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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 158,861 2.4 10,867 △2.8 12,459 7.3 6,906 5.9

18年９月中間期 155,105 4.0 11,176 96.0 11,612 104.7 6,523 △48.1

19年３月期 318,700 － 25,327 － 26,216 － 13,299 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 36 36 36 30

18年９月中間期 34 38 34 33

19年３月期 70 07 69 96

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △9百万円 18年９月中間期 △472百万円 19年３月期 △705百万円

(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９月中間期 547,981 379,458 68.9 1,986 82

18年９月中間期 566,093 378,912 66.5 1,984 49

19年３月期 567,722 385,298 67.4 2,016 23

（参考）自己資本 19年９月中間期 377,437百万円 18年９月中間期 376,603百万円 19年３月期 382,886百万円

(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９月中間期 15,862 △5,055 △1,007 58,658

18年９月中間期 34,950 △45,661 26,597 54,915

19年３月期 50,886 △55,543 14,490 48,866

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

円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期 6 00 6 00 12 00

20年３月期 12 00 －
24 00

20年３月期（予想） － 12 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 316,000 △0.8 21,500 △15.1 24,000 △8.5 20,500 54.1 107 92
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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）中間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（中間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「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 190,378,968株 18年９月中間期 190,174,968株 19年３月期 190,307,968株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 408,615株 18年９月中間期 401,411株 19年３月期 405,817株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 137,132 0.9 8,630 3.3 10,501 10.3 6,311 9.4

18年９月中間期 135,864 4.4 8,352 113.2 9,519 104.0 5,771 △53.6

19年３月期 277,400 － 18,229 － 19,732 － 10,367 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 33 16

18年９月中間期 30 35

19年３月期 54 52

(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９月中間期 515,638 348,055 67.5 1,828 40

18年９月中間期 535,417 349,697 65.2 1,835 77

19年３月期 534,322 353,425 66.1 1,857 27

（参考）自己資本 19年９月中間期 348,055百万円 18年９月中間期 349,097百万円 19年３月期 353,425百万円

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）

　（％表示は対前期増減率）

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

通期 272,500 △1.8 17,000 △6.7 19,000 △3.7 18,500 78.4 97 19

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 １．平成19年７月31日に公表いたしました通期の連結及び個別の業績予測は、本資料において修正しています。

２．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、及び上記１に係る業績予想の具体的修正

内容は、本日（平成19年11月14日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　① 当中間連結会計期間の概要

　当中間連結会計期間における日本経済は、米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）の不良

債権化問題を背景とした金融市場の動揺や、原油高とそれにともなう原材料費の上昇などの影響で、先行きへの不透

明感が強まりました。しかしながら、好調な企業業績や堅調な設備投資、持ち直し始めた個人消費などに支えられ、

景気は引き続き緩やかな拡大を続けています。

　放送業界におきましては、企業の業況感にやや慎重さがうかがわれ広告費の抑制傾向が続き、広告市場の伸びに

鈍化の兆しが見られました。

　このような状況のもとで、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、さらなる番組の強

化に全力を傾注するとともに、ソフトビジネスなど映像・文化事業分野の拡充を図り、多様化する広告主のニーズに

応じ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、当上半期における連結の業績は、事業収入が1,588億６千１百万円で前年同期に比べ2.4％の増収となり

ました。また、利益面におきましても、経常利益は124億５千９百万円で前年同期に比べ7.3％の増益、中間純利益は

69億６百万円で同5.9％の増益となりました。

　② セグメント別の状況

     事業の種類別のセグメントの業績を示すと、以下の通りであります。

　

◇放送セグメント

　　当中間連結会計期間における放送事業の収入は、1,300億２千８百万円で前年同期に比べ0.4％の増収となりましたが、

営業利益は68億８百万円で同8.6％の減益となりました。

　

〈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、単発番組のセールスを積極的に展開し、前年同期の実績を上回る

とともに半期の売上としては過去最高を記録しました。なかでも、「世界陸上大阪大会」は、単独のイベントとして

過去最高の売上を達成し、放送事業収入に大きく貢献しました。

　スポットセールスにおきましては、関東地区におけるスポットＣＭの投下量が前中間連結会計期間の実績を割り込

むという厳しい状況のなか、大型単発番組の編成にともなうセールス枠の減少という要因も重なり、前年同期の実績

をわずかに下回る結果となりました。業種別では「食品」「エンタテインメント・趣味」「医薬品」「通信・放送」

といった分野が堅調な推移を示しています。　　　　　

　編成面におきましては、民放各局が軒並み視聴率を下げるなか、当社もゴールデンタイム12.0％、プライムタイム

11.9％と、両時間帯の平均視聴率がともに前年同期に比べ0.6％下回る結果となりました。また、全日帯も、「みのも

んたの朝ズバッ！」や午後の「2時っチャオ！」が安定した視聴率をマークして健闘しているものの、平均7.6％と前

年同期に比べ0.2％下回りました。

　大型単発番組では、全社一丸となって取り組んだ８月の「世界陸上大阪大会」が、男子100メートルの歴史的対決や

女子棒高跳びイシンバエワ選手など、世界のスーパーアスリートたちの躍動を９日間にわたってお伝えし、ゴールデ

ン・プライムの両時間帯をメインとする生放送では、平均16.4％の好視聴率を記録しました。

　ドラマ部門では、日曜劇場で放送した、織田裕二主演の「冗談じゃない！」と舘ひろし・新垣結衣主演の「パパと

娘の７日間」が好評だったほか、すっかり若者層に定着した金曜ドラマでは、「山田太郎ものがたり」が人気を呼び

ました。また、武田鉄矢主演の「夫婦道」は、他局の有力ドラマをおさえて、日韓中テレビ制作者フォーラムの最優

秀ドラマ賞を受賞しております。

　バラエティ部門では、長寿番組の「関口宏の東京フレンドパークⅡ」のほか、「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」も女性ファンを中心に根強い支持を得て、いずれも平均15％前後の

安定した視聴率を記録しています。特別番組では、恒例の「オールスター感謝祭」が、５時間の生放送で平均視聴率

17.4％を獲得したほか、第３弾となる「ＤＯＯＲＳ（ドアーズ）」も４時間で平均17.5％をマークするなど、当社が

誇る大型スペシャルバラエティが引き続き高い支持を得ています。

　報道部門では、ニュース番組「イブニングファイブ」の連続企画、「余命１ヶ月の花嫁」がゴールデンタイムの特

別番組となって16.6％の視聴率を記録するなど、大きな反響を呼びました。また、「安倍首相辞任」の一報は、他の

マスコミ各社に先駆けてのスクープとなり「報道のＴＢＳ」の取材力をあらためてアピールすることができました。
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　ＢＳデジタル放送の受信機累計出荷台数は、本年９月末で2,900万台を突破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ＢＳデジタル放送会社 株式会社ビーエス・アイは、当連結会計年度にお

いて初の単年度黒字化を実現すべく、セールス活動を強化しています。

　

〈ラジオ部門〉

　タイムセールスにおきましては、依然として厳しい状況が続くなか、プロ野球ナイターやネットセールスで苦戦を

強いられ、前年同期の実績を下回りました。

　スポットセールスにおきましても、広告出稿に抑制的なスタンスを継続する企業が多く、前年同期の実績に及びま

せんでした。

　編成面では、プロ野球ナイター「エキサイトベースボール」の強化を図り、ジャイアンツ戦を中心に150試合近く放

送するなど、野球ファンの期待に応えました。さらに、野球教室など、マスコットキャラクター「エキベー」を前面

に押し出したプロモーション活動で、新たなリスナーの獲得にも努めました。

　インターネットを使った音声コンテンツ配信サービス「Podcasting 954」は、内容の充実を図り、ラジオの新たな

可能性を追求しています。　　　　　　　　　　 

　聴取率調査では、平成13年８月期の調査以降37期連続、６年以上にわたって首位を堅持し、首都圏ラジオのリーディ

ングカンパニーの座を不動のものにしています。

　

◇映像・文化セグメント

　映像・文化事業の収入は、274億９百万円で前年同期に比べ12.9％の増収となり、営業利益は36億４千９百万円で同

10.4％の増益となりました。

　イベントの分野では、熊川哲也 Ｋバレエ カンパニーの公演「海賊」が依然として高い人気を誇りました。このほか、

「パレルモ・マッシモ劇場」、バレエ「アクロバティック 白鳥の湖」「氷の上のスワン・レイク」「血の婚礼」「お

気に召すまま」なども好評でした。海外アーティストの招聘公演では、「ＡＢＢＡ ＧＯＬＤ」「ジュリエット・グレ

コ」「ザ・ファイブ・ブラウンズ」が話題を呼びました。スポーツでは格闘技の「Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＭＡＸ」「ＨＥ

