
18年３月期 

71,830 
70,465 

48,009 
45,868 

65.9 
65.1 

1,816 
1,755 

75
81

(参考) 自己資本      19年３月期  47,366百万円  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 
18年３月期 

4,258 
6,022 

△3,223 
△4,415 

△1,092 
△1,737 

10,152 
10,209 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 
19年３月期 

3 
5 

00 
00 

9 
12 

00
50

12
17

00
50

312 
456 

17.1 
18.3 

0.7 
1.0 

20年３月期 
（予想） 5 00 7 50 12 50  17.6  

(参考) 配当性向（個別）  19年３月期  20.2％   18年３月期  18.4％ 
 
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 
通    期 

19,700 
39,450 

△1.9 
△3.0 

1,210
3,300

△35.3
△25.7

1,320
3,460

△32.6
△25.4

690
1,850

△34.3 
△25.7 

26
70

47
96
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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、22ページ「②役員賞与引当金（会計方針の変更）」及び24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  26,400,000株  18年３月期 26,400,000株 
②期末自己株式数           19年３月期    328,025株  18年３月期     327,381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、37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 
18年３月期 

35,815 
35,895 

△0.2 
△2.8 

3,931
4,088

△3.8
△7.8

4,131
4,065

1.6 
△22.5 

2,255 
1,772 

27.3
△57.5

 
 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 
18年３月期 

86 
65 

53 
29 

―
―

―
―

 
(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 
18年３月期 

63,279 
62,150 

45,078 
43,799 

71.2 
70.5 

1,729 
1,677 

01
23

(参考) 自己資本       19年３月期  45,078百万円  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 
通    期 

17,310
34,390

△2.4 
△4.0 

1,020
2,850

△38.1
△27.5

1,120
3,000

△36.7
△27.4

590
1,620

△39.6 
△28.2 

22
62

63
14

 
   

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 （将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報

及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大

きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、「定性的情報・財務情報等 １．経営成績」内の「(1)経営成績に関す

る分析【次期の見通し】」(６ページ）及び「(4)事業等のリスク」(８ページ～９ページ)をご

参照下さい。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

【当連結会計年度の概況】 

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）

平成19年３月期 40,678 4,441 4,636 2,491 

平成18年３月期 40,588 4,494 4,437 1,918 

増減率(%) 0.2 △1.2 4.5 29.9 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、世界経済の回復による輸出の好調と企業業績の改善を背景とした設

備投資の増加などにより、景気は緩やかな拡大基調が続きました。 

  個人消費は、やや力強さには欠けるものの、企業業績回復に伴う雇用環境好転を背景に底堅く推移してきま

した。しかしながら、企業はマスコミ四媒体(新聞・雑誌・ラジオ・テレビ)の広告費を抑制する傾向にあり、

放送業界でも、テレビスポット広告は全国的にも前年割れが続くという厳しい状況にありました。 

 このような環境下において、ラジオとテレビの売上は前期を下回りましたが、催物事業や広告代理業、不動

産賃貸業、ゴルフ場事業の売上が伸びたことにより、当社グループの売上高は406億78百万円（前期比0.2％

増）となりました。 

 一方利益面では、退職給付費用の減少や万博出展費用がなくなったものの、減価償却費が増加したことから、

営業利益は44億41百万円(前期比1.2％減)となりました。 

 経常利益は、受取配当金の増加と支払利息の減少などにより46億36百万円(前期比4.5％増)となりました。 

 さらに当期は大きな投資有価証券評価損がなかったことから、当期純利益は24億91百万円(前期比29.9％増)

となりました。 

  部門別の概況は以下のとおりであります。 

放送関連 不動産賃貸 その他 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 

 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

平成19年３月期 37,596 3,411 1,556 919 1,525 112 

平成18年３月期 37,526 3,628 1,523 793 1,537 72 

増減率(%) 0.2 △6.0 2.1 15.9 △0.8 54.2 

〈放送関連部門〉 

  放送関連部門は、主力のテレビスポット収入が前期を下回り、前期にあった「愛・地球博」公式ＦＭ「ＦＭ 

ラヴァース」の運営収入がなかったものの、催物事業で大型のロック公演が相次ぎ、広告代理業で新聞、雑誌

への出稿が伸びたため、売上高は375億96百万円（前期比0.2％増）となりました。 

 一方、利益面では、デジタル投資に伴う減価償却費が増加したことなどにより、営業利益は34億11百万円

（前期比6.0％減）となりました。 

 なお、当部門の各事業の詳細は以下のとおりです。 

▽ ラジオ事業 

 ＣＢＣラジオは「地域ナンバー１の放送局」のブランドを一層強固にするため、地域密着メディアとしての

価値向上と、引き続き地域のリスナーからの圧倒的な支持の獲得を目標に掲げ、当期の放送活動を展開しまし

た。 

 聴取率に関してＣＢＣラジオは、年２回（６月・12月）行われる中京圏ラジオ聴取率調査でいずれも総合１

位を獲得し、調査開始以来10回連続で首位を維持しています。番組別でも、プロ野球中継が他局に大きく差を

つけたほか、12月の調査では、高聴取率番組ベスト10のうちＣＢＣラジオが８番組を占めるなど、地域のリス

ナーから圧倒的な支持を得ました。 
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 営業面では、団塊の世代を対象にした新番組『中村泰士のキュートナー宣言』で、ターゲットに合わせたス

ポンサーを新規獲得したのを始め、リスナーとパーソナリティとで作るグルメ本第二弾『らじぐるプラス』が、

前作を上回る売上を達成し成功を収めました。さらに、『いっしょに歌お！ＣＢＣラジオ』コンピレーション

ＣＤも第三弾を販売するなど、企画を活かし話題を喚起するセールス活動を積極的に行いました。 

 しかし、「愛・地球博」公式ＦＭ「ＦＭ ラヴァース」の運営収入がなかったことにより、当期の売上は前

期には及びませんでした。 

  編成・制作面では、「もっと生活の中にラジオを」をテーマに、『ＣＢＣラジオッスキャンペーン』を展開

し、多くの公開録音や生放送を通して、「ラジオやパーソナリティとの出会い」、「ラジオのある生活」を演

出しました。なかでも９月の開局55周年ウィークには、記念番組『あなたの街でラジオッス！』や、こども未

来キャンペーン特別番組『おうちへ帰ろうⅥ』を放送し、人気パーソナリティがエリア内を駆け巡り、様々な

出会いを提供しました。 

  イベントでは、『ＣＢＣ  ＮＡＧＯＹＡ夏まつり』と連携した『ラジオまつり』を始め、『いっしょに歌

お！ＣＢＣラジオ ＦＲＥＥ ＬＩＶＥ！』、愛・地球博記念公園２期オープンにあわせた『モリコロパーク

ウォークラリー』などを実施し、大勢の観客動員に成功しています。 

  このほか、防災をテーマに地元民放ＡＭ局と連携し、看板パーソナリティーの進行による初の同時生番組

『聞けば聞くほど聞いてみや～ち』を放送し、災害時に役立つラジオを積極的にアピールしました。   

▽ テレビ事業 

  テレビ放送では、番組の質的向上と視聴者からの支持の更なる拡大を目標に掲げ、地域に密着した番組制作

と全国に発信できる番組の開発に取り組みました。 

  この結果、通期(４月～３月)の視聴率は、全日(６時～24時)が8.7％、ゴールデン(19時～22時)が14.5％、プ

ライム(19時～23時)が14.2％と、いずれの時間帯とも２位を獲得しました。これは昭和55年度以来26年ぶりの

ことです。 

  営業面では、まずタイム収入が、全国ネットの新番組『週刊！健康カレンダー カラダのキモチ』といった

レギュラー番組に加え、テレビ開局50周年記念番組をはじめとする単発番組のセールスにも力を入れた結果、

前期並みの売上をあげました。 

  主力のスポット収入は、好調な視聴率を追い風に放送局間のスポット売上シェアを上げたものの、名古屋地

区全体のスポット投下量が落ち込んだため、前期を下回りました。業種別では、シェアの高い「食品・飲料」

「サービス・娯楽」が下期に入り持ち直し前期を上回ったものの、「化粧品・洗剤」「金融・保険」「電気機

器」等多くの業種が年間を通じて苦戦を強いられました。 

  編成・制作面では、テレビ開局50周年にあたり、４月に自社制作番組の大型改編を行いました。平日夕方の

時間帯には、これまで高い信頼を得てきた『ＣＢＣニュースワイド』『ユーガッタ！ＣＢＣ』といったニュー

ス・情報番組をさらに進化させた新番組として『イッポウ』をスタートさせました。また日曜朝には、健康生

活のヒントをお伝えする全国ネット番組『週刊！健康カレンダー カラダのキモチ』を始めました。さらに、

『ＣＢＣこども未来キャンペーン』の一環として、親子が一緒にスポーツを競い合うレギュラー番組『がんば

れ！ペナキッズ』をスタートするとともに、12月には、親から子、子から孫に「伝えたいこと」「残しておき

たいこと」を孫の旅を通して伝えるテレビ開局50周年記念番組『マゴからの贈りもの』を放送しました。 

  このほか１月には、テレビ開局50周年記念のネット番組『高橋克典ゾウと旅する 幸福感動！タイ5000㌔』

を放送しました。この番組は足かけ３年をかけた大型ドキュメンタリーで、ゾウの出産シーンなど世界的にも

貴重な映像をお伝えすることができました。全国ネットのドラマ枠「ドラマ30」では『新キッズ・ウォー２』

のほか、原作がベストセラーとなった『キッパリ！』を放送し、インターネットやモバイルでも連動企画を展

開しました。 

  プロ野球中継では中日ドラゴンズの試合をホームゲームで31試合放送したほか、日本シリーズ第１戦を地元

名古屋から全国中継しました。 

  また、当社の制作した番組は質的にも高く評価され、数々の賞を受賞しました。なかでもドキュメンタリー

番組の『山小屋カレー～2006春篇』は、アジア・太平洋地域の放送機関が加盟するＡＢＵ（アジア太平洋放送

連合）が優れた作品に贈る 高峰のＡＢＵ賞に輝き、海外でも当社の声価を高めました。 
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  コンテンツビジネスやメディアビジネスの分野では、まずＣＢＣ制作の『ウルトラマンメビウス』やＣＢＣ

