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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 315,175 △1.1 20,624 △18.6 23,088 △11.9 19,022 43.0

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 100 14 100 04 5.1 4.2 6.5

19年３月期 70 07 69 96 3.5 4.7 7.9

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △90百万円 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

20年３月期 537,211 360,376 66.6 1,884 02

19年３月期 567,722 385,298 67.4 2,016 23

（参考）自己資本 20年３月期 357,956百万円 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

20年３月期 21,174 △27,011 △12,973 29,764

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 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結） （基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 6 00 6 00 12 00 2,282 17.1 0.6
20年３月期 12 00 12 00 24 00 4,568 24.0 1.2

21年３月期(予想) 8 00 8 00 16 00 － 20.3 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 162,500 2.3 10,000 △8.0 11,000 △11.7 6,500 △5.9 34 21

通     期 325,000 3.1 24,000 16.4 25,000 8.3 15,000 △21.1 78 95
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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、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」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） 20年３月期 190,406,968株 19年３月期 190,307,968株

②　期末自己株式数 20年３月期 410,731株 19年３月期 405,817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、55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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 271,404 △2.2 15,231 △16.4 17,994 △8.8 17,174 65.7

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

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

20年３月期 90 23 90 13

19年３月期 54 52 54 43

(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

20年３月期 508,463 328,633 64.6 1,726 14

19年３月期 534,322 353,425 66.1 1,857 27

（参考）自己資本 20年３月期 328,633百万円 19年３月期 353,425百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 141,000 2.8 8,000 △7.3 9,000 △14.3 6,000 △4.9 31 51

通　　 期 282,000 3.9 19,500 28.0 21,000 16.7 13,500 △21.4 70 91

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は５ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1)経営成績に関する分析

 ①当期の経営成績

  当連結会計年度における日本経済は、緩やかな回復基調が続いたものの、米国におけるサブプライムローン問題の深

刻化を背景にした株価の大幅下落や、原油と原材料の高騰、さらに急速に進んだ円高ドル安などの影響を受けて、後半

から景気の下振れ懸念が一気に強まりました。

放送業界におきましては、これまで日本経済を牽引してきた輸出系企業に米国経済の先行き不安が広がったことや、

原材料費などの高騰による、商品価格への転嫁を抑えるためのコストコントロールが企業の広告活動にも影を落とし、

テレビ・ラジオの広告費は前連結会計年度の実績を下回る水準で推移しました。

このような環境のもとで、当社グループは激動するデジタル・多メディア時代を勝ち抜くべく、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・文化事業の拡充を図り、広告主のニーズに対応した積極的かつ

きめ細かな営業活動を展開してまいりました。

この結果、当連結会計年度の事業収入は3,151億７千５百万円で前連結会計年度に比べ1.1％の減収となり、利益面に

おきましては、経常利益は230億８千８百万円で前連結会計年度に比べ11.9％の減益となりましたが、当期純利益は投資

有価証券の売却による特別利益の計上もあって190億２千２百万円となり、同43.0％の増益となりました。

 

◇放送事業

　当連結会計年度における放送事業の収入は2,554億６千２百万円で前連結会計年度に比べ2.8％の減収となり、営業利

益は122億６千５百万円で前連結会計年度に比べ22.9％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、単独のイベントとして過去最高の売上を記録した「世界陸上大阪大

会」を筆頭に、ドラマスペシャル「ロング・ウェディングロード！」や「新地球ミステリー！　１秒の世界Ⅲ」「地球

創世ミステリー　マザー・プラネット　奇跡の島・ガラパゴス」「アース・オデッセイ　地球とは何だ!?」といった科

学エンタテインメントまで、様々なジャンルの大型単発番組のセールスを積極的に展開しましたが、前年度の実績を下

回りました。

スポットセールスにおきましては、当連結会計年度も関東地区におけるスポットＣＭの投下量が前年度の実績を下回

るなど、営業環境はさらに厳しさを増し、前年度の実績を割り込む結果となりました。なお、業種別では、「医薬品」

「エンターテイメント・趣味」「不動産・建設」「交通・レジャー」といった分野が堅調な伸びを示しています。

編成面におきましては、当連結会計年度の平均視聴率はゴールデンタイム（19～22時）11.7％、プライムタイム（19

～23時）11.6％と、いずれの時間帯も前年度の実績を1.0％下回りました。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獲得し健闘しているものの、前年度の実績を0.2％下回りました。