ＲＯ’Ｓ」、女子バレーボール「ＦＩＶＢワールドグランプリ」を放送と連動し、開催しています。展覧会では、「世

界遺産ナスカ展～地上絵の創造者たち」「始皇帝と彩色兵馬俑展」「ワダエミの衣装世界」「国宝 鑑真和上展」「サ

ン＝テグジュペリの星の王子さま展」「ロシア皇帝の至宝展」 などを開催しました。

 　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、入場者数が前年同期に比べ大幅に増加するな

ど、好調に推移しています。

 　ソフトビジネスの分野では、劇場映画「Ｌｉｆｅ　天国で君に逢えたら」が順調に観客動員数を伸ばしました。この

ほか、「そのときは彼によろしく」「憑神」「Ｖｅｘｉｌｌｅ 2077 日本鎖国」「包帯クラブ」などの話題作も公開し

ています。

  ビデオ・ＤＶＤでは、テレビでヒットした「花より男子２（リターンズ）」「華麗なる一族」の両人気ドラマが７月

に発売され、15億円に迫る月間売上の新記録達成にいきなり貢献するなど、好調な立ち上がりを見せました。

  また、前連結会計年度に公開された劇場映画「木更津キャッツアイ ワールドシリース」「どろろ」もＤＶＤ化され

好調な売行きを示しています。

  　ライセンスビジネスでは、「王様のブランチ」と連携したファッショングッズや、女子バレーボール「ＦＩＶＢワー

ルドグランプリ」関連商品の開発などで収益に寄与しています。

    インターネット関連では、横浜ベイスターズ主催の全試合を「ハマスタＷＡＶＥ」として、動画配信しました。また

８月の「世界陸上大阪大会」では、大量の動画を配信し、モバイルも記録的なダウンロード数を達成しています。

    このほか、メディアコマース事業の子会社 株式会社グランマルシェも、テレビ・ラジオショッピングなどで好調な

業績をあげております。

◇不動産セグメント

   不動産事業の収入は、12億７千９百万円で前年同期に比べ4.7％の増収となり、営業利益は３億７千６百万円で同

0.7％の増益となりました。

    赤坂再開発計画が進行中のため当連結中間会計期間の不動産賃貸事業は前年同期と比べ大きな変動はありません。

◇その他セグメント
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　その他事業の収入は、１億４千４百万円で前年同期に比べ1.1％の増収となりましたが、営業利益は２千７百万円で

 同34.7％の減益となりました。

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメント 金額 前期比（％）

放送事業 130,028 100.4

映像・文化事業 27,409 112.9

不動産事業 1,279 104.7

その他事業 144 101.1

合計 158,861 102.4

 

 ③ 通期の見通し

 当中間期の売上高は、７月31日に修正発表した予想並みとなりましたが、利益面では、当社個別の経常利益を除い

て、予想数値を下回る結果となりました。これは、利益面に影響の大きいスポット広告市況の回復が遅れていること、

一部の連結会社における業績の伸び悩み、さらには、予想に織り込んでいなかった投資有価証券評価損が発生したこ

となどが原因であります。また、個別の経常利益は、営業外収益の増加があり、目標数値を達成いたしました。

 一方、下期につきましては、テレビ広告市場において引き続き厳しい状況が見込まれますので、通期の業績は、連

結、個別ともに、売上、利益において従来の予想を下回る見通しであります。

 この結果、通期連結の売上高は、3,160億円、営業利益は215億円、経常利益は240億円、当期純利益は205億円を見

込んでおります。また、当社個別では売上高は2,725億円、営業利益は170億円、経常利益は190億円、当期純利益は

185億円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

　 当中間連結会計期間末の財政状態は以下の通りであります。

　当中間連結会計期間末の総資産は5,479億８千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ197億４千万円減少となり

ました。また自己資本（純資産から少数株主持分を控除した）は3,774億３千７百万円となり、54億４千９百万円減

少しております。

　自己資本比率は、前連結会計年度末の67.4％から68.9％となっております。

　 増減の主な要因として、資産の部では現金及び預金98億７千４百万円等が増加した一方、投資有価証券217億６千

９百万円、受取手形及び売掛金44億６千３百万円等が減少しております。

　 負債の部では繰延税金負債76億３千２百万円、未払金30億３千３百万円等が減少しております。

　 純資産の部では、中間純利益の計上等により、利益剰余金が57億６千４百万円増加した一方、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120億８百万円減少しております。

 

② キャッシュ・フローの状況

　 当中間連結会計期間における現金及現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間末に比べ、37億４

千３百万円増加し、当中間連結会計期間末には586億５千８百万円となりました。
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 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。

 （単位：百万円）

項目
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

 （平18.４.１～平18.９.30）  （平19.４.１～平19.９.30）

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,950 15,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,661 △5,055

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,597 △1,007

現金及び現金同等物の増加額 15,888 9,792

現金及び現金同等物の中間期末残高 54,915 58,658

（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158億６千２百万円になり、前中間連結会計期間に比べ190億８千７百万円の減少とな

りました。税金等調整前純利益が120億１千７百万円と、前中間連結会計期間に比べ増益となったものの、前期から実

施している売掛債権の流動化の影響がなくなり、売上債権の減少額が257億３千９百万円減少したこと等が主な要因で

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50億５千５百万円になり、前中間連結会計期間に比べ406億５百万円の使用の減少と

なりました。有価証券の取得による支出が純額で224億７千９百万円、投資有価証券の取得による支出が91億１百万円、

前中間連結会計期間に比べ、それぞれ減少したこと等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）

　財務活動の結果使用した資金は10億７百万円になり、前中間連結会計期間に比べて276億４百万円の調達の減少とな

りました。前中間連結会計期間に計上した社債の発行による収入298億３千４百万円に相当する規模の資金の調達がな

かったこと等が主な要因であります。

 

　なお、キャッシュ・フロー関連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 平成20年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 68.0 68.1 66.5 67.4 68.9

時価ベースの自己資本比率（％） 95.6 108.0 92.4 146.1 111.6

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（％）
2,766.7 186.5 103.4 121.1 194.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 21.2 244.4 729.8 113.9 41.0

 

　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。

　※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。

　※キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍に

しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  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、安定的な配当の継続を重視しながら、

株主の皆様に対する利益還元の姿勢を明確にすることを、株主配当に関する現在の基本方針としております。

  すなわち、配当金は、配当性向を基準として、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てまいり

ます。その一方で、安定性も維持するため、１株当たりの年間配当金は10円を下限といたします。

  当連結会計年度は当初予想として１株当たり年間配当金を24円、このうち中間配当金を12円としておりましたが、

当中間期におきましては、当初予想と同じく１株当たり12円の普通配当とさせていただく予定であります。

 

(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、当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。

① 国内景気変動

　 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

ピークとなり、その後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

　当中間連結会計期間末の純資産の部における投資有価証券評価差額金は、前連結会計年度末より約120億円減少し

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

　今シーズンの横浜ベイスターズは、終盤までリーグＡクラス入りをかけて健闘し、観客動員数・興行収入とも増加

しましたが、ナイター放送の視聴率の低迷と放送権料収入の低下等により、引き続き収益全体の大幅な改善には至っ

ておりません。今後も横浜ベイスターズは、観客動員数、放送権料収入、グッズ販売等の動向によって収益が変動し、

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。

　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。

　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
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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。

　なお、電波法第５条第４項では、外国人等が議決権の５分の１以上を占める法人又は団体に対しては放送免許を与

えないとされており（免許の欠格事由）、一方、放送法第52条の８第１項および第２項において、証券取引所に上場

されている株式またはこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している一般放送事業者は、当該欠格事

由に該当することとなるときは、外国人等の取得した株式について、株主名簿（実質株主名簿を含む）に記載または

記録することを拒むことができるとされております。

　なお、外国人等の有する議決権の割合が100分の15に達した場合には、その割合を６ヶ月ごとに公告することも、

放送法によって定められています。

　平成19年９月末日における、当社の議決権を外国人等が占める電波法・放送法上の割合は2.8％であります。

　公告の基準には達しておりませんが、一昨年９月末は達していたため、本年も公表いたしました。
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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53社、関連会社44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26社

（会社数　計46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㈱、その他会社34社

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   (会社数　計43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）
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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 

番 組 制 作 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。

  この基本姿勢を堅持しながら、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とともに、デジタル時代の多様なメディアの特性に応じたソフト・コンテンツ