が出資しているアニメ番組『銀河鉄道物語～永遠への分岐点』『ウィッチブレイド』などのＤＶＤや関連グッ

ズの商品化に伴う売上が順調に伸びました。また、ドラゴンズの優勝を振り返るＤＶＤ『～ドラゴンズ優勝記

念盤～感動の軌跡2006』も好調な売れ行きを示しました。さらに、貴重な放送ライブラリーの素材を有効利用

したＤＶＤボックス『僕たちの昭和～ＣＢＣアーカイブス映像 東海３県版』を発売したり、大ヒット映画

『どろろ』にも出資するなど、積極的なビジネス展開を繰り広げました。インターネット・携帯サイトでも、

好調なアクセス数を背景に、課金、バナー広告、Ｅコマース事業等を開始し、テレビ番組やラジオ番組と連動

した新しい広告展開や視聴者参加企画等を行うことにより、ワンセグやデータ放送も含めた「放送通信連携」

の取り組みに力を入れました。 

 ▽ 催物事業など 

 催物は、毎年恒例の事業に加えてオペラ公演や大型ロックコンサートが好調で、売上は前期を上回りました。 

 ロック・ポップスでは、『エリック・クラプトン』(11月)、『ビリー・ジョエル』(12月)、『ボン・ジョヴ

ィ』(４月)ら大物ミュージシャンに加え、人気のヴォーカリスト『マライヤ・キャリー』（10月）やケルト音

楽の女性グループ『ケルティック・ウーマン』(11月)など、話題性のある公演を開催しました。 

 恒例の「第29回 名古屋国際音楽祭」(４月～７月)は、『メトロポリタン・オペラ ワーグナーのワルキュ

ーレ』(６月)をはじめ、『パーヴォ・ヤルヴィ指揮 ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団』(５月)、

『クリスチャン・ツィメルマン ピアノリサイタル』(５月)、『ザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団』

(５月)など８公演を開催しました。なかでも、ＣＢＣラジオ開局55周年・テレビ開局50周年記念事業として開

催した『メトロポリタン・オペラ ワーグナーのワルキューレ』は、プラシド・ドミンゴら超一流の歌手たち

による熱演が大勢の観客を魅了しました。 

  伝統のゴルフトーナメント『第47回 中日クラウンズ』(４月)は、片山晋呉選手が２年ぶり、クラウンズ２

勝目を挙げ、およそ２万７千人のギャラリーを沸かせました。 

  36回目を迎えた『ＣＢＣ ＮＡＧＯＹＡ夏まつり』(７月)では、栄の久屋公園一帯で行った様々なステージ

やイベントに60万人の観衆が集まりました。 

  『ＣＢＣキャラバンサライ2006』(12月)も、栄のオアシス21を会場に、クリスマスイベントとして大勢の人

を集めました。 

  古典芸能では、『十八代目中村勘三郎襲名披露公演』(７月・９月)を岐阜県内２か所の芝居小屋で開催し、

江戸時代の風情そのままに、役者の息遣いを身近に感じる迫力ある歌舞伎を堪能いただきました。 

  また、ＣＢＣラジオ開局55周年・テレビ開局50周年記念事業の一環として、地元出身の歌手、舟木一夫が座

長を努める『舟木一夫 特別公演』(３月)を中日劇場で開催し、歌と芝居によるステージをお楽しみいただき

ました。 

 そのほか、「愛・地球博」閉幕１周年記念イベントとして、栄の久屋広場で、懐かしいフォークソングの歌

手たちの出演による『青春のグラフィティコンサート』(９月)を開催しました。 
  

 広告代理業は、テレビやラジオへの出稿が減少したものの、新聞、雑誌への出稿が伸長し、売上は前期を僅

かに上回りました。  

 

〈不動産賃貸部門〉 

  不動産賃貸部門は、東京の賃貸ビルが期初から満室となったことなどにより、売上高は15億56百万円(前期比

2.1％増)となりました。 

 また、前期に実施した設備の老朽化に伴う修繕費が当期は発生しなかったため経費が減少し、営業利益は９

億19百万円(前期比15.9％増)となりました。  

 

〈その他部門〉 

  その他部門は、保険代理業の売上が前期を下回ったことにより、売上高は15億25百万円(前期比0.8％減)とな

りました。 

しかし、ゴルフ場事業で利用客が増加し、大幅な増益となったことから、営業利益は１億12百万円(前期比

54.2％増)となりました。 
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【次期の見通し】 

 

 次期の日本経済は、これまで成長を牽引してきた輸出と企業の設備投資が、外部環境(金融市場・為替相場･

原油価格動向等)の急激な変動により減速する可能性もあり、個人消費の本格的回復は楽観視できないものがあ

ります。  

 こうした環境のなかで、次期のマスコミ四媒体広告費(㈱電通発表｢日本の広告費｣)は、減少傾向が続くと予

測されています。 

 当社グループとしましては、主力事業であります放送関連部門において、好調な聴取率及び視聴率を背景と

して、シェアアップに努めていきますが、ラジオ・テレビの広告出稿動向は、依然不透明感が強く、売上高は

前期に届かないと見込んでいます。 

 また、費用面では、番組の高画質(ＨＤ)化を進めるためのデジタル投資が続くことにより、減価償却費が著

しく増加する予定です。従って、利益は減少すると予想しています。 

 このような状況を踏まえて、平成20年３月期の通期連結業績につきましては、売上高394億50百万円、営業利

益33億円、経常利益34億60百万円、当期純利益18億50百万円を見込んでいます。  
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（２）財政状態に関する分析 

 【資産、負債、純資産の状況】 

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べて13億65百万円増加し、718億30百万円となりま

した。これは、保有株式の含み益の減少により投資有価証券が10億99百万円減少した一方で、デジタル投資に

伴い機械装置及び運搬具が８億１百万円、年金資産の好調な運用により前払年金費用が６億18百万円、受取手

形及び売掛金が５億94百万円それぞれ増加したことなどによるものです。 

 当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べて１億66百万円減少し、238億20百万円となりま

した。これは、設備投資が年度後半に集中したことに伴い設備支払手形が８億25百万円増加した一方で、短期

借入金が２億35百万円、一年以内返済長期借入金が４億45百万円、未払法人税等が２億68百万円それぞれ減少

したことなどによるものです。 

 当連結会計年度末における純資産（従来の資本及び少数株主持分の合計）は、前連結会計年度末に比べて15

億32百万円増加し、480億９百万円となりました。これは、保有株式の含み益の減少に伴いその他有価証券評価

差額金が５億37百万円減少した一方で、当期純利益の計上により利益剰余金が20億36百万円増加したことなど

によるものです。 

 

【キャッシュ・フローの状況】 

平成18年３月期 平成19年３月期 増減額  

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,022 4,258 △1,764 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,415 △3,223 1,192 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,737 △1,092 645 

現金及び現金同等物の増減額 △130 △57 72 

現金及び現金同等物の期末残高 10,209 10,152 △57 

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、前連結会計年度末に比べて57百万

円減少し、101億52百万円となりました。 

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。 
 
 （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、42億58百万円と前連結会計年度に比べて17億64百万円減少しました。これ

は、税金等調整前当期純利益が７億42百万円、減価償却費が２億67百万円増加した一方で、投資有価証券評価

損が７億44百万円、売上債権の増減額が６億77百万円の減少となり、さらに法人税等の支払額が前連結会計年

度に比べて12億88百万円増加したことなどによるものです。 
 
 （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、32億23百万円と前連結会計年度に比べて11億92百万円減少しました。これ

は、有形・無形固定資産の取得による支出が前連結会計年度に比べて４億73百万円増加した一方で、投資有価

証券の取得による支出が前連結会計年度に比べて18億88百万円減少したことなどによるものです。 
 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、10億92百万円と前連結会計年度に比べて６億45百万円減少しました。これ