このような状況の中で、全社一丸となって取り組んだ８月の「世界陸上大阪大会」は、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の活躍など、世界のスーパーアスリートの躍動を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％の視聴率をマークしました。

ドラマ部門では、香里奈主演の「だいすき!!」が話題となり、回を重ねるごとに視聴率を伸ばしました。このほか、

舘ひろし・新垣結衣主演の日曜劇場「パパとムスメの７日間」や金曜ドラマ「山田太郎ものがたり」も、10代の若者や

女性層を中心に人気を集めました。また、武田鉄矢主演の「夫婦道（ふうふどう）」は、他局の有力番組を押え、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するなど、当社の制作力は高い評価を得ております。

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」をはじめ、「ぴったんこカン・カン」「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で推移し

ています。特別番組では、恒例の「オールスター感謝祭」が９月に17.4％、３月に15.7％の視聴率を獲得したほか、

「ＤＯＯＲＳ（ドアーズ）」も４時間の放送で平均17.5％を記録するなど、当社が誇る大型スペシャルバラエティが引

き続き高い人気を誇っています。

報道部門では、他のマスコミ各社に先駆け「安倍首相辞任」の第一報を伝え、「報道のＴＢＳ」の取材力を改めてア

ピールしました。また、夕方のニュース番組「イブニング・ファイブ」の連続企画「余命１ヶ月の花嫁」は、ゴールデ

ンタイムの特別番組としても16.6％の視聴率を記録し、大きな反響を呼びました。さらに、当社では“いのちの輝き

キャンペーン”として、秋の特別編成に「難病と闘う子供たち！」「命とは何だ!?」など、３夜連続で大型スペシャル

番組をラインナップしました。本年に入ってからは、“シリーズ　いのちの地球”キャンペーンに取り組み、環境問題

と命の大切さを訴える番組作りを積極的に推進しています。

平成20年３月31日現在、当社のネットワークＪＮＮ加盟社は全国28社で前連結会計年度と変動ありません。

ＢＳデジタル放送は、当連結会計年度末に受信機出荷総数が3,600万台を突破するなど、順調に普及しています。こ

のような状況を追い風に、持分法適用会社の株式会社ビーエス・アイはセールス活動のさらなる強化を図る一方、クオ

リティの高い番組を供給しつつコストコントロールにも努め、当連結会計年度において初の単年度黒字を達成しました。
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  <ラジオ部門>

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

が免許とともに承継しております。

タイムセールスにおきましては、大型スペシャル番組のセールスを積極的に展開したものの、レギュラー番組セール

スの不振をカバーするまでに至らず、前年度の実績を下回る結果となりました。

スポットセールスにおきましては、様々なＣＭ企画を立案し、新たなスポンサーの取り込みを図りましたが、年度の

後半に入って営業環境はさらに厳しさを増し、前年度の実績を割り込む結果となりました。

編成面では、「安倍首相辞任」「参議院選挙」などの報道特別番組を積極的に編成したほか、レギュラー番組もラジ

オ特有のフットワークの良さを活かし、現場リポートを多く取り入れるなど、一層の情報化を図りました。スポーツ番

組では、プロ野球中継「エキサイトベースボール」が、ペナントレース開幕戦から日本シリーズまでゲームの完全中継

に努めたほか、「世界陸上大阪大会」の男女マラソンやハイライト番組、プロボクシングなど、様々なジャンルのスポー

ツ中継に取り組みました。このほか、10月編成の「Ｋａｋｉｉｉｎ（カキーン）」は“音楽”を前面に押し出し、ちょっ

ぴり懐かし目の楽曲を原則フルコーラスで放送するという実験的な試みが、リスナーにも好評でした。さらに、漫画家

のみうらじゅん、ケンドーコバヤシ、作家の京極夏彦など異色なパーソナリティーを起用し、サブカルチャーを意識的

に取り上げたり、インターネット上にポッドキャスティングやストリーミング放送など、50近いコンテンツをラインナッ

プするなど、新たな聴取層の開拓にも積極的に取り組んでいます。

首都圏の聴取率調査では、当連結会計年度における６回の調査すべてで１位となり、平成13年８月期の調査以降40期

連続、６年８ヶ月にわたってトップの座を堅持しています。

昨年４月に開局した、インターネットでも聞けるクラシック専門ステーション「ＯＴＴＡＶＡ」は、この１年で登録

リスナーの数が13万人を超えるなど好評で、すでに複数の企業からスポンサードをいただいております。

平成20年３月31日現在、当社グループのラジオネットワークＪＲＮ加盟社は34社で、前連結会計年度と変動ありませ

ん。

 