を開発・供給して、企業価値のさらなる創造に努めてまいります。

  また、今後とも放送事業者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ながら、経営基盤の充実と業績

の向上に努めて、株主および投資家の皆様の期待に応えてまいります。

 

(2）利益配分に関する基本方針

  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、安定的な配当の継続を重視しながら、

株主の皆様に対する利益還元の姿勢を明確にすることを、株主配当に関する現在の基本方針としております。

  すなわち、配当金は、配当性向を基準として、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てまいり

ます。その一方で、安定性も維持するため、１株当たりの年間配当金は10円を下限といたします。

 

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

  当社は、投資家層の拡大及び当社株式の流通の活性化を目指して、平成14年11月１日に１単元の株式数を従来の

1,000株から100株に変更し、現在に至っております。

 

(4）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、デジタル時代の事業戦略や設備投資、赤坂再開発等、資金需要

が大きいこの時期においては、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。

 

(5）中長期的な会社の経営戦略と会社が対処すべき課題 

    当中間連結会計期間の放送業界ですが、地上デジタル放送対応受信機の普及が2,500万台規模に達する一方、ワンセ

グ・サービス対応端末も1,000万台を突破して、2011年のデジタル放送完全移行と、多様な新規メディアを通じた事業

展開への対応を一層加速させることが要諦となってまいりました。持続的な企業成長を目指して中期経営計画「Ｖ！

ｕｐ2010」を推進中の当社としても、放送を機軸に全方位で強力な提携先と連携しながら、新たなメディアとの複合

的な事業の開拓に努めているところです。

一方、当上半期における放送広告市場の動向につきましては、わが国全体で企業収益が依然として改善基調にあり

個人消費が持ち直しているとはいえ、企業の広告出稿の流動化が続き、また昨今の米国経済の不安定な動向も含めて

先行きの不透明感は払拭されておりません。 

こうしたなか、当上半期の当社の営業売上全体では、前年並みを確保することができました。内訳では、タイム収

入が、「世界陸上大阪大会」の好調なセールス等を通じて、過去最高額を記録する一方、スポット収入につきまして

は、視聴率動向を背景とした各局のシェア争いが更に激しさを増し、また、スポーツ番組の大型単発編成によるセー

ルス枠の減少という要因もあって、前年をやや下回る結果となりました。当社としては、番組編成のさらなる強化と、

きめの細かいセールスを実践して、引き続きスポット需要の取り込みと掘り起こしに邁進してまいります。その番組

編成についてですが、当上半期における地上波テレビの視聴率状況は、ゴールデン、プライム、全日帯とも各局の競

争は当社を含めて２位以下が混戦という状態が続いております。前会計年度においてゴールデン・プライム帯の平均

視聴率単独２位を達成している当社としましては、この混戦を切り抜けるべく、10月編成での番組強化のほか、本格

化したデジタル時代の視聴者・スポンサーのニーズにしっかりと応える番組作りやコンテンツの企画開発と積極的に

取り組んでいるところです。 

ラジオにつきましては、８月の聴取率調査で、２位以下に大きな差をつけて１位の座を保持し、平成13年８月期の

調査以来、丸６年以上聴取率連続トップの記録を伸ばし続けております。しかし、こうしたリスナーの圧倒的なご支

持をいただきながらも、ナイターセールスをはじめラジオ業界全体の厳しい営業状況は変らず、当上半期においては、

放送外収益の確保に努めたことにより、ラジオ部門全体では前年同期の売上・利益をやや上回ることができました。

同部門につきましては、効率的な経営の追求とともに、新たな営業開発とも取り組む方針であり、当上半期に、イン

ターネットでも聴取できるデジタル・ラジオ放送「ＯＴＴＡＶＡ（オッターヴァ）」を開局いたしました。 

一方、当グループのＢＳデジタル放送会社「ＢＳ－ｉ」は、番組の品質とコストの双方の管理を進めながら、デジ

タル放送界の牽引役としての役割を果たし続け、収支においても当会計年度において初の単年度黒字を達成する目途

がたってきております。 
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映像・文化事業では、当上半期において、映像事業の制作力とデジタル分野でのセールス強化のため、組織の拡充

を行いました。当セグメントでは、映画事業が当初見込み以上の利益を確保したほか、コンテンツ関係では、ＤＶＤ

事業が好調で、前年同期の実績を大きく上回りました。また、ＣＳ事業も、エンタテインメント系有料ＣＳ放送「Ｔ

ＢＳチャンネル」が７月に開局５周年を迎え、契約世帯件数も堅調に推移しております。さらに、同セグメントの連

結子会社であるプロ野球球団「横浜ベイスターズ」もシーズン最終までＡクラス入りをかけて健闘して、観客動員面

で大きく収支改善したほか、メディアコマース事業の株式会社グランマルシェも順調に収入を伸ばしました。 

赤坂再開発事業は、「赤坂ＡＣＴシアター」「赤坂ＢＬＩＴＺ」「赤坂ギャラリー」等から成る文化施設を始め、

商業施設の「アネックス」、業務棟・住宅棟とも来年の竣工に向けた建設が順調に進み、赤坂の地におけるビジネス・

文化の新たな拠点づくりもいよいよ大詰めを迎えました。当社としましては、放送事業との連動も含めて、不動産事

業を通じた収益拡大を放送部門の経営基盤の強化にも役立てたいと考えております。 

  楽天株式会社との間の業務提携と当社に対する出資比率問題に関する協議は、当上半期において同社が当社株式の

さらなる買増し通告を行ったことを受けまして、当社取締役会の社外諮問機関である「企業価値評価特別委員会」に

おいても、同社提案の詳細な評価・検討が行われました。同委員会からは、９月に取締役会に対して勧告があり、そ

の内容等も踏まえて当社が総合的に判断した結果、現時点においては、対応措置の発動の当否を株主の皆様にご判断

いただくための臨時株主総会は開催しないことといたしました。当社としましては、本年６月の定時株主総会におい

て株主の皆様の圧倒的多数により改定をご承認いただきました「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の定める

ところに従い、今後とも、同社グループの動向等、事態の推移を注視し、適切に対処してまいります。

　当社及び当グループは、デジタル時代の「最強のコンテンツ発信源」として、営業キャッシュフロー500億円の2010

年度の達成等を掲げた中期経営計画「Ｖ！ｕｐ2010」を力強く推進することによって、企業価値と株主共同の利益の

最大化という皆様方の負託にお応えすることができるよう、引き続き全力を挙げてまいります。 

 

(6）資金調達の状況

 　 当中間連結会計期間末における当グループの有利子負債は、当社の社債300億円と長期借入金300億円（１年内返済

予定分含む）、グループからの資金集中のためのキャッシュ・マネジメント・システムによる非連結関係会社からの

短期借入金約17億円を合わせ、約617億円となっております。

　　また当社は、事業資金、運転資金の機動的な確保を目的として、当中間連結会計期間末におきましては、複数の金

融機関との間で1,100億円のコミットメントラインを締結しております。（借入実行残高無し、借入未実行残高1,100

億円）

　　この他、資金の効率化を図るため、売掛債権の一部流動化を実施しております。

 

(7）企業買収対応策に関する状況

  当社は、本年２月28日開催の取締役会決議ならびに本年６月28日開催の第80期定時株主総会における株主多数の承

認により、平成17年５月18日付けで公表した「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の実質を維持しながら株主

意思を更に重視する形で所要の改定を行いました。これは、取得条項付新株予約権無償割当て等を利用した対応措置

の発動について最終判断する場合には、原則的に株主総会を開催して株主の意思を仰ぐこと等としたものです。

  また、上記対応方針と企業買収対応策の公正な運用を担保するために、第三者機関「企業価値評価特別委員会」が

必要に応じて活動を続けており、楽天株式会社との間の業務提携と当社に対する出資比率問題については、当上半期

において同社が当社株式のさらなる買増し通告を行ったことを受け、同委員会においても同社提案等の詳細な評価・

検討が行われました。同委員会からは、９月７日に当社取締役会に対して勧告があり、その内容等も踏まえて、当社

では、現時点においては、対応措置の発動の当否を株主の皆様にご判断いただくための臨時株主総会を開催しないこ

とを決定いたしました。

 

(8）親会社等に関する事項

　当社には親会社など資本上位会社に該当するものはございません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

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）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 55,007 58,820 48,946

２．受取手形及び売掛金 ※５ 38,236 38,845 43,309

３．有価証券 22,491 － －

４．たな卸資産 10,884 8,657 10,079

５．前払費用 5,214 4,467 4,276

６．繰延税金資産 4,815 4,654 5,346

７．その他 3,366 5,359 3,851

貸倒引当金 △143 △122 △130

流動資産合計 139,873 24.7 120,682 22.0 115,679 20.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 66,159 63,152 64,623