は、長期借入金の返済による支出が前連結会計年度に比べて９億25百万円減少したことなどによるものです。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 61.5 65.5 65.1 65.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 44.5 60.8 55.5 53.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 55.5 27.4 11.3 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19.6 55.3 269.2 1,099.1 

   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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  (注)１．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。 

     ２．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）により算出しております。 

     ３. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

       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、放送という公共性の高い事業の性格上、長期にわたり安定的な経営基盤を確保することが重要と考

え、配当方針につきましても安定配当の継続を基本方針としてまいりました。 

今後も、この基本方針を維持いたしますが、同時に、株主の皆様への利益還元重視の姿勢をより明確にする

ため、利益配分を毎期の業績に連動することにいたしました。 

当期以降の配当金は、配当性向を基準とし、当面、当社個別当期純利益の 20％を目安といたします。なお、

利益水準にかかわらず、安定配当部分として、 低年間１株当たり 10 円を維持いたします。 

平成 19 年３月期につきましては、1 株当たり年間 17 円 50 銭の配当といたします。中間期末に、５円を配当

していることから、期末の配当は、12 円 50 銭となります。 

また、今後も原則として、中間期末日、期末日を基準にした年２回の配当を継続する予定です。 

  

（４）事業等のリスク 

  

当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のものがあり、投資家の

判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。 

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当社グループが判断したものであ

ります。 

 

①景況の影響について 

 わが国の経済の変動と国内企業の広告支出の変動との間には、相関関係が見られます。このため、当社グル

ープの中核部門である放送関連部門の業績は、景況の影響を受けやすい傾向にあります。 

放送関連部門の売上高は、連結売上高の約９割を占めており、景況の悪化は、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 
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②視聴率、聴取率による影響   

 視聴率、聴取率は、スポンサーにとって、ＣＭが、視聴者、リスナーにいかに到達しているかを示す指標と

なっています。このため、視聴率、聴取率の変動は、放送関連部門の売上高に影響を与えることになります。 

テレビにおける視聴率のうち、ゴールデンタイム、プライムタイムと呼ばれる時間帯の多くは、キー局であ

る㈱東京放送（ＴＢＳ）が制作、編成していますが、こうした番組の視聴率動向によっても、売上高が大きく

変動する可能性があります。 

 

③他メディアとの競合について 

当社は、地上波放送事業者として、電波の希少性や言論、表現の自由の確保という観点から、厳しい条件

で、免許を交付されており、地上波放送事業への新規参入は、難しいものとなっております。 

しかしながら、通信技術の進歩により、放送と通信の垣根が低くなるなかで、ブロードバンドや携帯端末を

利用した映像配信サービスなども出現しています。今後、放送を巡る規制緩和の動きや著作権関連の法律の改

正などにより、さらに地上波放送と競合する放送や映像配信サービスが増えた場合、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。 

 

④ネットワーク価値の毀損について 

 放送事業のうち、テレビは、㈱東京放送（ＴＢＳ）をキー局とするＪＮＮネットワークに加盟しておりま

す。ネットワークは、ニュース取材、番組の共有化、営業面での協力などの面から、当社の企業価値を維持す

るのに不可欠な存在となっています。このため、㈱東京放送が、敵対的買収の対象となることなどによって、

ネットワークの価値が毀損され、その結果、当社グループの企業価値に影響が及ぶ可能性があります。 

 

⑤大規模災害の発生や災害放送、緊急時放送について  

 当社の本社のある名古屋市をはじめ、放送サービスエリア内の広い範囲が、東海地震の地震防災対策強化地

域に指定されています。 

 当社グループでは、本社建物や電波を送り出すテレビ塔、瀬戸のデジタルタワーを始めとした放送関連施設

について、 大限の地震対策を施しております。 

しかしながら、予想を上回る大地震の発生により、放送関連施設が大きな被害を受けることで、正常な放送

を送り出すことができなくなるおそれがあります。 

また、当社の放送関連部門は、報道機関であることから、大地震などの大規模な災害発生時や大事故、大事

件などの場合、一定期間において、当社グループの主要な収入である広告の放送を行うことなく、ラジオ、テ

レビの放送を通じて、国民に情報を提供いたします。 

さらに、いわゆる「有事法制」における非常時においても、広告の放送を行わないこともあります。 

こうした場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥年金債務について 

 当社グループの年金資産の時価が大きく変動した場合や、年金資産の運用利回りが変動した場合、当社の業

績に大きな影響が出る可能性があります。また、金利環境の変動などの要因により、退職給付債務等に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

⑦有価証券等の保有について 

 当社グループが保有する有価証券について、大幅な株式市況の下落や投資先の実質価額が著しく下落した場

合に、多額の評価損が計上され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループが保有するゴルフ会員権についても、同様の評価損が計上され、業績に影響を及ぼす可

能性があります。 
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２．企業集団の状況 

  

 当社の企業集団は、当社、子会社７社及び関連会社２社で構成されており、事業の種類別では放送関連部門、

不動産賃貸部門及びその他部門に分かれております。 

 事業の内容と、当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置づけならびに事業の種類別セグメントと

の関連を図示しますと、次のとおりであります。 

  

                    社名の上には事業内容を記載 

 

        

                 

                      

                     

 

                          

                

 

                                     

                  

 

                          

            

             

                             

                          

                                         

 

                         

            

 

                       

            

 

             

 

 

 

 

 

 

 

※１ 連結子会社 

※２ 「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第７項に規定する特定子会社 

※３ 関連会社で持分法非適用会社 

 

タクシー業 

番組制作業務 

その他部門

不動産管理 保険代理業 ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ OA機器販売 

ゴルフ場の経営 

ゴルフ場の経営 

不動産賃貸部門
不動産の所有・賃貸・管理 

広告代理業 

放送関連部門放送送出業務の請負、放送技術者の派遣 

中継業務・番組制作 

放送番組の企画制作 

㈱ＣＢＣクリエイション ※１ 

㈱ エ ヌ テ ィ ー ピ ー ※３ 

㈱ テ ク ノ ビ ジ ョ ン ※１ 

㈱南山カントリークラブ ※１ 

㈱ 千 代 田 会 館 ※１※２ 

春 日 井 開 発 ㈱ ※３ 

㈱ Ｃ Ｂ Ｃ ビ ッ プ ス ※１ 

㈱ シ ー ・ ウ ェ ー ブ ※１ 

中継業務・番組制作業務

放送送出業務、放送技術者派遣

広告代理業務 

不動産賃貸 

設備保守営繕業務 

車両運行代行業務 

中
部
日
本
放
送
㈱ 

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
の
放
送
、
番
組
制
作
販
売
、
音
楽
・
ス
ポ
ー
ツ
等
の
催
物
、
不
動
産
賃
貸 

文 化 交 通 ㈱ ※１ 
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３．経営方針 

 
（１）経営の基本方針 

当社グループは、「ラジオ、テレビの放送を通じてすぐれた報道、情報、娯楽番組を提供し、地域社会や文

化に貢献する」ことを経営の基本理念にしております。このため、放送事業を中心とする公共性の高い企業グ

ループとして、長期にわたり安定的に経営基盤を確保していくことを重要な経営目標としています。 

   こうしたなか、テレビの地上デジタル放送は、スタートから４年目を迎えましたが、平成 23 年のアナログ放

送の終了に向けて、さらに、デジタル設備の整備や放送機器の更新などを進め、デジタルへの完全移行を目指

します。 

地上放送を取り巻く環境は、厳しいものがありますが、「地域ナンバー１の放送局」としてのブランドをさ

らに確立し、グループ全体としてより効率的な経営を追求することでデジタル時代の競争に打ち勝つようまい

進してまいります。 

 
（２）目標とする経営指標 

当社グループの中核をなす放送事業では、景気動向や広告市場から大きな影響を受けるという特殊性を持っ

ています。また、放送事業を取り巻く環境には、大きな変化も予想されます。 

このため、特定の経営指標を掲げることは困難な面がありますが、様々な事業環境の変化に柔軟に対応して

いくことが重要であると考えております。今後とも中長期的な視野に立って、グループ全体として企業価値を

増大させていくことを目標としてまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

テレビ放送のデジタル化から４年目を迎え、平成 18 年４月には、ワンセグもスタートしました。また、平成

19 年３月までに、報道スタジオやスポーツスタジオを改修し、報道番組やスポーツ番組のＨＤ（高画質）化を

進めてまいりました。さらに、高山、尾鷲、熊野で、デジタルテレビ放送所を新たに建設し、その結果、愛

知、岐阜、三重の東海３県におけるデジタル放送視聴可能世帯のカバー率は、約 95％に達しました。 

テレビ放送のデジタル化につきましては、平成 23 年のテレビのアナログ放送の終了に向けて、さらに、視聴

可能エリアの拡大に努めてまいります。また、中継車など、デジタル設備の整備や放送機器の更新などを進め

てまいります。このため、今後とも、多額の投資が必要となります。 

さて、放送業界では、 近、放送の信頼性を損なう事例が起きました。当社グループといたしましては、改

めて、放送を通じて健全な社会の発展と公共の福祉に寄与するという地域におけるメディアとしての役割を再

確認し、メディアとしての価値を高めるとともに、放送の信頼性の確保を堅持してまいります。 

 放送をめぐる状況は、ますます厳しいものがありますが、当社グループは、下記の点を経営課題として、デ

ジタル時代の競争に打ち勝つようまい進していきます。 

 

