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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 6,273 △0.8 322 △47.7 285 △50.1 121 △82.7

19年３月期第３四半期 6,321 12.3 616 55.6 570 68.9 701 561.2

19年３月期 8,508 5.0 855 △8.5 807 △4.7 839 187.4

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 1,810 28 －  

19年３月期第３四半期 10,467 63 －  

19年３月期 12,523 20 －  

(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

20年３月期第３四半期 15,358 8,597 56.0 128,286 98

19年３月期第３四半期 16,859 8,474 50.3 126,456 23

19年３月期 16,811 8,612 51.2 128,510 74

(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

20年３月期第３四半期 585 △774 △964 2,051

19年３月期第３四半期 1,987 △142 △878 3,072

19年３月期 2,653 △296 △1,258 3,204

２．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）　【参考】

  通期の業績については、当第３四半期の現時点において、平成19年５月10日に公表致しました業績予想から変更はあ

りません。

 （％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 9,380 10.2 890 4.0 830 2.7 490 △41.6 7,311 90
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３．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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

　（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】　４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報　　

　当第３四半期における、当社グループの経営成績は以下のとおり進捗しております。

　放送サービス事業においては、平成19年７月より地域の生活情報ポータルサイト「まちクル＠名古屋」を開設、同10

月からはコミュニティチャンネル（自主制作番組）のデジタル放送を開始するなど、地域の「生活情報メディア」とし

て事業活動を展開いたしました。販売活動においては、営業拠点展開及び外部組織を活用した営業施策が成果をあげ、

新規加入者数が前年同期比20.3％増となり、工事料収入は11.1％の増収となりました。解約を差し引いた純増数も同

26.9％増、また、デジタル化率も8.8ポイント増加し、総加入者数に占めるデジタル加入者の構成比は約50％となり、利

用料収入が同7.8％の増収となりました。電波障害改善業務については、大型物件の新規建設の減少により、受注件数及

び受注規模が縮小したため同20.0％の減収となりました。また、自社媒体による広告収入は他社媒体との競合激化によ

り同5.5％減となりました。これにより、放送サービス事業の売上高は4,948,761千円（前年同期比0.3％減）となりまし

た。

　通信関連事業においても、放送サービス同様に積極的な販売活動に努めた結果、新規加入者数は前年同期比11.4％増

となりましたが、解約を差し引いた純増数は、解約率の上昇によりほぼ前年同期と同水準となりました。これにより、

通信関連事業の売上高は923,345千円（前年同期比1.8％増）となりました。

　映画興行事業においては、上映作品がヒット作に恵まれず入場者数が低迷、売上高は401,594千円（前年同期比11.4％

減）となりました。

　以上の結果、当第３四半期の業績につきましては、売上高6,273,702千円（前年同期比0.8％減）、販売費及び一般管

理費1,921,730千円（同6.5％増）、営業利益322,390千円（同47.7％減）、経常利益285,151千円（同50.1％減）、第３

四半期純利益は121,313千円（同82.7％減）となりました。なお、前第３四半期において固定資産売却益（1,333,021千

円）を特別利益に計上しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期までの営業活動の結果得られた資金は585,917千円となりました。これは主に、固定資産の減価償却費の

内部留保及び当期純利益の計上によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当第３四半期までの投資活動の結果使用した資金は774,313千円となりました。これは主に、伝送路等有形固定資産の

取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当第３四半期までの財務活動の結果使用した資金は964,389千円となりました。これは主に、借入金の返済と配当金の

支払いによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績については、当第３四半期の現時点において、平成19年５月10日の決算発表時の業績予想から変更はあり

ません。

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）

　該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　財務諸表等の作成に際しては、中間連結財務諸表規則に準拠しておりますが、以下の事項について簡便な方法を採用

しております。

 法人税等の計上基準は法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

 また、引当金の計上基準等に一部簡便な方法を採用しております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　該当事項はありません。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前第３四半期末

（平成19年３月期

第３四半期末）

当第３四半期末

（平成20年３月期

第３四半期末）

増減

（参考）

前連結会計年度末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

　１　現金及び預金 3,072,384 2,051,430 △1,020,953 △33.2 3,204,215

　２　受取手形及び売掛金 1,306,569 1,125,980 △180,589 △13.8 1,129,685

　３　たな卸資産 10,686 3,177 △7,508 △70.3 3,056

　４　繰延税金資産 68,386 46,549 △21,836 △31.9 71,732

　５　その他 267,552 499,248 231,695 86.6 251,926

　６　貸倒引当金 △9,413 △9,180 233 △2.5 △6,530

　　流動資産合計 4,716,166 3,717,206 △998,959 △21.2 4,654,085

Ⅱ　固定資産      

　１　有形固定資産 11,535,373 11,068,251 △467,122 △4.0 11,552,384

　２　無形固定資産 167,078 117,386 △49,692 △29.7 161,796

　３　投資その他の資産 440,840 455,920 15,080 3.4 443,657

　　固定資産合計 12,143,292 11,641,558 △501,734 △4.1 12,157,838

　　資産合計 16,859,458 15,358,764 △1,500,693 △8.9 16,811,924
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科目