(2）機械装置及び運
搬具

※３ 18,156 16,155 17,361

(3）工具器具備品 2,811 2,707 2,671

(4）土地 76,292 76,286 76,286

(5）建設仮勘定 24,609 188,028 33.2 38,789 197,091 36.0 38,257 199,200 35.1

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 5,385 5,481 5,639

(2）ソフトウェア仮
勘定

104 － 14

(3）その他 1,457 6,948 1.2 1,358 6,840 1.2 1,411 7,065 1.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  ※３ 219,473 212,031 233,800

(2）繰延税金資産 1,299 1,311 1,366

(3）その他  10,990 10,615 11,218

貸倒引当金 △519 231,244 40.9 △591 223,366 40.8 △610 245,775 43.3

固定資産合計 426,220 75.3 427,298 78.0 452,042 79.6

資産合計 566,093 100.0 547,981 100.0 567,722 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

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）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 31,868 33,911 33,243

２．短期借入金 2,193 1,774 1,606

３．一年内返済予定長期
借入金

 ※３ 72 10,000 10,040

４．一年内償還予定社債 10,000 － －

５．未払金 13,041 14,418 17,452

６．未払法人税等 3,478 4,593 3,552

７．未払消費税等 817 763 1,070

８．未払費用 4,886 4,865 4,735

９．役員賞与引当金 148 156 322

10．その他 4,655 3,891 4,410

流動負債合計 71,162 12.6 74,375 13.6 76,433 13.5

Ⅱ　固定負債

１．社債 30,000 30,000 30,000

２．長期借入金  ※３ 30,003 20,000 20,000

３．退職給付引当金 9,357 9,396 9,293

４．繰延税金負債 38,986 31,621 39,253

５．負ののれん 504 160 332

６．その他  7,166 2,969 7,110

固定負債合計 116,018 20.5 94,147 17.2 105,990 18.7

負債合計 187,181 33.1 168,522 30.8 182,424 32.2

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  54,720 9.7 54,930 10.0 54,857 9.6

２．資本剰余金  59,988 10.6 60,198 11.0 60,125 10.6

３．利益剰余金  196,459 34.7 207,859 37.9 202,094 35.6

４．自己株式  △46 △0.0 △73 △0.0 △63 △0.0

株主資本合計  311,122 55.0 322,915 58.9 317,015 55.8

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価
差額金

 64,939 11.4 53,145 9.7 65,154 11.5

２．繰延ヘッジ損益  526 0.1 1,372 0.2 700 0.1

３．為替換算調整勘定  15 0.0 4 0.0 16 0.0

評価・換算差額等合計  65,481 11.5 54,522 9.9 65,871 11.6

Ⅲ　新株予約権  600 0.1 －  －  

Ⅳ　少数株主持分  1,708 0.3 2,021 0.4 2,411 0.4

純資産合計  378,912 66.9 379,458 69.2 385,298 67.8

負債純資産合計  566,093 100.0 547,981 100.0 567,722 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 155,105 100.0 158,861 100.0 318,700 100.0

Ⅱ　売上原価 108,574 70.0 111,619 70.3 221,798 69.6

売上総利益 46,531 30.0 47,241 29.7 96,901 30.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１ 35,354 22.8 36,374 22.9 71,573 22.5

営業利益 11,176 7.2 10,867 6.8 25,327 7.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 78 122 207

２．受取配当金 1,062 1,726 1,945

３．保険金収入 102 101 261

４．負ののれん償却額 172 172 344

５．為替差益 9 15 2

６．その他 143 1,568 1.0 126 2,265 1.4 342 3,104 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 237 405 634

２．固定資産除却損 139 98 353

３．持分法による投資損
失

472 9 705

４．社債発行費 165 － 165

５．売掛債権売却損 － 98 －

６．その他 118 1,133 0.7 61 673 0.4 355 2,215 0.7

経常利益 11,612 7.5 12,459 7.8 26,216 8.2

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 27 2,068 168

２. 抱合せ株式消滅差益 － － 28

３. その他 － 27 0.0 17 2,085 1.3 12 210 0.1

Ⅶ　特別損失

１．年金制度移行解決金 － 70 860

２．年金訴訟和解金 － － 990

３．投資有価証券評価損 6 2,383 185

４．固定資産除却損 ※２ 13 74 472

５．減損損失 － － 5

６．過年度人件費  31 － 31

７．その他 － 51 0.0 － 2,528 1.6 70 2,616 0.8

税金等調整前中間
（当期）純利益

11,588 7.5 12,017 7.5 23,810 7.5

法人税、住民税及び
事業税

3,061 4,515 8,376

法人税等調整額 2,028 5,090 3.3 893 5,409 3.4 1,455 9,832 3.1

少数株主利益（△損
失）

△24 △0.0 △297 △0.2 678 0.2

中間（当期）純利益 6,523 4.2 6,906 4.3 13,299 4.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
54,685 59,953 192,297 △39 306,896

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 35 35   70

剰余金の配当（注）   △2,091  △2,091

役員賞与（注）   △273  △273

中間純利益   6,523  6,523

自己株式の取得    △6 △6

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中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
35 35 4,162 △6 4,226

平成18年９月30日　残高

（百万円）
54,720 59,988 196,459 △46 311,122

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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行       70

剰余金の配当（注）       △2,091

役員賞与（注）       △273

中間純利益       6,523

自己株式の取得       △6

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中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△6,177 526 2 △5,649 － 49 △5,599

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△6,177 526 2 △5,649 － 49 △1,373

平成18年９月30日　残高

（百万円）
64,939 526 15 65,481 600 1,708 378,912

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。
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 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
54,857 60,125 202,094 △63 317,015

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 73 73   146

剰余金の配当   △1,141  △1,141

中間純利益   6,906  6,906

自己株式の取得    △10 △10

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
73 73 5,764 △10 5,900

平成19年９月30日　残高

（百万円）
54,930 60,198 207,859 △73 322,915

評価・換算差額等

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19年３月31日　残高

（百万円）
65,154 700 16 65,871 2,411 385,298

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行      146

剰余金の配当      △1,141

中間純利益      6,906

自己株式の取得      △10

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△12,008 671 △12 △11,349 △390 △11,739

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△12,008 671 △12 △11,349 △390 △5,839

平成19年９月30日　残高

（百万円）
53,145 1,372 4 54,522 2,021 379,458
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（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（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

１．税金等調整前中間
（当期）純利益

11,588 12,017 23,810

２．減価償却費 6,839 6,680 14,698

３．長期前払費用償却額 347 342 786

４．減損損失 － － 5

５．負ののれん償却額 △172 △172 △344

６．退職給付費用 160 103 94

７．貸倒引当金の増加額
（△減少額）

△52 △26 24

８．受取利息及び受取配
当金

△1,141 △1,849 △2,152

９．支払利息 237 405 634

10．持分法による投資損
失

472 9 705

11．投資有価証券売却益 △27 △2,068 △168

12．投資有価証券評価損 6 2,383 185

13．固定資産除却損 152 173 826

14．売上債権の減少額 30,202 4,463 25,195

15．たな卸資産の減少額
（△増加額）

△140 1,421 664

16．仕入債務の増加額
（△減少額）

△605 668 749

17．その他の固定負債の
減少額

△4,959 △4,141 △4,991

18．その他営業活動によ
るキャッシュ・フ
ロー

△3,443 △2,587 △1,230

小計 39,464 17,821 59,493

19．利息及び配当金の受
取額

1,152 1,854 2,113

20．利息の支払額 △47 △386 △446

21．法人税等の支払額 △5,618 △3,426 △10,274

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

34,950 15,862 50,886
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（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（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

１．有価証券の取得によ
る支出（純額）

△22,474 － －

２．有価証券の売却によ
る収入（純額）

－ 4 －

３．有形固定資産の取得
による支出

△5,820 △5,558 △23,060

４．有形固定資産の売却
による収入

10 1 85

５．無形固定資産の取得
による支出

△406 △866 △1,544

６．投資有価証券の取得
による支出

△16,918 △7,816 △32,473

７．投資有価証券の売却
による収入

30 9,122 1,229

８．子会社合併による
収入 

 ※１ － － 231

９．その他投資活動によ
るキャッシュ・フ
ロー

△83 57 △11

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△45,661 △5,055 △55,543
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

