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平成 19年 6月 27日 

各      位 
会 社 名  テレビ東京ブロードバンド株式会社 
代表者名  代表取締役社長  髪林 孝司 

（コード番号 3786） 
問合せ先  取締役 管理担当 渡辺 豪 

（TEL．03－5733－3888） 
 

（訂正）「平成19年3月期決算短信」の一部訂正について 

 
 平成 19年 5月 14日にお知らせ致しました「平成 19年 3月期決算短信」の記載内容に一部誤
りがありましたので、下記のとおり訂正致します。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

記 

 
(1)5ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析 （音楽関連事業）」 
  【訂正前】 
   当社子会社であるエフエムインターウェーブ株式会社との協業を前提に、新たに設立した
３つの子会社（HOWLING BULL Marketing株式会社、DIS株式会社、、Traffic株式会社）が

営業を開始しております。 

【訂正後】 
当社子会社であるエフエムインターウェーブ株式会社との協業を前提に、新たに設立した

３つの子会社（HOWLING BULL Marketing株式会社、DIS株式会社、Traffic株式会社）が営

業を開始しております。 

   
(2)5ページ「1.経営成績 (2)財政状態に関する分析 ①資産、負債及び純資産の状況 （資産）」 
  【訂正前】 

     当連結会計年度末の資産につきましては、4,544,099千円となりました。流動資産では
2,472,636千円となり、固定資産では、千円となりました。 

【訂正後】 
     当連結会計年度末の資産につきましては、4,544,099千円となりました。流動資産では

2,472,636千円となり、固定資産では、2,071,463千円となりました。 
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(3)9ページ「2.企業集団の状況」 
【訂正前】 

会社名 住所 資本金（百万円） 
議決権の所有割合または 

被所有割合（％） 
主な事業内容 

（連結子会社） 

エフエムインターウェーブ 

株式会社 

東京都港区 1,075 40.1 
外国語超音波エフ

エム放送事業 

【訂正後】 

会社名 住所 資本金（百万円） 
議決権の所有割合または 

被所有割合（％） 
主な事業内容 

（連結子会社） 

エフエムインターウェーブ 

株式会社 

東京都港区 1,075 40.1 
外国語超短波エフ

エム放送事業 

 
(4)17、18ページ「4.連結財務諸表 (4)連結キャッシュ・フロー計算書」 
【訂正前】 

  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） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

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 

   減価償却費 

   のれん償却額 

   貸倒引当金の増減額 

   賞与引当金の増減額 

   返品調整引当金の増減額 

   受取利息 

   支払利息 

   持分法による投資損失 

   固定資産除却損 

   売上債権の増加額 

   たな卸資産の増減額 

   仕入債務の増加額 

   預け金の増加額 

   その他 

  

302,370 

74,817 

134,625 

△717 

△2,709 

2,292 

9,219 

2,452 

20,304 

9,790 

△170,420 

27,886 

79,115 

△6,206 

△31,535 

     小計  451,282 

   利息及び配当金の受取額  △9,217 
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   利息の支払額 

   法人税等の支払額 

△2,826 

△264,204 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  175,034 

   
 

  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） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   有形固定資産の取得による支出 

   無形固定資産の取得による支出 

   貸付金による支出 

   貸付金による収入 

   関係会社株式の取得 

   投資有価証券の取得 

  

△15,776 

△161,902 

△40,000 

1,198 

△12,000 

△5,000 
   連結の範囲の変更を伴う 
   子会社株式の取得による収入 ※２ 13,295 

敷金の差入れによる支出  △104,863 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △325,048 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増減額 

   長期借入金の返済による支出 

   配当金の支払額 

  

30,000 

△60,000 

△59,034 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △89,034 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  △239,049 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  896,996 

657,947 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 

 
 
【訂正後】 

  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） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

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 

   減価償却費 

  