前第３四半期末

（平成19年３月期

第３四半期末）

当第３四半期末

（平成20年３月期

第３四半期末）

増減

（参考）

前連結会計年度末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

　１　支払手形及び買掛金 588,340 549,964 △38,375 △6.5 563,491

　２　短期借入金 100,000 100,000 － － 100,000

　３　１年内返済予定長期借入金 1,159,994 815,844 △344,150 29.7 1,000,944

　４　賞与引当金 28,221 30,119 1,898 6.7 56,095

　５　その他 1,263,259 1,147,442 △115,816 △9.2 1,446,963

　　流動負債合計 3,139,814 2,643,370 △496,443 △15.8 3,167,495

Ⅱ　固定負債      

　１　社債 1,330,000 1,000,000 △330,000 △24.8 1,330,000

　２　長期借入金 3,799,573 2,993,729 △805,844 △21.2 3,579,362

　３　退職給付引当金 45,643 47,571 1,928 4.2 48,947

　４　役員退職慰労引当金 70,090 － △70,090 － 74,100

　５　その他 － 77,070 77,070 － －

　　固定負債合計 5,245,306 4,118,370 △1,126,935 △21.5 5,032,409

　　負債合計 8,385,120 6,761,741 △1,623,379 △19.4 8,199,905

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　１　資本金 2,685,005 2,685,005 － － 2,685,005

　２　資本剰余金 2,339,683 2,339,683 － － 2,339,683

　３　利益剰余金 3,450,100 3,574,806 124,705 3.6 3,587,853

　４　自己株式 △332 － 332 － △332

　　株主資本合計 8,474,456 8,599,494 125,037 1.5 8,612,208

Ⅱ　評価・換算差額等      

　１　その他有価証券評価差額金 △118 △2,471 △2,352 － △190

　　評価・換算差額等合計 △118 △2,471 △2,352 － △190

　　純資産合計 8,474,337 8,597,023 122,685 1.4 8,612,018

　　負債純資産合計 16,859,458 15,358,764 △1,500,693 △8.9 16,811,924
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期

（平成19年３月期

第３四半期）

当第３四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

増減

（参考）

前連結会計年度

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 6,321,665 6,273,702 △47,963 △0.8 8,508,828

Ⅱ　売上原価 3,900,949 4,029,581 128,632 3.3 5,235,001

　　　売上総利益 2,420,716 2,244,121 △176,595 △7.3 3,273,826

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,804,698 1,921,730 117,031 6.5 2,417,875

　　　営業利益 616,017 322,390 △293,626 △47.7 855,950

Ⅳ　営業外収益 20,215 14,494 △5,720 △28.3 41,395

Ⅴ　営業外費用 65,331 51,734 △13,597 △20.8 89,539

　　　経常利益 570,901 285,151 △285,750 △50.1 807,806

Ⅵ　特別利益 1,345,993 107 △1,345,885 － 1,345,781

Ⅶ　特別損失 709,453 65,706 △643,747 △90.7 717,204

　　　税金等調整前四半期（当期）

純利益
1,207,441 219,552 △987,889 △81.8 1,436,383

　　　法人税、住民税及び事業税 488,061 69,816 △418,244 △85.7 585,215

　　　法人税等調整額 17,902 28,421 10,519 58.8 11,937

　　　四半期（当期）純利益 701,477 121,313 △580,163 △82.7 839,229
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(3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期

（平成19年３月期

第３四半期）

当第３四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）

前連結会計年度

（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

　　　税金等調整前四半期（当期）純利益 1,207,441 219,552 1,436,383

　　　減価償却費 1,093,127 1,083,863 1,448,820

　　　貸倒引当金の増減額（減少：△） △336 5,715 △542

　　　賞与引当金の増減額（減少：△） △25,753 △25,976 2,120

　　　退職給付引当金の増減額（減少：△） △519 △1,376 2,785

　　　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△) △47,710 △74,100 △43,700

　　　受取利息及び受取配当金 △2,489 △5,796 △4,139

　　　支払利息 53,793 47,047 74,609

　　　固定資産売却益 △1,333,021 － △1,333,021

　　　固定資産除却損 704,027 3,043 711,611

　　　売上債権の増減額（増加：△） 411,518 638 585,725

　　　仕入債務の増減額（減少：△） △26,608 △13,526 △51,457

　　　前受金の増減額（減少：△） △13,854 53,671 △17,484

　　　未払金の増減額（減少：△） 34,592 △9,623 49,072

　　　長期未払金の増減額（減少：△） － 77,070 －

　　　その他（純増） 87,139 56,784 △33,727

小計 2,141,347 1,416,988 2,827,055

　　　利息及び配当金の受取額 2,489 5,796 4,139

　　　利息の支払額 △53,326 △46,732 △74,412

　　　法人税等の支払額 △126,621 △790,135 △126,950

　　　還付法人税等の受取額 23,624 － 23,624

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,987,514 585,917 2,653,457
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前第３四半期

（平成19年３月期

第３四半期）

当第３四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）

前連結会計年度

（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 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 △2,002,374 △727,633 △2,153,269

　　　有形固定資産の売却による収入 1,961,369 － 1,961,369

　　　無形固定資産の取得による支出 △32,756 △18,679 △33,345

　　　長期前払費用の取得による支出 △6,874 △15,080 △10,146

　　  投資有価証券の取得による支出 － △13,000 －

　　　保証金の差入による支出 △61,982 △137 △62,096

　　　その他（純額） 469 217 538

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △142,149 △774,313 △296,950

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（純減：△） △800,000 － △800,000

　　　長期借入による収入 800,000 － 800,000

　　　長期借入金の返済による支出 △708,533 △770,733 △1,087,794

　　　社債の償還による支出 △60,000 △60,000 △60,000

　　　配当金の支払額 △110,248 △133,656 △110,297

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △878,781 △964,389 △1,258,091

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 966,583 △1,152,784 1,098,414

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,105,801 3,204,215 2,105,801

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期（期末）残高 3,072,384 2,051,430 3,204,215

ｽﾀｰｷｬｯﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ㈱　(4339)　平成 20 年３月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 8 －