  ・当社グループの中核をなす放送事業においては、放送の信頼性の確保をいっそう進めていくとともに、ラジ

オ、テレビ兼営局としての利点を、前面に押し出し、メディアミックスとしての相乗効果を図ることで、Ｃ

ＢＣブランドの価値を高めていきます。 

・ラジオにおいては、地域に密着したメディアとして、引き続き地域のリスナーからの圧倒的な支持を目指し

ます。 

 ・テレビにおいては、番組の質的向上を目指すとともに、より多くの視聴者に番組を見ていただけるよう、番

組の編成制作等に力を入れていきます。 

 ・地元に密着したローカル番組の制作に、今後も力を入れていくとともに、全国に発信できるコンテンツの開

発に努めていきます。 
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  ・ワンセグをはじめ、デジタル放送における様々なサービスの魅力を高め、ビジネスモデルの確立に努めま

す。 

  ・中継施設の建設や、番組のＨＤ化を促進するための放送機器の更新など、デジタル放送の一層の普及、拡大

に向けた多額の投資や償却負担に耐えうるよう財務体質の強化に努めていきます。 

 ・当社グループ全体として、より効率的な経営を追求していきます。 
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４.連結財務諸表等 

  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) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  10,368 10,215   △153

２ 受取手形及び売掛金 ※８ 8,156 8,751   594

３ 有価証券  165 713   547

４ たな卸資産  50 55   4

５ 繰延税金資産  483 478   △5

６ その他  577 655   77

貸倒引当金  △12 △2   9

流動資産合計  19,789 28.1 20,865 29.0  1,076

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※３ 23,323 23,570  247 

減価償却累計額  △10,933 12,389 △11,644 11,926  △710 △463

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

 23,396 23,973  577 

減価償却累計額  △18,083 5,312 △17,859 6,113  223 801

(3) 土地 
※１ 
※３ 

10,161 10,159   △1

(4) 建設仮勘定  139 683   544

(5) その他  1,373 1,356  △17 

減価償却累計額  △1,020 352 △1,042 313  △21 △38

有形固定資産合計  28,356 40.2 29,198 40.7  842

２ 無形固定資産  934 1.3 940 1.3  5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 18,758 17,658   △1,099

(2) 前払年金費用  1,759 2,377   618

(3) 繰延税金資産  195 194   △0

(4) その他  1,018 903   △114

貸倒引当金  △347 △309   37

投資その他の 
資産合計 

 21,384 30.4 20,824 29.0  △559

固定資産合計  50,675 71.9 50,964 71.0  288

資産合計  70,465 100.0 71,830 100.0  1,365

 



   
中部日本放送㈱（9402）平成19年３月期決算短信 

― 14 ― 

 

  
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) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  266 225   △40

２ 短期借入金  235 ―   △235

３ 一年以内返済 
  長期借入金 

※３ 445 ―   △445

４ 役員賞与引当金  ― 87   87

５ 未払費用  3,186 3,287   101

６ 未払法人税等  1,317 1,049   △268

７ その他 ※８ 3,154 4,036   882

流動負債合計  8,604 12.2 8,686 12.1  81

Ⅱ 固定負債    

１ 繰延税金負債  5,139 4,947   △192

２ 退職給付引当金  577 572   △4

３ 役員退職慰労引当金  465 420   △44

４ 永年勤続表彰引当金  23 24   1

５ 預り保証金  8,387 8,436   49

６ 長期前受収益  788 730   △58

固定負債合計  15,382 21.8 15,133 21.1  △248

負債合計  23,987 34.0 23,820 33.2  △166

(少数株主持分)    

少数株主持分  609 0.9 ― ―  

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※４ 1,320 1.9 ― ―  

Ⅱ 資本剰余金  654 0.9 ― ―  

Ⅲ 利益剰余金  37,986 53.9 ― ―  

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 6,255 8.9 ― ―  

Ⅴ 自己株式 ※５ △346 △0.5 ― ―  

資本合計  45,868 65.1 ― ―  

負債、少数株主持分
及び資本合計 

 70,465 100.0 ― ―  
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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) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― 1,320   

２ 資本剰余金  ― 654   

３ 利益剰余金  ― 40,022   

４ 自己株式  ― △347   

株主資本合計  ― ― 41,648 58.0  

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価
  差額金 

 ― 5,717   

評価・換算差額等 
合計 

 ― ― 5,717 7.9  

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 643 0.9  

純資産合計  ― ― 48,009 66.8  

負債純資産合計  ― ― 71,830 100.0  
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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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

Ⅰ 売上高  40,588 100.0 40,678 100.0  89

Ⅱ 売上原価  19,344 47.7 22,172 54.5  2,828

売上総利益  21,243 52.3 18,505 45.5  △2,738

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 16,748 41.2 14,063 34.6  △2,685

営業利益  4,494 11.1 4,441 10.9  △52

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  8 14  5 

２ 受取配当金  150 188  38 

３ 有価証券売却益  4 0  △3 

４ 雑収入  102 265 0.6 100 304 0.8 △1 38

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  108 91  △17 

２ 有価証券売却損  0 ―  △0 

３ 固定資産除却損  179 10  △169 

４ 貸倒引当金繰入額  13 4  △9 

５ 雑損失  20 322 0.8 4 110 0.3 △16 △212

経常利益  4,437 10.9 4,636 11.4  198

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  193 122  △71 

２ 貸倒引当金戻入益  77 270 0.7 23 145 0.4 △53 △125

Ⅶ 特別損失    

１ 投資有価証券売却損  14 0  △14 

２ 投資有価証券評価損  811 66  △744 

３ 会員権売却損  1 ―  △1 

４ 会員権評価損  1 1  0 

５ 固定資産除却損 ※３ ― 113  113 

６ 固定資産売却損 ※４ ― 0  0 

７ 貸倒引当金繰入額  13 ―  △13 

８ 減損損失 ※２ 21 863 2.1 10 194 0.5 △10 △669

税金等調整前 
当期純利益 

 3,845 9.5 4,587 11.3  742

法人税、住民税及び 
事業税 

 1,609 1,848  239 

法人税等調整額  293 1,902 4.7 197 2,046 5.1 △95 143

少数株主利益  24 0.1 49 0.1  25

当期純利益  1,918 4.7 2,491 6.1  573
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③ 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  654 

Ⅱ 資本剰余金期末残高  654 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  36,474 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 当期純利益  1,918 1,918 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  312  

２ 役員賞与  93  

（うち監査役賞与）  (13) 406 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  37,986 
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④ 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 評価・換算差額等 

項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

評価・換算

差額等合計 

少数株 

主持分 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 

(百万円) 
1,320 654 37,986 △346 39,613 6,255 6,255 609 46,477

連結会計年度中の変動額     

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 剰余金の配当※   △234 △234   △234

 剰余金の配当   △130 △130   △130

 役員賞与の支給額※   △90 △90   △90

 当期純利益   2,491 2,491   2,491

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の 
 変動額（純額） 

  △537 △537 34 △503

連結会計年度中の変動額

合計(百万円) 
― ― 2,036 △0 2,035 △537 △537 34 1,532

平成19年３月31日残高 

(百万円) 
1,320 654 40,022 △347 41,648 5,717 5,717 643 48,009

※平成18年６月の定時株主総会の利益処分項目であります。 
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⑤ 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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前当期純利益  3,845 4,587 742

減価償却費  2,665 2,932 267

減損損失  21 10 △10

貸倒引当金の減少額  △309 △47 262

役員賞与引当金の増加額  ― 87 87

退職給付引当金の増減額 
（△は減少額） 

 34 △4 △39

役員退職慰労引当金の増減額 
（△は減少額） 

 36 △44 △80

永年勤続表彰引当金の増減額 
（△は減少額） 

 △5 1 7

受取利息及び受取配当金  △159 △203 △44

支払利息  108 91 △17

固定資産除却損  179 123 △55

固定資産売却損  ― 0 0

有価証券売却益  △4 △0 3

有価証券売却損  0 ― △0

投資有価証券売却益  △193 △122 71

投資有価証券売却損  14 0 △14

投資有価証券評価損  811 66 △744

会員権売却損  1 ― △1

会員権評価損  1 1 0

売上債権の増減額 
（△は増加額） 

 82 △594 △677

たな卸資産の増減額 
（△は増加額） 

 8 △4 △13

仕入債務の減少額  △0 △40 △40

未払消費税等の増減額 
（△は減少額) 

 △283 101 384

その他資産の増減額 
（△は増加額) 