302,370 

74,817 
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   のれん償却額 

   貸倒引当金の減少額 

   賞与引当金の減少額 

   返品調整引当金の増加額 

   受取利息 

   支払利息 

   持分法による投資損失 

   固定資産除却損 

   売上債権の増加額 

   たな卸資産の減少額 

   仕入債務の増加額 

   預け金の増加額 

   その他 

134,625 

△717 

△2,709 

2,292 

△9,219 

2,452 

20,304 

9,790 

△170,420 

27,886 

79,115 

△6,206 

△31,535 

     小計  432,844 

   利息及び配当金の受取額 

   利息の支払額 

   法人税等の支払額 

 9,217 

△2,826 

△264,204 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  175,034 

   
 

  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） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   有形固定資産の取得による支出 

   無形固定資産の取得による支出 

   貸付金による支出 

   貸付金による収入 

   関係会社株式の取得による支出 

   投資有価証券の取得による支出 

  

△15,776 

△161,902 

△40,000 

1,198 

△12,000 

△5,000 
   連結の範囲の変更を伴う 
   子会社株式の取得による収入 ※２ 13,295 

敷金の差入れによる支出  △104,863 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △325,048 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の純増減額 

   長期借入金の返済による支出 

   配当金の支払額 

  

30,000 

△60,000 

△59,034 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △89,034 
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  △239,049 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  896,996 

657,947 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 

 
 
(5)21ページ「4.連結財務諸表 注記事項 （連結株主資本等変動計算書関係）」 
【訂正前】 
4.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 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成 18年 6月 19日 

定時株主総会 
普通株式 59,675千円 1,750千円 平成 18年 3月 31日 平成 18年 6月 19日 

   （注）1．18年 3月期の期末配当金の内訳 普通配当 1,250円 00銭、記念配当 500円 00銭であります。 

 
(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 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成 19年 6月 18日 

定時株主総会 
普通株式 42,625千円 1,250千円 平成 19年 3月 31日 平成 19年 6月 18日 

 
【訂正後】 
4.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 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成 18年 6月 19日 

定時株主総会 
普通株式 59,675千円 1,750円 平成 18年 3月 31日 平成 18年 6月 19日 

   （注）1．18年 3月期の期末配当金の内訳 普通配当 1,250円 00銭、記念配当 500円 00銭であります。 

 
(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 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成 19年 6月 18日 

定時株主総会 
普通株式 42,625千円 1,250円 平成 19年 3月 31日 平成 19年 6月 18日 

 
(6)22ページ「4.連結財務諸表 注記事項 （連結キャッシュ・フロー計算書関係）」 
【訂正前】 

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掲記されてい
る科目の金額 
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（平成 19年 3月 31日現在） 
現金及び預金勘定          169,537千円 
預け金               488,410千円 
現金及び現金同等物         657,947千円 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳 
   株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。 
  エフエムインターウェーブ株式会社（平成 19年 3月 31日現在） 
   流動資産                    204,163千円 
   固定資産                    170,751千円 
   のれん                    1,100,822千円 
   流動負債                   △404,360千円 
     固定負債                   △22,681千円 
    支配獲得時の当社持分             1,029,695千円 

エフエムインターウェーブ株式会社の取得価額 19,000千円 
エフエムインターウェーブ株式会社の現金及び 
現金同等物 

32,295千円 

 差引：エフエムインターウェーブ株式会社取得

による収入 
13,295千円 

 
【訂正後】 

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掲記されてい
る科目の金額 

（平成 19年 3月 31日現在） 
現金及び預金勘定          169,537千円 
預け金               488,410千円 
現金及び現金同等物         657,947千円 
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※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳 
   株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。 
  エフエムインターウェーブ株式会社（平成 19年 3月 31日現在） 
   流動資産                    208,406千円 
   固定資産                    169,899千円 
   のれん                    1,100,822千円 
   流動負債                   △407,262千円 
     固定負債                   △23,170千円 
    支配獲得時の当社持分             1,029,695千円 

エフエムインターウェーブ株式会社の取得価額 19,000千円 
エフエムインターウェーブ株式会社の現金及び 
現金同等物 

32,295千円 

 差引：エフエムインターウェーブ株式会社取得

による収入 
13,295千円 

 
 

以  上 
 