162 495 420

２．短期借入金の返済に
よる支出

△1,259 △327 △2,104

３．長期借入金の返済に
よる支出

△36 △40 △72

４．社債の発行による収
入

29,834 － 29,834

５．社債の償還による支
出 

－ － △10,000

６．株式の発行による収
入

70 146 344

７．自己株式の取得によ
る支出

△6 △10 △23

８．配当金の支払額 △2,091 △1,179 △3,232

９．少数株主への配当金
の支払額

△75 △92 △75

10．その他財務活動によ
るキャッシュ・フ
ロー

－ － △600

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

26,597 △1,007 14,490

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

2 △7 6

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

15,888 9,792 9,840

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

38,767 48,866 38,767

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
中間期末（期末）残高

 ※２ 54,915 58,658 48,866
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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　30社

主要な連結子会社の名称

㈱TBSラジオ＆コミュニケーショ

ンズ、㈱TBSテレビ、㈱TBSサービ

ス、㈱TBSビジョン、㈱日音、㈱

緑山スタジオ・シティ、㈱アック

ス、㈱TBS会館

TOKYO　BROADCASTING SYSTEM

INTERNATIONAL,INC.、㈱TBS企画、

赤坂熱供給㈱、㈱TBSプラザ、㈱

東放制作、㈱TBSトライメディア、

㈱赤坂ビデオセンター、㈱ドリ

マックス・テレビジョン、㈱赤坂

グラフィックスアート、㈱TBSメ

ディア総合研究所、㈱TBSサン

ワーク、㈱プロカム、㈱サウン

ズ・アート、㈱ティ・アール・シー、

㈱エフ・アンド・エフ、㈱グラン

マルシェ、㈱テレコム・サウンズ、

㈱横浜ベイスターズ、㈱ジャスク、

㈱ビューキャスト、OXYBOT㈱、TC

エンタテインメント㈱

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、

当中間連結会計期間より、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

㈱TBSラジオ＆コミュニケーショ

ンズ、㈱TBSテレビ、㈱TBSサービ

ス、㈱TBSビジョン、㈱日音、㈱

緑山スタジオ・シティ、㈱アック

ス、㈱TBS会館

TOKYO　BROADCASTING SYSTEM

INTERNATIONAL,INC.、㈱TBS企画、

赤坂熱供給㈱、㈱TBSプラザ、㈱

東放制作、㈱TBSトライメディア、

㈱赤坂ビデオセンター、㈱ドリ

マックス・テレビジョン、㈱赤坂

グラフィックスアート、㈱TBSメ

ディア総合研究所、㈱TBSサン

ワーク、㈱プロカム、㈱サウン

ズ・アート、㈱ティ・アール・シー、

㈱エフ・アンド・エフ、㈱グラン

マルシェ、㈱テレコム・サウンズ、

㈱横浜ベイスターズ、㈱ジャスク、

㈱ビューキャスト、OXYBOT㈱、TC

エンタテインメント㈱

連結子会社の数　30社

主要な連結子会社の名称

㈱TBSラジオ＆コミュニケーショ

ンズ、㈱TBSテレビ、㈱TBSサービ

ス、㈱TBSビジョン、㈱日音、㈱

緑山スタジオ・シティ、㈱アック

ス、㈱TBS会館

TOKYO　BROADCASTING SYSTEM

INTERNATIONAL,INC.、㈱TBS企画、

赤坂熱供給㈱、㈱TBSプラザ、㈱

東放制作、㈱TBSトライメディア、

㈱赤坂ビデオセンター、㈱ドリ

マックス・テレビジョン、㈱赤坂

グラフィックスアート、㈱TBSメ

ディア総合研究所、㈱TBSサン

ワーク、㈱プロカム、㈱サウン

ズ・アート、㈱ティ・アール・シー、

㈱エフ・アンド・エフ、㈱グラン

マルシェ、㈱テレコム・サウンズ、

㈱横浜ベイスターズ、㈱ジャスク、

㈱ビューキャスト、OXYBOT㈱、TC

エンタテインメント㈱

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称

㈱テレパック

なお、非連結子会社20社は、総資産、

売上高、中間純損益、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、

全体としても中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていない。

主要な非連結子会社名称

㈱テレパック

なお、非連結子会社23社は、総資産、

売上高、中間純損益、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、

全体としても中間連結財務諸表に重

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

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

(2)持分法非適用会社 上記１．(2)の非連結子会社20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、

それぞれ中間連結純損益及び利益剰

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23社及

び㈱シー・ティ・ビー・エス等関連

会社40社である。

なお、非連結子会社及び関連会社は、

それぞれ中間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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社のうち、TOKYO

BROADCASTING SYSTEM

INTERNATIONAL, INC.及び㈱横浜ベ

イスターズの中間決算日は平成18年

６月30日である。

中間連結財務諸表作成にあたっては、

同中間決算日現在の財務諸表を使用

している。

ただし、同中間決算日から中間連結

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.及び㈱横浜ベ

イスターズの中間決算日は平成19年

６月30日である。

中間連結財務諸表作成にあたっては、

同中間決算日現在の財務諸表を使用

している。

ただし、同中間決算日から中間連結

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 その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

その他有価証券

時価のあるもの

同　左

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

同　左

時価のないもの

同　左

②　デリバティブ 時価法 同　左 同　左

③　たな卸資産 個別法に基づく原価法によっている。 同　左 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

建物

 ①平成19年３月31日以前に取得し

たもの

 主として旧定額法

 ②平成19年４月１日以降に取得し

たもの

 主として定額法

 建物以外

①平成19年３月31日以前に取得し

たもの

主として旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得し

たもの

主として定率法 

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

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 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （会計方針の変更）

法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３

月30日　法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令

　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に

変更している。

これに伴い、前中間連結会計期間

と同一の方法によった場合と比べ、

売上総利益が70百万円、営業利益

が80百万円、経常利益が80百万円、

税金等調整前中間純利益が80百万

円、中間純利益が47百万円それぞ

れ減少している。

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。

 （追加情報）

なお、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年度

から５年間で均等償却する方法に

よっている。

当該変更に伴い、売上総利益が

147百万円、営業利益が204百万円、

経常利益が204百万円、税金等調

整前中間純利益が204百万円、中

間純利益が121百万円それぞれ減

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。

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。

 同　左 同　左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①　社債発行費 支出時に全額費用として処理してい

る。

───── 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 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、支給見込額のうち当中間連結

会計期間負担額を計上している。

同　左 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

給見込額を計上している。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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、当中間連結

会計期間より「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、税金等調整前中間純利益お

よび中間純利益がそれぞれ148百万

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。

───── （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当中間連

結会計期間末において発生している

と認められる額を計上している。

数理計算上の差異は、翌連結会計年

度に費用処理することとしている。

同　左 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。

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

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。

同　左 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 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

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）。

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③　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

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

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

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

キャッシュ・フローの変動を分

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

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

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）その他の中間連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項

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 同　左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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

期預金としている。

同　左 同　左
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中間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

前中間連結会計期間
　　　（自　平成18年４月１日
　　　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
　　　（自　平成19年４月１日
　　　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
　　　（自　平成18年４月１日
　　　　至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当中間連結会計期間より、「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376,077百万円である。

なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成している。

────── （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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

当中間連結会計期間より、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。 なお前中

間連結会計期間において営業権は、中間連結貸借対照表の

無形固定資産「その他」に50百万円含まれている。

 ──────

（中間連結損益計算書）

当中間連結会計期間より、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、前中間連結会計期間において営業権償却

額は、売上原価の「減価償却費」に７百万円含まれている。

 ──────

（中間連結損益計算書）

 ──────

前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」に

含めて表示していた「売掛債権売却損」（前中間連結会計

期間51百万円、前連結会計年度125百万円）については、営

業外費用総額の100分の10超となったため、当中間連結会計

期間より区分掲記している。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・

フローに独立掲記していた「その他流動資産の減少額（△

増加額）」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、当中間連結会計期間より営業活動によ

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、当中間連結

会計期間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「その他流動資産の減少額（△増加額）」は、298百万円

である。

当中間連結会計期間より、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

中間連結会計期間において営業権償却額は、「減価償却費」

に７百万円含まれている。

 ──────

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間より、売掛債権の

一部について債権流動化を行っており、

当中間連結会計期間末の「受取手形及

び売掛金」は26,353百万円減少してい

る。

────── 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

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

117,245百万円である。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

125,587百万円である。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

120,976百万円である。

　２．偶発債務 　２．偶発債務 　２．偶発債務

(1）保証債務 百万円 (1）保証債務 百万円 (1）保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 7,072