 61 △640 △701

その他負債の減少額  △112 △30 82

役員賞与の支払額  △93 △90 3

少数株主が負担した 
役員賞与支払額 

 △3 △3 △0

小計  6,707 6,180 △527

利息及び配当金の受取額  159 192 32

利息の支払額  △22 △3 18

法人税等の支払額  △821 △2,110 △1,288

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 6,022 4,258 △1,764
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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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

定期預金への預入による支出  △259 △614 △354

定期預金の払戻しによる収入  159 269 110

有価証券の取得による支出  ― △2,246 △2,246

有価証券の売却による収入  408 2,301 1,893

有形・無形固定資産の 
取得による支出 

 △2,624 △3,098 △473

有形・無形固定資産の 
売却による収入 

 ― 40 40

投資有価証券の取得による支出  △2,580 △692 1,888

投資有価証券の売却による収入  346 763 416

長期貸付金の貸付けによる支出  △2 ― 2

長期貸付金の回収による収入  6 5 △0

保証金等その他投資の 
取得による支出 

 △49 △11 38

保証金等その他投資の 
売却による収入 

 181 59 △121

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △4,415 △3,223 1,192

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

短期借入金純減少額  ― △235 △235

長期借入金の返済による支出  △1,370 △445 925

預り保証金の預りによる収入  128 88 △39

預り保証金の返還による支出  △170 △123 46

自己株式の取得による支出  △0 △0 0

配当金の支払額  △312 △364 △52

少数株主に対する 
配当金の支払額 

 △12 △12 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,737 △1,092 645

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  減少額 

 △130 △57 72

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 10,339 10,209 △130

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期末残高 

※１ 10,209 10,152 △57
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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 

 

 
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) 連結子会社の数 ７社 
  連結子会社名 
  ㈱ＣＢＣクリエイション、㈱テク
ノビジョン、㈱シー・ウェーブ、㈱
千代田会館、㈱南山カントリークラ
ブ、㈱ＣＢＣビップス、文化交通㈱

(1) 連結子会社の数 ７社 
  連結子会社名 

同左 

 (2) 非連結子会社 
  ㈱ＣＢＣカースポットは、清算中
であり、総資産、売上高、当期純利
益及び利益剰余金等のうち持分に見
合う額は、いずれも連結財務諸表に
重要な影響を及ぼしていないため、
連結の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社 
同左 

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法適用の非連結子会社または
  関連会社 
  該当ありません。 

(1) 持分法適用の非連結子会社または
  関連会社 
        同左 

 (2) 持分法を適用していない非連結子
会社及び関連会社 

  持分法を適用していない非連結子
会社(㈱ＣＢＣカースポット)及び関
連会社(㈱エヌティーピー及び春日
井開発㈱)の当期純利益及び利益剰
余金等のうち持分に見合う額は、そ
れぞれ当期純利益及び利益剰余金等
に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないため、持
分法の適用を除外しております。 

(2) 持分法を適用していない非連結子
会社及び関連会社 

同左 
   

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は連結
決算日と同じであります。 

同左 

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) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

   有価証券 
   満期保有目的の債券 
    償却原価法(定額法)を採用し

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
原価は主として移動平均法に
より算定)を採用しておりま
す。 

    時価のないもの 
     移動平均法による原価法を

採用しております。 

  有価証券 
   満期保有目的の債券 

同左 
 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 
     期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純
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)を採用しております。 

     
   時価のないもの 

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) 

 (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 

   当社及び連結子会社は、定率法

を採用しております。(ただし、

平成10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く)及び賃

貸用資産については定額法を採用

しております。) 

   なお、主な耐用年数は、建物41

～50年、構築物10～50年、機械装

置６年、工具器具備品６～15年で

あります。 

(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 

同左 

 

  ② 無形固定資産 

   定額法を採用しております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間(５年)によっております。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   当社及び連結子会社は、金銭債

権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 

――――――― 

 ② 役員賞与引当金 

   当社及び連結子会社は、役員に

対して支給する賞与の支出に充て

るため、当連結会計年度における

支給見込額を計上しております。

  （会計方針の変更） 

   当連結会計年度から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適用してお

ります。 

   この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益が、それぞれ

87百万円減少しております。 

   なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 

  ③ 退職給付引当金 

  当社及び連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

  なお、計算の結果、当連結会計年

度末においては当社の退職給付引当

金が借方残高となったため、「前払

年金費用」として固定資産の投資そ

の他の資産に計上しております。 

 ③ 退職給付引当金 

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) 

    数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、15年の定額法

によりその発生年度から費用処理

することとしております。 

 

 

 

  ④ 役員退職慰労引当金 

   当社及び一部の連結子会社は役

員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく連結会計年度末

要支給額の100％を計上しており

ます。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ⑤ 永年勤続表彰引当金 

   当社は永年勤続者の表彰費用に

備えて、永年勤続表彰内規による

連結会計年度末必要額を計上して

おります。 

 ⑤ 永年勤続表彰引当金 

同左 

 

 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

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に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６ 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、連結会社の利

益処分について連結会計年度中に確定

した利益処分に基づいて作成されてお

ります。 

 

――――――― 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 
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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) 

(名義書換料) 

 「名義書換料」については、従来、営業外収益に計

上しておりましたが、会員権流通の円滑化を営業活動

の一部として積極的に推進していく方針に変更したこ

とに伴い、実態をより適切に表示するため、当連結会

計年度から売上高に含めて計上することにいたしまし

た。 

 これにより、売上高、営業利益は72百万円増加しま

したが、営業外収益が同額減少したため、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える影響はありませ

ん。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。 

 

 

――――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準)  

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号)を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益が21百万円減少

しております。 

 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当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

――――――― 

 

――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等） 

 当連結会計年度から「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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

47,366百万円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 
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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 ゴルフコースを含みます。 ※１ ゴルフコースを含みます。 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、 

  次のとおりであります。 

 投資有価証券(株式) 13百万円
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、 

  次のとおりであります。 

 投資有価証券(株式) 13百万円
 

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

土地 1,073百万円

建物 3,695百万円

計 4,768百万円

担保付債務は次のとおりであります。 

一年以内返済長期借入金 145百万円

計 145百万円
  

 

――――――― 

※４ 発行済株式総数 

    普通株式          26,400,000株 

  

――――――― 

 

※５ 自己株式の保有数 

   当社保有 

    普通株式             327,381株 

  

――――――― 

 

 ６ 偶発債務 

 従業員が銀行から借入れている住宅資金等145百

万円を保証しております。 

 ６ 偶発債務 

 従業員が銀行から借入れている住宅資金等121百

万円を保証しております。 

 ７ 受取手形裏書譲渡高       9百万円  ７ 受取手形裏書譲渡高       2百万円 

 

――――――― 

 

※８ 期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、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が、期末残高に

含まれております。  

受取手形 3百万円

受取手形裏書譲渡高 0百万円

流動負債（その他） 
（設備関係支払手形） 

145百万円
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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要な費目 

人件費 4,393百万円

代理店手数料 6,283百万円

減価償却費 2,501百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目 

人件費 4,246百万円

代理店手数料 6,169百万円

 
 

※２ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産について減損損失

を計上しました。 
 

用途 種類 場所 金額（百万円) 

遊休 土地 三重県鳥羽市 21

 
（経緯） 

上記の土地については、今後の利用計画もなく、地

価も著しく下落しているため、減損損失を認識いたし

ました。 

（グルーピングの方法） 

事業の種類別に区分し、将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

※２ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産について減損損失

を計上しました。 
 

用途 種類 場所 金額（百万円) 

遊休 土地 岐阜県高山市 9

遊休 土地 岐阜県飛騨市 1

計 10

 
（経緯） 

上記の土地については、今後の利用計画もなく、地

価も著しく下落しているため、減損損失を認識いたし

ました。 

（グルーピングの方法） 

事業の種類別に区分し、将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 当資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

 ※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 109百万円

その他(工具器具備品） 1百万円

計 113百万円
 

 ※４ 固定資産売却損の内訳 

土地 0百万円
 

 

 



   
中部日本放送㈱（9402）平成19年３月期決算短信 

― 27 ― 

(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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 26,400,000 ― ― 26,400,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 327,381 644 ― 328,025

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加 644株 

 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（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 234 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月15日 
取締役会 

普通株式 130 5.00 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 

決議 株式の種類 配当の原資
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19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 325 12.50 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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 10,368百万円

有価証券勘定 165百万円

計 10,534百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

△268百万円

価値変動リスクのある 
株式投資信託等 

△55百万円

現金及び現金同等物 10,209百万円

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 10,215百万円

有価証券勘定 713百万円

計 10,928百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

△613百万円

価値変動リスクのある 
株式投資信託等 

△162百万円

現金及び現金同等物 10,152百万円

  

 



   
中部日本放送㈱（9402）平成19年３月期決算短信 

― 29 ― 

   (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 

  
機械装置 
及び運搬具

その他 
(工具器具 
備品) 

 
 

合計 

取得価額
相当額 

 19百万円 245百万円  265百万円

減価償却
累計額 
相当額 

 11百万円 159百万円  170百万円

期末残高
相当額 

 8百万円 86百万円  94百万円

 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おりま

す。 

 
機械装置
及び運搬具

その他 
(工具器具 
備品) 

 
 

合計 

取得価額
相当額 

26百万円 244百万円  271百万円

減価償却
累計額 
相当額 

10百万円 188百万円  199百万円

期末残高
相当額 

15百万円 56百万円  71百万円

 

同左 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 51百万円

１年超 42百万円

合計 94百万円

  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

算定しております。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 38百万円

１年超 33百万円

合計 71百万円

 

同左 

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 61百万円

減価償却費相当額 61百万円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 57百万円

減価償却費相当額 57百万円
 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

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） 

連結貸借 

対照表計上額

連結決算日

における時価
差額 

連結貸借 

対照表計上額 

連結決算日 

における時価 
差額 

種類 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

(時価が連結貸借対照表計上額を 
超えるもの) 

― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

(時価が連結貸借対照表計上額を 
超えないもの) 

  

国債・地方債等 130 127 △2 160 159 △0

小計 130 127 △2 160 159 △0

合計 130 127 △2 160 159 △0

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

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） 

取得原価
連結貸借 

対照表計上額
差額 取得原価

連結貸借 

対照表計上額 
差額 種類 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （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 6,603 16,766 10,162 6,394 15,644 9,249

(2) 債券   

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

社債 394 417 23 344 372 27

その他 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 81 152 70 156 212 56

小計 7,080 17,336 10,256 6,895 16,228 9,333

(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 ― ― ― 44 44 ―

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 47 46 △1 99 99 △0

小計 47 46 △1 143 143 △0

合計 7,128 17,382 10,254 7,038 16,371 9,332

(注) 当連結会計年度において、有価証券（その他有価証券で時価のあるもの）について55百万円減損処理を行

っております。 

   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。 
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３ 売却したその他有価証券 
 

区分 
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） 

売却額（百万円） 755 877

売却益の合計額（百万円） 197 122

売却損の合計額（百万円） 15 0

 

４ 時価評価されていない主な有価証券 
 

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） 種類 

連結貸借対照表計上額(百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券 

   コマーシャルペーパー 99 ―

(2）その他有価証券 

   非上場株式 1,257 1,246

   ＭＭＦ等 10 550

   貸付信託の受益証券 30 30

  

５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度(平成18年３月31日) 

種類 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

(1) 債券  

国債・地方債等 ― 30 100 ―

社債 50 280 87 ―

その他 99 ― ― ―

(2) その他  

投資信託 5 10 46 ―

貸付信託 ― 30 ― ―

合計 155 351 233 ―

 

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

種類 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

(1) 債券  

国債・地方債等 20 40 100 ―

社債 112 259 ― ―

その他 ― ― ― ―

(2) その他  

投資信託 ― 10 47 ―

貸付信託 30 ― ― ―

合計 162 310 147 ―
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  (デリバティブ取引関係) 

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)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) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 (退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

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

おります。 

また、提出会社においては退職給付信託を設定しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 
 

 
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
(百万円) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

(百万円) 

① 退職給付債務 △12,098 △11,912

② 年金資産 12,357 12,600

③ 未積立退職給付債務(①＋②) 258 688

④ 未認識数理計算上の差異 1,233 1,396

⑤ 未認識過去勤務債務(債務の減額) △309 △279

⑥ 連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤) 1,181 1,805

⑦ 前払年金費用 1,759 2,377

⑧ 退職給付引当金(⑥－⑦) △577 △572

(注) すべての連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

      

 

３ 退職給付費用に関する事項 
 

 

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) 

(百万円) 

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) 

(百万円) 

① 勤務費用 (注) 296 311

② 利息費用 293 288

③ 期待運用収益 △632 △1,066

④ 数理計算上の差異の費用処理額 256 164

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △30 △30

⑥ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 183 △331

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「① 勤務費用」に計上しております。 
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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 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

② 割引率 2.5％ 同左

③ 期待運用収益率 6.9％ 9.8％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 15年 同左

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 15年

(但し、翌連結会計年度か

ら費用処理することとして

おります。) 

同左

 

(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)において、該当事項はありま

せん。  
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

  
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)

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金 254百万円 225百万円

役員退職慰労引当金 189百万円 171百万円

減価償却超過額 79百万円 110百万円

未払事業税 87百万円 81百万円

未払賞与 381百万円 381百万円

繰延資産償却超過額 14百万円 7百万円

貸倒引当金超過額 120百万円 110百万円

投資有価証券評価損 827百万円 854百万円

その他 112百万円 135百万円

繰延税金資産小計 2,065百万円 2,078百万円

評価性引当額 △1,273百万円 △1,274百万円

繰延税金資産合計 791百万円 804百万円

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △939百万円 △899百万円

その他有価証券評価差額金 △3,999百万円 △3,614百万円

その他 △314百万円 △564百万円

繰延税金負債合計 △5,253百万円 △5,078百万円

繰延税金負債純額 △4,461百万円 △4,274百万円
 
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

  
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)

流動資産―繰延税金資産 483百万円 478百万円

固定資産―繰延税金資産 195百万円 194百万円

流動負債―繰延税金負債 ―百万円 ―百万円

固定負債―繰延税金負債 △5,139百万円 △4,947百万円

 

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差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

            
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)

法定実効税率 40.6％ 40.6％

 (調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.6％ 4.4％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6％ △0.7％

ＩＴ投資促進税制による税額控除の影響 △0.6％ ―％

評価性引当額 5.2％ 0.0％

その他 0.3％ 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.5％ 44.6％
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(セグメント情報) 

 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 
放送関連 
(百万円) 

不動産 
賃貸 

(百万円) 

その他 
(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 

37,526 1,523 1,537 40,588 ― 40,588

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

142 194 761 1,098 (1,098) ―

計 37,669 1,718 2,299 41,686 (1,098) 40,588

営業費用 34,041 924 2,226 37,192 (1,098) 36,093

営業利益 3,628 793 72 4,494 0 4,494

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出 

  

資産 27,784 11,122 5,681 44,588 25,876 70,465

減価償却費 2,286 280 99 2,666 (0) 2,665

資本的支出 3,258 144 317 3,719 ― 3,719

  

   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) 

 
放送関連 
(百万円) 

不動産 
賃貸 

(百万円) 

その他 
(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 

37,596 1,556 1,525 40,678 ― 40,678

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

122 180 723 1,026 (1,026) ―

計 37,719 1,736 2,248 41,704 (1,026) 40,678

営業費用 34,307 817 2,136 37,260 (1,024) 36,236

営業利益 3,411 919 112 4,443 (1) 4,441

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出 

  

資産 29,667 11,754 5,762 47,184 24,645 71,830

減価償却費 2,559 274 99 2,933 (0) 2,932

資本的支出 3,244 634 58 3,936 ― 3,936
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(注) １ 各事業区分の主要な事業内容 

       放送関連：ラジオ・テレビの放送及び同関連事業 

       不動産賃貸：不動産の賃貸・管理 

       その他：ゴルフ場の経営、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅客運送業（タクシー）等  

２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現預金及び

有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)であります。 

前連結会計年度 26,005百万円 当連結会計年度 24,794百万円

３ 会計処理の変更 

  （前連結会計年度） 

  「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」に記載のとおり、その他部門におけるゴル

フ場事業の「名義書換料」については、従来、営業外収益に計上しておりましたが、当連結会計年度か

ら売上高に含めて計上することにいたしました。これにより、その他部門の売上高（外部顧客に対する

売上高）及び営業利益は72百万円増加しております。 

  （当連結会計年度） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (３) 重要な引

当金の計上基準 ②役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度から「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「放

送関連」が69百万円、「不動産賃貸」が９百万円、「その他」が８百万円増加し、営業利益がそれぞれ

同額減少しております。 

 

 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社

及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

 

 海外売上高 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

（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) 

該当事項はありません。 

 

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) 

該当事項はありません。 
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(企業結合等関係) 

 該当事項はありません。  

 

(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 1,755円81銭 
 

１株当たり純資産額 1,816円75銭 
 

１株当たり当期純利益 70円12銭 
 

１株当たり当期純利益 95円56銭 
 

 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。 

 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 

項目 
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) 

純資産の部の合計額（百万円） ― 48,009

普通株式に係る純資産額（百万円） ― 47,366

差額の内訳（百万円） 

 少数株主持分 ― 643

普通株式の発行済株式数（千株） ― 26,400

普通株式の自己株式数（千株） ― 328

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（千株） 
― 26,071

 

 

 ２ １株当たり当期純利益 

 
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) 

当期純利益（百万円） 1,918 2,491

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,828 2,491

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

  利益処分による役員賞与金 90 ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 26,072 26,072

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表等 

  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) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(資産の部)    
Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  7,364 6,748   △615
２ 受取手形  48 ―   △48
３ 売掛金  7,552 8,285   733
４ 有価証券  155 693   537
５ 前払費用  430 502   72
６ 繰延税金資産  387 378   △9
７ 未収入金  31 28   △3
８ その他  62 105   42
  貸倒引当金  △11 ―   11

流動資産合計  16,021 25.8 16,742 26.5  720
Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    
１ 建物 ※３ 16,574 16,782  208 