㈱放送衛星システムの

銀行借入金
1,432

㈱ケーブルテレビジョ

ン東京の銀行借入金
1

㈱中国放送のリース契

約に対する連帯保証
1,249

㈱あいテレビのリース

契約に対する連帯保証
1,088

計 10,844

従業員の住宅ローン 6,800

㈱放送衛星システムの

銀行借入金
1,126

㈱中国放送のリース契

約に対する連帯保証
1,072

㈱あいテレビのリース

契約に対する連帯保証
934

計 9,934

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 ※３．担保に供している資産

百万円

機械装置及び運搬具 379
───── 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3百万円

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

 

同　左

  

なお、投資先であるイー・モバイル㈱

の銀行借入のため、同社株式2,116百万

円を担保として提供している。

投資先であるイー・モバイル㈱の銀行

借入のため、同社株式1,058百万円を担

保として提供している。

　４．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、当中間連結会計期間末

現在において、本契約に基づく借入金

残高はない。

　４．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、当中間連結会計期間末

現在において、本契約に基づく借入金

残高はない。

　４．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。

※５．中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理している。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含

まれている。

受取手形　　　　　　　201百万円

※５．中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理している。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含

まれている。

  受取手形　　　　     240百万円

※５．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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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 5,805

代理店手数料 19,881

広告宣伝費 879

業務委託費 1,795

退職給付費用 323

減価償却費 854

役員賞与引当金繰入額 148

※１．販売費及び一般管理費の主な内容

 百万円

人件費 5,954

代理店手数料 20,232

広告宣伝費 1,299

業務委託費 1,711

退職給付費用 203

減価償却費 760

役員賞与引当金繰入額 156

※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

減価償却費 1,608

役員賞与引当金繰入額 322

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳　　　　

百万円

建物 13

計 13

百万円

建物 74

計 74

百万円

建物 463

構築物 8

工具器具備品 0

計 472
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

１．発行済株式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）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 190,138,968 36,000 － 190,174,968

合計 190,138,968 36,000 － 190,174,968

自己株式

普通株式（注）２ 398,968 2,443 － 401,411

合計 398,968 2,443 － 401,411

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加36,000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2,443株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

２．新株予約権及び自己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（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成17年新株予約権 普通株式 20,000,000 － － 20,000,000 600

ストック・オプションとして

の平成12年新株予約権
普通株式 225,000 － 225,000 － －

ストック・オプションとして

の平成13年新株予約権
普通株式 315,000 － 4,000 311,000 －

ストック・オプションとして

の平成14年新株予約権
普通株式 339,000 － 339,000 － －

ストック・オプションとして

の平成15年新株予約権
普通株式 88,000 － 17,000 71,000 －

ストック・オプションとして

の平成16年新株予約権
普通株式 292,000 － 12,000 280,000 －

ストック・オプションとして

の平成17年新株予約権
普通株式 296,000 － － 296,000 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 600

（注）１．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載している。

２．提出会社の減少の内訳は次のとおりである。

平成12年新株予約権の減少は権利の失効によるものである。

平成13年、平成15年、平成16年新株予約権の減少は権利行使によるものである。

平成14年新株予約権の減少は権利行使によるものが3,000株、権利の失効によるものが336,000株である。

３．平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していない。
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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29日

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 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18年11月15日

取締役会
普通株式 1,140 利益剰余金 6 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 190,307,968 71,000 － 190,378,968

合計 190,307,968 71,000 － 190,378,968

自己株式

普通株式（注）２ 405,817 2,798 － 408,615

合計 405,817 2,798 － 408,615

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加71,000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2,798株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

２．新株予約権及び自己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（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の平成13年新株予約権
普通株式 276,000 － 276,000 － －

ストック・オプションとして

の平成15年新株予約権
普通株式 57,000 － 57,000 － －

ストック・オプションとして

の平成16年新株予約権
普通株式 196,000 － 12,000 184,000 －

ストック・オプションとして

の平成17年新株予約権
普通株式 296,000 － 8,000 288,000 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

（注）１．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載している。

２．提出会社の減少の内訳は次のとおりである。

平成13年新株予約権の減少は権利行使によるものが25,000株、権利の失効によるものが251,000株である。

平成15年新株予約権の減少は権利行使によるものが26,000株、権利の失効によるものが31,000株である。

平成16年、平成17年新株予約権の減少は権利行使によるものである。

 

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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 1,141 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 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11月14日

取締役会
普通株式 2,284 利益剰余金 12 平成19年９月30日 平成19年12月10日
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前連結会計年度（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．新株予約権及び自己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（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 普通株式 20,000,000 － 20,000,000 － －

ストック・オプションとして

の平成12年新株予約権
普通株式 225,000 － 225,000 － －

ストック・オプションとして

の平成13年新株予約権
普通株式 315,000 － 39,000 276,000 －

ストック・オプションとして

の平成14年新株予約権
普通株式 339,000 － 339,000 － －

ストック・オプションとして

の平成15年新株予約権
普通株式 88,000 － 31,000 57,000 －

ストック・オプションとして

の平成16年新株予約権
普通株式 292,000 － 96,000 196,000 －

ストック・オプションとして

の平成17年新株予約権
普通株式 296,000 － － 296,000 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

（注）１．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載している。

２．提出会社の減少の内訳は次のとおりである。

平成12年新株予約権の減少は権利の失効によるものである。

平成13年、平成15年、平成16年新株予約権の減少は権利行使によるものである。

平成14年新株予約権の減少は権利行使によるものが3,000株、権利の失効によるものが336,000株である。

３．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。
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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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───── ───── ※１．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中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係

※２．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係

※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9月30日現在） （平成19年9月30日現在） （平成19年3月31日現在）

現金及び預金勘定 55,007百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
　  △92百万円

現金及び現金同等物 54,915百万円

現金及び預金勘定   58,820百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
　 △161百万円

現金及び現金同等物   58,658百万円

現金及び預金勘定  48,946百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
  △80百万円

現金及び現金同等物 48,866百万円

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 36 －



（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

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

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

建物及び構
築物

130 101 29

機械装置及
び運搬具

8,747 7,518 1,228

工具器具備
品その他

1,480 644 836

合計 10,359 8,263 2,095

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

建物及び構
築物

57 57 －

機械装置及
び運搬具

2,626 1,982 643

工具器具備
品その他

1,365 691 673

合計 4,049 2,731 1,317

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

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

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。

同　左 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　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

（百万円）

１年内 988

１年超 1,107

合計 2,095

（百万円）

１年内 633

１年超 684

合計 1,317

（百万円）

１年内 760

１年超 777

合計 1,538

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間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。

同　左 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 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 983

減価償却費相当額 983

（百万円）

支払リース料 431

減価償却費相当額 431

（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

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。

④　減価償却費相当額の算定方法

同　左

④　減価償却費相当額の算定方法

同　左
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
中間連結貸借対照表計

上額
差額

（百万円） （百万円） （百万円）

(1）株式 84,861 195,230 110,368

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 449 461 12

合計 85,311 195,691 110,380

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計

上額

（百万円）

(1）非連結子会社株式及び関連会社株式 6,445

(2）その他有価証券

①　非上場株式 17,336

②　コマーシャル・ペーパー 22,491

合計 46,273

（当中間連結会計期間末）（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
中間連結貸借対照表計

上額
差額

（百万円） （百万円） （百万円）

(1）株式 86,529 177,024 90,495

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 430 508 78

合計 86,959 177,533 90,574

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計

上額

（百万円）

(1）非連結子会社株式及び関連会社株式 6,797

(2）その他有価証券

①　非上場株式 27,700

合計 34,497
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（前連結会計年度末）（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

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

（百万円） （百万円） （百万円）

(1）株式 89,606 200,265 110,659

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 420 521 100

合計 90,027 200,786 110,759

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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

合計 33,014

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日

　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　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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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
129,466 24,273 1,222 142 155,105 － 155,105

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,033 3,383 2,458 756 7,632 △7,632 －

計 130,500 27,657 3,680 899 162,738 △7,632 155,105

営業費用 123,053 24,351 3,306 858 151,569 △7,640 143,929

営業利益 7,447 3,305 374 41 11,168 8 11,176

 

　（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．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。

４．会計方針の変更

　「中間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、当中間連結会計期間よ

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て、「放送事業」の営業費用が88百万円、「映像・文化事業」の営業

費用が52百万円、「不動産事業」の営業費用が４百万円、「その他事業」の営業費用が３百万円増加し、各事

業区分の営業利益が同額減少している。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
130,028 27,409 1,279 144 158,861 － 158,861

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,042 2,400 1,937 769 6,149 △6,149 －

計 131,070 29,809 3,216 913 165,010 △6,149 158,861

営業費用 124,262 26,160 2,839 886 154,148 △6,154 147,993

営業利益 6,808 3,649 376 27 10,862 5 10,867

 

　（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．会計方針の変更

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産の減価償却の方法を、改正後の法人税法に基づく方法に変

更している。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64百万円、「映像・

文化事業」の営業費用が12百万円、「不動産事業」の営業費用が２百万円増加し、各事業区分の営業利益が同

額減少している。

　また、「追加情報」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年度から５年間で均等償却す

る方法によっている。この結果、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148百万円、

「不動産事業」の営業費用が55百万円増加し、各事業区分の営業利益が同額減少している。
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前連結会計年度（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）

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

　（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。

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

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）、及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計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

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）、及び前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 1,984.49円

１株当たり中間純利益     34.38円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
34.33円

１株当たり純資産額   1,986.82円

１株当たり中間純利益     36.36円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
36.30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株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりである。

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（百万円） 6,523 6,906 13,299

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
6,523 6,906 13,299

期中平均株式数（千株） 189,757 189,947 189,787

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（千株） 243 278 314

（うち新株予約権） (205) (226) (244)

（うち新株引受権） (38) (51) (70)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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））。

 ──── 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））。

（重要な後発事象）

 該当事項はない。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

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）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

   １.現金及び預金 51,577 55,030 44,421

   ２.受取手形  ※６ 711 696 706

   ３.売掛金  34,097 33,968 38,982

   ４.有価証券 22,491 － －

   ５.たな卸資産 7,332 5,676 6,388

   ６.その他 10,270 9,962 9,577

貸倒引当金 △11 △3 △8

流動資産合計 126,469 23.6 105,330 20.4 100,068 18.7

Ⅱ　固定資産

   １.有形固定資産 ※１

(1) 建物 107,907 107,380 107,112

(2) 機械及び装置 67,281 69,011 68,482

(3) 土地 75,376 75,377 75,376

(4) 建設仮勘定 24,239 36,708 36,093

(5) その他 18,416 19,824 19,234

減価償却累計額 △110,484 182,737 △118,269 190,031 △114,033 192,265

   ２.無形固定資産 5,498 5,428 5,618

   ３.投資その他の資産

(1)投資有価証券  ※３ 204,189 197,773 219,268

(2)関係会社株式 20,603 21,349 20,676

(3)長期貸付金 128 680 709

(4)その他  6,678 6,056 6,729

貸倒引当金 △262 △274 △274

投資評価引当金 △10,624 220,711 △10,739 214,847 △10,739 236,370

固定資産合計 408,947 76.4 410,307 79.6 434,253 81.3

資産合計 535,417 100.0 515,638 100.0 534,322 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

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）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

   １.買掛金 31,208 31,510 32,432

   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 － －

   ４.短期借入金 22,256 23,090 21,933

   ５.未払金 12,001 12,890 16,411

   ６.未払法人税等 1,768 2,985 1,453

   ７.未払消費税等 ※４ 325 299 528

   ８.役員賞与引当金 50 50 100

   ９.その他 2,500 1,877 2,071

流動負債合計 80,111 15.0 82,703 16.0 84,930 15.9

Ⅱ　固定負債

   １.社債 30,000 30,000 30,000

   ２.長期借入金 30,000 20,000 20,000

   ３.退職給付引当金 7,975 8,121 8,022

   ４.繰延税金負債 31,558 24,700 31,907

   ５.その他 6,073 2,057 6,035

固定負債合計 105,608 19.7 84,879 16.5 95,965 18.0

負債合計 185,719 34.7 167,582 32.5 180,896 33.9

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

  １.資本金  54,720 10.2 54,930 10.6 54,857 10.2

  ２.資本剰余金  

(1)資本準備金  54,759 54,970 54,897

(2)その他資本剰余金  1,667 1,667 1,667

資本剰余金合計  56,427 10.5 56,637 11.0 56,564 10.6

  ３.利益剰余金  

(1)利益準備金  4,217 4,217 4,217

(2)その他利益剰余金  

別途積立金  164,312 172,312 164,312

繰越利益剰余金  8,439 9,064 11,894

利益剰余金合計  176,969 33.1 185,594 36.0 180,424 33.8

   ４.自己株式  △29 △0.0 △56 △0.0 △45 △0.0

株主資本合計  288,088 53.8 297,106 57.6 291,800 54.6

Ⅱ　評価・換算差額等  

  １. その他有価証券評価　　
差額金

 60,886 11.4 49,910 9.7 61,365 11.5

  ２. 繰延ヘッジ損益  122 0.0 1,038 0.2 260 0.0

評価・換算差額等合計  61,009 11.4 50,948 9.9 61,625 11.5

Ⅲ　新株予約権  600 0.1 －  －  

純資産合計  349,697 65.3 348,055 67.5 353,425 66.1

負債純資産合計  535,417 100.0 515,638 100.0 534,322 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　事業収入 135,864 100.0 137,132 100.0 277,400 100.0

Ⅱ　事業費 96,429 71.0 96,705 70.5 194,770 70.2

売上総利益 39,435 29.0 40,427 29.5 82,630 29.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 31,083 22.9 31,796 23.2 64,400 23.2

営業利益 8,352 6.1 8,630 6.3 18,229 6.6

Ⅳ　営業外収益

   １.受取利息 30 104 118

   ２.有価証券利息 17 4 43

   ３.その他 ※１ 1,743 1,790 1.3 2,391 2,500 1.8 2,789 2,951 1.1

Ⅴ　営業外費用

   １.支払手数料 28 20 149

   ２.支払利息 35 132 119

   ３.社債利息 199 286 514

   ４.社債発行費 165 － 165

   ５.固定資産除却損 138 91 341

   ６.その他 56 623 0.4 99 629 0.5 157 1,448 0.6

経常利益 9,519 7.0 10,501 7.7 19,732 7.1

Ⅵ　特別利益

 　投資有価証券売却益 23 23 0.0 2,060 2,060 1.5 165 165 0.1

Ⅶ　特別損失

 １.年金訴訟和解金  － － 990

 ２.年金制度移行解決金  － 70 860

 ３.固定資産除却損 ※３ 13 74 472

 ４.投資評価引当金繰入 320 － 435

   ５.投資有価証券評価損 6 2,383 140

   ６.関係会社清算損 － 340 0.2 － 2,528 1.8 16 2,915 1.1

税引前中間(当期)　　
純利益

9,203 6.8 10,033 7.3 16,982 6.1

法人税、住民税及び　
事業税

1,540 3,000 5,346

法人税等調整額 1,892 3,432 2.6 722 3,722 2.7 1,269 6,615 2.4

中間(当期)純利益 5,771 4.2 6,311 4.6 10,367 3.7
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 35 35  35      70

別途積立金の積立て（注）      7,000 △7,000 －  －

剰余金の配当（注）       △2,091 △2,091  △2,091

役員賞与（注）       △80 △80  △80

中間純利益       5,771 5,771  5,771

自己株式の取得         △6 △6

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
35 35 － 35 － 7,000 △3,399 3,600 △6 3,663

平成18年９月30日　残高

（百万円）
54,720 54,759 1,667 56,427 4,217 164,312 8,439 176,969 △29 288,088

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行     70

別途積立金の積立て（注）     －

剰余金の配当（注）     △2,091

役員賞与（注）     △80

中間純利益     5,771

自己株式の取得     △6

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△6,429 122 △6,306 － △6,306

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△6,429 122 △6,306 － △2,642

平成18年９月30日　残高

（百万円）
60,886 122 61,009 600 349,697

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 73 73  73      146

別途積立金の積立て      8,000 △8,000 －  －

剰余金の配当       △1,141 △1,141  △1,141

中間純利益       6,311 6,311  6,311

自己株式の取得         △10 △10

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
73 73 － 73 － 8,000 △2,829 5,170 △10 5,306

平成19年９月30日　残高

（百万円）
54,930 54,970 1,667 56,637 4,217 172,312 9,064 185,594 △56 297,106

評価・換算差額等

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19年３月31日　残高

（百万円）
61,365 260 61,625 353,425

中間会計期間中の変動額

新株の発行    146

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △1,141

中間純利益    6,311

自己株式の取得    △10

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△11,454 777 △10,676 △10,676

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△11,454 777 △10,676 △5,370

平成19年９月30日　残高

（百万円）
49,910 1,038 50,948 348,055
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　左

１．資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　左

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

その他有価証券

時価のあるもの

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

(ロ）デリバティブ

時価法

(ロ）デリバティブ

同　左

(ロ）デリバティブ

同　左

(ハ）たな卸資産

番組及び仕掛品

個別法による原価法を採用し

ている。

(ハ）たな卸資産

番組及び仕掛品

同　左

(ハ）たな卸資産

番組及び仕掛品

同　左

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

同　左

貯蔵品

同　左

２．固定資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

定率法を採用している。（ただ

し建物については定額法）

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

２．固定資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

 建物

①平成19年３月31日以前に取得した

もの

旧定額法

②平成19年４月１日以降に取得した

もの

定額法

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得した

もの

旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得した

もの

定率法 

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

２．固定資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

定率法を採用している。（ただ

し建物については定額法）

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
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （会計方針の変更）