減価償却累計額  △6,778 9,795 △7,251 9,531  △472 △264

２ 構築物  1,354 1,369  14 
減価償却累計額  △587 767 △683 686  △95 △81

３ 機械装置  22,561 23,142  581 
減価償却累計額  △17,445 5,115 △17,200 5,941  244 825

４ 車両運搬具  232 233  0 
減価償却累計額  △167 65 △179 53  △12 △11

５ 工具器具備品  1,118 1,102  △16 
減価償却累計額  △837 281 △855 247  △17 △33

６ 土地 ※３ 7,165 7,149   △15
７ 建設仮勘定  118 673   554

有形固定資産合計  23,309 37.5 24,283 38.4  974
(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア  789 815   26
２ ソフトウェア 
  仮勘定 

 49 ―   △49

３ 土地賃借権利金  5 5   ―
４ 電気通信施設 
  利用権 

 15 13   △1

５ 電気供給その他 
施設利用権 

 29 65   35

６ 電話加入権  17 17   ―

無形固定資産合計  906 1.5 917 1.4  10
(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  18,471 17,352   △1,118
２ 関係会社株式  1,099 1,099   ―
３ 関係会社長期 
  貸付金 

 39 39   ―

４ 破産更生債権等  32 2   △29
５ 長期前払費用  49 35   △14
６ 前払年金費用  1,759 2,377   618
７ 差入保証金  715 681   △34
８ その他  37 3   △33
  貸倒引当金  △292 △255   36

投資その他の資産 
合計 

 21,912 35.2 21,335 33.7  △576

固定資産合計  46,129 74.2 46,537 73.5  408

資産合計  62,150 100.0 63,279 100.0  1,128
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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) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 短期借入金  235 ―   △235

２ 一年以内返済 
  長期借入金 

※３ 445 ―   △445

３ 役員賞与引当金  ― 62   62

４ 未払金  1,410 1,470   59

５ 未払費用  3,068 3,229   161

６ 未払法人税等  1,238 908   △330

７ 未払事業所税  28 28   △0

８ 未払消費税等  ― 56   56

９ 前受金  389 291   △98

10 預り金  139 138   △0

11 前受収益  58 58   ―

12 設備支払手形 ※６ 915 1,740   825

流動負債合計  7,928 12.7 7,984 12.6  55

Ⅱ 固定負債    

１ 繰延税金負債  5,124 4,929   △195

２ 役員退職慰労引当金  426 385   △41

３ 永年勤続表彰引当金  23 24   1

４ 預り保証金  4,059 4,146   87

５ 長期前受収益  788 730   △58

固定負債合計  10,422 16.8 10,217 16.2  △205

負債合計  18,351 29.5 18,201 28.8  △149

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※１ 1,320 2.1 ― ―  

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  654 ―   

資本剰余金合計  654 1.1 ― ―  

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  330 ―   

２ 任意積立金    

  退職給与積立金  50 ―   

  固定資産圧縮積立金  1,437 ―   

  特別償却積立金  8 ―   

  別途積立金  32,000 33,496 ― ―   

３ 当期未処分利益  2,155 ―   

利益剰余金合計  35,981 57.9 ― ―  

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 6,190 10.0 ― ―  

Ⅴ 自己株式 ※２ △346 △0.6 ― ―  

資本合計  43,799 70.5 ― ―  

負債・資本合計  62,150 100.0 ― ―  
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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) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― 1,320   

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 654   

資本剰余金合計  ― 654   

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 330   

(2) その他利益剰余金    

退職給与積立金  ― 50   

固定資産 
圧縮積立金 

 ― 1,316   

別途積立金  ― 33,500   

繰越利益剰余金  ― 2,606   

利益剰余金合計  ― 37,802   

４ 自己株式  ― △347   

株主資本合計  ― 39,429 62.3  

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 ― 5,649   

評価・換算差額等 
合計 

 ― ― 5,649 8.9  

純資産合計  ― ― 45,078 71.2  

負債純資産合計  ― ― 63,279 100.0  
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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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

Ⅰ 営業収益   

１ ラジオ収入  4,078 ―  ―

２ テレビ収入  30,031 ―  ―

３ その他収入  1,785 ―  ―

営業収益合計  35,895 100.0 ― ― ―

Ⅱ 営業費用   

１ 放送事業費 ※２ 15,395 42.9 ― ― ―

２ 販売費 ※２ 9,955 27.7 ― ― ―

３ 一般管理費 ※２ 4,005 11.2 ― ― ―

４ 減価償却費  2,450 6.8 ― ― ―

営業費用合計  31,807 88.6 ― ― ―

   
Ⅲ 売上高   

 １ ラジオ収入  ― 3,823  ―

 ２ テレビ収入  ― 29,759  ―

 ３ その他収入  ― 2,231  ―

  売上高合計  ― ― 35,815 100.0 ―

Ⅳ 売上原価 ※２ ― 18,208  ―

  売上原価合計  ― ― 18,208 50.8 ―

  売上総利益  ― ― 17,606 49.2 ―

Ⅴ 販売費及び一般管理費   

 １ 販売費 ※２ ― 9,904  ―

 ２ 一般管理費 ※２ ― 3,770  ―

  販売費及び一般管理費 
  合計 

 ― ― 13,674 38.2 ―

   
  営業利益  4,088 11.4 3,931 11.0 △156
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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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

Ⅵ 営業外収益   

１ 受取利息  7 11  3

２ 受取配当金 ※１ 177 241  63

３ 有価証券売却益  4 0  △3

４ 雑収入  50 240 0.7 54 306 0.8 3 66

Ⅶ 営業外費用   

１ 支払利息  108 91  △17

２ 有価証券売却損  0 ―  △0

３ 固定資産除却損  145 9  △135

４ 貸倒引当金繰入額  9 4  △5

５ 雑損失  0 263 0.8 1 106 0.3 1 △156

経常利益  4,065 11.3 4,131 11.5 66

Ⅷ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  193 122  △71

２ 貸倒引当金戻入益  73 267 0.8 23 145 0.4 △50 △122

Ⅸ 特別損失   

１ 投資有価証券売却損  14 0  △14

２ 投資有価証券評価損  811 66  △744

３ 会員権売却損  1 ―  △1

４ 会員権評価損  1 1  0

５ 固定資産除却損 ※４ ― 113  113

６ 固定資産売却損 ※５ ― 0  0

７ 減損損失 ※３ 21 850 2.4 10 194 0.5 △10 △656

税引前当期純利益  3,482 9.7 4,082 11.4 600
法人税、住民税及び 
事業税 

 1,442 1,626  184

法人税等調整額  268 1,710 4.8 200 1,826 5.1 △67 116

当期純利益  1,772 4.9 2,255 6.3 483

前期繰越利益  461  

中間配当額  78  

当期未処分利益  2,155  
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 ③ 利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(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  2,155 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ 固定資産圧縮積立金 
取崩額 

 62  

２ 特別償却積立金取崩額  8 71 

合計  2,226 

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  234  

２ 役員賞与金  70  

(うち監査役賞与金)  (11)  

３ 任意積立金   

  別途積立金  1,500 1,804 

Ⅳ 次期繰越利益  422 
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④ 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 評価・換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金 利益準備金

その他利益

剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

その他有 

価証券評 

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高
(百万円) 

1,320 654 330 35,651 △346 37,609 6,190 6,190 43,799

事業年度中の変動額     

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 剰余金の配当※   △234 △234   △234

 剰余金の配当   △130 △130   △130

 役員賞与の支給額※   △70 △70   △70

 当期純利益   2,255 2,255   2,255

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 

  △541 △541 △541

事業年度中の変動額合計
(百万円) 

― ― ― 1,820 △0 1,820 △541 △541 1,278

平成19年３月31日残高
(百万円) 

1,320 654 330 37,472 △347 39,429 5,649 5,649 45,078

 

（注）その他利益剰余金の内訳 

項目 退職給与積立金
固定資産 

圧縮積立金
特別償却積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計 

平成18年３月31日残高 
(百万円) 

50 1,437 8 32,000 2,155 35,651

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当※ △234 △234

 剰余金の配当 △130 △130

 役員賞与の支給額※ △70 △70

 当期純利益 2,255 2,255

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩※ 

△62 62 －

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩 

△58 58 －

 特別償却準備金の取崩※ △8 8 －

 別途積立金の積立※ 1,500 △1,500 －

事業年度中の変動額合計
(百万円) 

― △121 △8 1,500 451 1,820

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

50 1,316 ― 33,500 2,606 37,472

※平成18年６月の定時株主総会の利益処分項目であります。 
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重要な会計方針 

 

 
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) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)を採用してお

ります。 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

 (2) 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

ております。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (3) 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)を採用しており

ます。 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用

しております。 

(3) 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)を採用してお

ります。 

  時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。(但

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を除く)及び賃

貸用資産については定額法を採用し

ております。) 

  なお、主な耐用年数は、建物41～

50年、構築物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15年でありま

す。 

(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。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)によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  金銭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 
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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) 

  