法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　

法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月30

日　政令第83号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に

変更している。

これに伴い、前中間会計期間と同一の

方法によった場合と比べ、売上総利益

が43百万円、営業利益が49百万円、経

常利益が49百万円、税引前中間純利益

が49百万円、中間純利益が29百万円そ

れぞれ減少している。

 （追加情報）

なお、平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年度から５年間で

均等償却する方法によっている。

当該変更に伴い、売上総利益が182百

万円、営業利益が195百万円、経常利

益が195百万円、税引前中間純利益が

195百万円、中間純利益が116百万円そ

れぞれ減少している。 

(ロ）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。

(ロ）無形固定資産

同　左

(ロ）無形固定資産

同　左

３．繰延資産の処理方法 ３．繰延資産の処理方法 ３．繰延資産の処理方法

(イ）社債発行費

支出時に全額費用として処理し

ている。

────── (イ）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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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．引当金の計上基準

(イ）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。

４．引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同　左

４．引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同　左

(ロ）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、支給見込額のうち当

中間会計期間負担額を計上して

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、当中間会計期間よ

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、税引前中間純利益

および中間純利益がそれぞれ50百万円

減少している。

(ロ）役員賞与引当金

同　左

──────

(ロ）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。

(ハ）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、当中間

会計期間末に発生していると認

められる額を計上している。

数理計算上の差異は、翌事業年

度に費用処理することとしてい

る。

(ハ）退職給付引当金

同　左

(ハ）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。

(ニ）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。

(ニ）投資評価引当金

同　左

(ニ）投資評価引当金

同　左
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．外貨建資産負債の本邦通貨への換

算基準

外貨建金銭債権債務は、中間期末

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。

５．外貨建資産負債の本邦通貨への換

算基準

同　左

５．外貨建資産負債の本邦通貨への換

算基準

外貨建債権債務は、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。

６．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。

６．リース取引の処理方法

同　左

６．リース取引の処理方法

同　左

７．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。

７．ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

同　左

７．ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

同　左

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）。

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）。

ヘッジ手段

　　　　同　左

 

 

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。

ヘッジ対象

同　左

ヘッジ対象

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

為替変動リスク

同　左

ヘッジ方針

為替変動リスク

同　左

金利変動リスク

発行する社債及び借入金の利

息削減の為、固定金利と変動

金利を交換。

金利変動リスク

同　左

金利変動リスク

同　左
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── 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

ヘッジの有効性の評価方法

キャッシュ・フローの変動を分

析。6ヶ月毎に測定し、単月・

累計で記録している。ただし、

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。

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。た

だし、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。

ヘッジの有効性の評価方法

同　左

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。

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

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．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理について

消費税および地方消費税の会計

処理は税抜方式によっている。

８．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理について

同　左

８．その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理について

同　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
　　　（自　平成18年４月１日
　　　　至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
　　　（自　平成19年４月１日
　　　　至　平成19年９月30日）

前事業年度
　　　（自　平成18年４月１日
　　　　至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当中間会計期間より、「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348,974百万円である。

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成し

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

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間より、売掛債権の一部

について債権流動化を行っており、当

中間会計期間末の「売掛金」は26,353

百万円減少している。

────── 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

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の国庫補

助金の受入等による控

除額

百万円

機械及び装置 78

その他の有形固定

資産
164

百万円

機械及び装置 75

その他の有形固定

資産
164

百万円

機械及び装置 75

その他の有形固定

資産
164

２．偶発債務 百万円 百万円 百万円

保証債務 従業員の住宅ロー

ン
7,072

㈱ケーブルテレビ

ジョン東京の銀行

借入額

1

㈱放送衛星システ

ムの銀行借入額
1,432

㈱中国放送のリー

ス契約に対する連

帯保証

1,249

㈱あいテレビの

リース契約に対す

る連帯保証

1,088

計 10,844

従業員の住宅ロー

ン
6,800

㈱放送衛星システ

ムの銀行借入額
1,126

㈱中国放送のリー

ス契約に対する連

帯保証

1,072

㈱あいテレビの

リース契約に対す

る連帯保証

934

計 9,934

従業員の住宅ロー

ン
6,955

㈱放送衛星システ

ムの銀行借入額
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 投資先であるイー・モバイル㈱の銀

行借入のため、同社株式2,116百万

円を担保として提供している。

投資先であるイー・モバイル㈱の銀

行借入のため、同社株式1,058百万

円を担保として提供している。

同　左

    

※４．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、未払消費税等として表示

している。

同　左 ─────

    

　５．コミットメントライン 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、

当中間会計期間末現在において、

本契約に基づく借入金残高はない。

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、

当中間会計期間末現在において、

本契約に基づく借入金残高はない。

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。

    

※６．期末日満期手形 中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理して

いる。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期

末残高に含まれている。

受取手形　　　　148百万円

中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理して

いる。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期

末残高に含まれている。

受取手形　　　　201百万円

当事業年度末日満期手形の会計処

理は、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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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益の「その

他」

営業外収益の「その他」には受取配

当金1,571百万円が含まれている。

営業外収益の「その他」には受取配

当金2,231百万円が含まれている。

営業外収益の「その他」には受取配

当金2,462百万円が含まれている。

　２．減価償却実施額

有形固定資産   5,379百万円     5,146百万円 11,817百万円

無形固定資産   1,029百万円 1,024百万円          1,976百万円

※３．固定資産除却損の内訳  百万円

建物 13

　計 13

 百万円

建物 74

　計  74

 百万円

建物 463 

構築物 8 

工具器具備品 0 

　計 472 

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 8,296 2,443 － 10,739

合計 8,296 2,443 － 10,739

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,443株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 15,145 2,798 － 17,943

合計 15,145 2,798 － 17,943

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,798株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

前事業年度（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 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。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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中間期

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中間期

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

機械及び

装置
その他 合計

百万円 百万円 百万円

取得価額相

当額
6,582 330 6,913

減価償却累

計額相当額
6,148 182 6,330

中間期末残

高相当額
434 148 582

機械及び

装置
その他 合計

百万円 百万円 百万円

取得価額相

当額
1,483 304 1,788

減価償却累

計額相当額
1,331 184 1,515

中間期末残

高相当額
152 120 272

機械及び

装置
その他 合計

百万円 百万円 百万円

取得価額相

当額
1,538 279 1,817

減価償却累

計額相当額
1,250 156 1,407

期末残高相

当額
287 123 410

（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

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。

（注）　　　同　左 （注）　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．未経過リース料中間期末残高　

相当額

２．未経過リース料中間期末残高　

相当額

２．未経過リース料期末残高　　　

相当額

１年内    354百万円

１年超   227百万円

合計   582百万円

１年内 185百万円

１年超 87百万円

合計  272百万円

１年内    306百万円

１年超  104百万円

合計    410百万円

（注）　未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

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。

（注）　　　同　左 （注）　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

３．支払リース料及び減価償却費　

相当額

支払リース料 606百万円

減価償却費相当

額
  606百万円

支払リース料 171百万円

減価償却費相当

額
171百万円

支払リース料    803百万円

減価償却費相当

額
  803百万円

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

ている。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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  1,835.77円

１株当たり中間純利益 30.35円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
  30.31円

１株当たり純資産額   1,828.40円

１株当たり中間純利益  33.16円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
    33.11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株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりである。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（百万円） 5,771 6,311 10,367

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
5,771 6,311 10,367

期中平均株式数（千株） 190,147 190,338 190,178

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（千株） 243 278 314

（うち新株予約権） (205) (226) (244)

（うち新株引受権） (38) (51) (70) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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））。

──── 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））。

（重要な後発事象）

 該当事項はない。

 

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 59 －



６．その他
事業収入内訳 

 （単位：百万円）

区分 前中間会計期間 当中間会計期間 比較 伸率

％

 テレビ 120,735 120,623 △112 △0.1

 タイム・番組制作 64,931 65,761 829 1.3

 タイム 31,843 33,188 1,344 4.2

 番組制作 33,088 32,572 △515 △1.6

 スポット 50,003 49,073 △929 △1.9

 その他 5,800 5,788 △11 △0.2

 事業 12,806 14,229 1,423 11.1

 不動産 2,322 2,278 △44 △1.9

合計 135,864 137,132 1,267 0.9
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