――――――― 

(2) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、当事業年度における

支給見込額を計上しております。 

 （会計方針の変更） 

  当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

  この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が、それぞれ62百万円減少し

ております。 

 (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

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。

  なお、計算の結果、当事業年度末

においては退職給付引当金が借方残

高となったため、「前払年金費用」

として固定資産の投資その他の資産

に計上しております。 

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(15年)に

よる定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

  過去勤務債務は、15年の定額法に

よりその発生年度から費用処理する

こととしております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 永年勤続表彰引当金 

  永年勤続者の表彰費用に備えて、

永年勤続表彰内規による期末必要額

を計上しております。 

(5) 永年勤続表彰引当金 

同左 

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

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

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。 

 これにより税引前当期純利益が21百万円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 

 

――――――― 

 

――――――― 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当事業年度から「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、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

45,078百万円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

表示方法の変更 

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) 

 

――――――― 

(損益計算書) 

 前事業年度まで、民間放送勘定科目基準に従い「売上

高」を「営業収益」として、また「放送事業費」「販売

費」「一般管理費」及び「減価償却費」を一括して「営

業費用」としてそれぞれ表示しておりましたが、同基準

の改定（平成18年12月）に伴い、当事業年度より「営業

収益」を「売上高」として、また「営業費用」を「売上

原価」と「販売費及び一般管理費」とに区分し、「売上

高」と「売上原価」の差額を「売上総利益」として表示

しております。 

 なお、前事業年度につき、当事業年度と同様の区分表

示を行った場合の売上総利益は18,400百万円でありま

す。 
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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 授権株数 普通株式 80,000,000株

発行済株式数 普通株式 26,400,000株
 

 

―――――― 

※２ 自己株式の保有数 

   普通株式           327,381株  

 

―――――― 

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

土地 1,073百万円

建物 3,695百万円

計 4,768百万円

担保付債務は次のとおりであります。 

一年以内返済長期借入金 145百万円

計 145百万円
 

 

―――――― 

 ４ 配当制限について 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は

6,190百万円であります。 

 

―――――― 

 

 ５ 偶発債務 

従業員が銀行から借入れている住宅資金等145

百万円を保証しております。 

 ５ 偶発債務 

従業員が銀行から借入れている住宅資金等121

百万円を保証しております。 

 

―――――― 

※６ 期末日満期手形 

期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、当期末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれて

おります。     

設備関係支払手形 145百万円
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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 関係会社に係る注記 

   関係会社からのものは次のとおりであります。 

 

受取配当金 30百万円
 

※１ 関係会社に係る注記 

   関係会社からのものは次のとおりであります。 

 

受取配当金 54百万円
 

※２ 放送事業費、販売費及び一般管理費の主要な費目

と金額 

(放送事業費) 

人件費 2,214百万円

退職給付費用 51百万円

原作出演料 1,117百万円

業務委託費 4,778百万円

人材派遣費 871百万円

ネットワーク費 990百万円

諸経費 5,370百万円

(販売費) 

人件費 1,739百万円

退職給付費用 39百万円

代理店手数料 6,453百万円

広告宣伝費 548百万円

諸経費 1,174百万円

(一般管理費) 

役員報酬 387百万円

人件費 1,214百万円

役員退職慰労引当金 
繰入額 

76百万円

退職給付費用 29百万円

業務委託費 631百万円

広告宣伝費 432百万円

租税公課 243百万円

諸経費 991百万円
 

※２ 売上原価、販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額 

(売上原価) 

人件費 2,168百万円

退職給付費用 △172百万円

原作出演料 1,250百万円

業務委託費 5,273百万円

人材派遣費 909百万円

ネットワーク費 988百万円

減価償却費 2,273百万円

諸経費 5,517百万円

(販売費) 

人件費 1,772百万円

退職給付費用 △139百万円

代理店手数料 6,323百万円

広告宣伝費 524百万円

減価償却費 263百万円

諸経費 1,158百万円

(一般管理費) 

役員報酬 339百万円

人件費 1,311百万円

役員賞与引当金繰入額 62百万円

役員退職慰労引当金 
繰入額 

70百万円

退職給付費用 △95百万円

業務委託費 635百万円

租税公課 235百万円

減価償却費 188百万円

諸経費 1,023百万円
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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) 

※３ 減損損失 

   当社は、以下の資産について減損損失を計上し

ました。 

 

用途 種類 場所 金額（百万円）

遊休 土地 三重県鳥羽市 21

 

（経緯） 

上記の土地については、今後の利用計画もなく、地

価も著しく下落しているため、減損損失を認識いたし

ました。 

（グルーピングの方法） 

事業の種類別に区分し、将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

※３ 減損損失 

   当社は、以下の資産について減損損失を計上し

ました。 

 

用途 種類 場所 金額（百万円）

遊休 土地 岐阜県高山市 9

遊休 土地 岐阜県飛騨市 1

計 10

 

（経緯） 

上記の土地については、今後の利用計画もなく、地

価も著しく下落しているため、減損損失を認識いたし

ました。 

（グルーピングの方法） 

事業の種類別に区分し、将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

 
※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 1百万円

構築物 0百万円

機械装置 109百万円

工具器具備品 1百万円

計 113百万円
 

 ※５ 固定資産売却損の内訳 

土地 0百万円
 

 

(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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 327,381 644 ― 328,025

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  644株 
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（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 

 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 

 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 

 
車両 
運搬具 

工具器具 
備品 

合計 

取得価額 
相当額 

9百万円 111百万円 120百万円

減価償却 
累計額相当額 

8百万円 78百万円 87百万円

期末残高 
相当額 

0百万円 32百万円 32百万円

    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おりま

す。 

 
車両 
運搬具 

工具器具 
備品 

合計 

取得価額 
相当額 

12百万円 107百万円 120百万円

減価償却 
累計額相当額

4百万円 96百万円 101百万円

期末残高 
相当額 

8百万円 10百万円 18百万円

 

同左 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 22百万円

１年超 10百万円

合計 32百万円

    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

算定しております。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 13百万円

１年超 4百万円

合計 18百万円

 

同左 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 31百万円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 24百万円

減価償却費相当額 24百万円
 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成18年３月31日)及び当事業年度(平成19年３月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
 

(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 

  
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) 

繰延税金資産 

役員退職慰労引当金 172百万円 156百万円

減価償却超過額 73百万円 104百万円

未払事業税 82百万円 70百万円

未払賞与 301百万円 301百万円

繰延資産償却超過額 14百万円 7百万円

貸倒引当金超過額        97百万円 87百万円

投資有価証券評価損 827百万円 854百万円

その他 96百万円 119百万円

繰延税金資産小計 1,665百万円 1,703百万円

評価性引当額  △968百万円 △996百万円

繰延税金資産合計  696百万円 706百万円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △939百万円 △899百万円

その他有価証券評価差額金 △3,952百万円 △3,565百万円

その他 △541百万円 △792百万円

繰延税金負債合計 △5,434百万円 △5,257百万円

繰延税金負債純額 △4,737百万円 △4,551百万円

 

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差異の原因となった主な項目別 

 の内訳 
 

 
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) 

法定実効税率 40.6％ 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 4.9％ 4.5％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△1.0％ △1.3％

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △0.7％ ―％

評価性引当額 5.0％  0.7％

その他 0.3％  0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.1％ 44.7％
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(企業結合等関係) 

 該当事項はありません。 

 

(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 1,677円23銭 
 

１株当たり純資産額 1,729円01銭 
 

１株当たり当期純利益 65円29銭 
 

１株当たり当期純利益 86円53銭 
 

 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。 

 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 

 
項目 

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) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） ― 45,078

普通株式に係る純資産額（百万円） ― 45,078

普通株式の発行済株式数（千株） ― 26,400

普通株式の自己株式数（千株） ― 328

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（千株） 
― 26,071

 

 

 ２ １株当たり当期純利益 

 
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) 

当期純利益（百万円） 1,772 2,255

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,702 2,255

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

  利益処分による役員賞与金 70 ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 26,072 26,072

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

６．その他 

役員の異動 

本日、別途開示しております。 
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参考資料 

平成１９年３月期 個別売上高の内訳 

 

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 

比較増減 

 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

ラジオ収入 4,078 11.4 3,823 10.7 △255 △6.3 

 放送収入 3,234  3,205  △29 △0.9 

 （タイム収入） (1,593)  (1,596)  (2) (0.2) 

 （スポット収入） (1,640)  (1,608)  （△31) (△1.9) 

 制作収入 786  561  △225 △28.6 

 番組販売収入 57  56  △0 △1.0 

テレビ収入 30,031 83.6 29,759 83.1 △271 △0.9 

 放送収入 25,180  24,455  △724 △2.9 

 （タイム収入） (6,024)  (5,981)  (△43) (△0.7) 

 （スポット収入） (19,155)  (18,474)  (△681) (△3.6) 

 制作収入 4,043  4,170  127 3.1 

 番組販売収入 807  1,133  326 40.4 

その他収入 1,785 5.0 2,231 6.2 445 25.0 

合 計 35,895 100.0 35,815 100.0 △80 △0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