 ◇映像・文化事業

映像・文化事業の収入は557億１千２百万円で前連結会計年度に比べ4.8％の増収となり、営業利益は79億１千２百万

円で前連結会計年度に比べ8.4％の減益となりました。

イベントの分野では、オペラ「パレルモ・マッシモ劇場　日本公演」、ブロードウェイミュージカル「ＲＥＮＴ」、

中国・雲南省の民族舞踊「ヤン・リーピンのシャングリラ」など多彩な招聘公演を実施しました。このほか、シェイク

スピアの恋愛喜劇「お気に召すまま」舞台「レインマン」、ミュージカル「ファントム」なども好評でした。海外アー

ティストの公演では、「ＡＢＢＡ　ＧＯＬＤ」「エルトン・ジョン」「バックストリート・ボーイズ」などが人気を呼

びました。スポーツでは、格闘技の「Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＭＡＸ」「Ｋ－１　ＰＲＥＭＩＵＭ　Ｄｙｎａｍｉｔｅ！」、

女子バレーボール「ＦＩＶＢワールドグランプリ」などのイベントを放送と連動し、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」のほか、毎年恒例の「ウルトラマンフェスティバル」「はなまるマーケット　

おめざフェア」などが盛況でした。

平成16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、入場者数が前連結会計年度から大幅に増加す

るなど、堅調に推移しています。また、本年３月には、赤坂再開発エリアの複合エンタテインメント空間・赤坂サカス

に、「赤坂ＢＬＩＴＺ」と「赤坂ＡＣＴシアター」が、新たな文化発信基地として誕生しました。なかでも「赤坂ＡＣ

Ｔシアター」は、熊川哲也の新作バレエ「ベートーヴェン第九」がプレミアムオープニングを飾り、華々しいスタート

を切ることができました。

ソフトビジネスの分野では、劇場映画「恋空」が興行収入38億円を超すヒットを記録したほか、「クローズ　ＺＥＲ

Ｏ」も25億円をクリアするなど、好調な成績を収めました。このほか、「クロサギ」「Ｌｉｆｅ　天国で君に逢えたら」

「チーム・バチスタの栄光」などの作品も、順調に観客動員数を伸ばしました。ビデオ・ＤＶＤでは、「花より男子２

（リターンズ）」「華麗なる一族」がヒットしたのをはじめ、「山田太郎ものがたり」「砂時計」「パパとムスメの７

日間」「歌姫」「冗談じゃない！」などのドラマ作品が人気を集めています。このほか、トークバラエティ「むちゃぶ

り！」、アニメ「ＣＬＡＮＮＡＤ（クラナド）」「Ｋａｎｏｎ（カノン）」なども好調な売行きを示しています。また、

落語研究会「柳家小三治全集」と「古今亭志ん朝全集・上」は、落語ファンの圧倒的な支持を得ています。

ライセンスビジネスでは、夕方のニュース番組「イブニング・ファイブ」の連続企画「余命１ヶ月の花嫁」が書籍化

され、本年３月末現在で35万部の売上を記録しています。

インターネット関連では、ドラマ「ジョシデカ！」が、本格的なサイドストーリーをビデオ・オン・デマンドで有料

配信したほか、モバイルでも、バラエティ「リンカーン」が番組と連動したショートコントの有料配信を実施しました。

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

好調な業績をあげております。

 

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期決算短信

－ 4 －



 ◇不動産事業

不動産事業の収入は38億１千６百万円で前連結会計年度に比べ54.2％の増収となりましたが、営業利益は４億２千４

百万円で前連結会計年度に比べ39.1％の減益となりました。

    赤坂再開発計画は、本年１月末に賃貸オフィス・商業施設の「赤坂Ｂｉｚタワー」をはじめとするすべての建物が竣

工し、営業を開始したことにより、不動産事業は前連結会計年度と比べ大幅な増収となりましたが、一時的な開業準備

費の増加により減益となりました。

 

 ◇その他事業

その他事業の収入は１億８千４百万円で前連結会計年度に比べ34.5％の減収となり、営業利益は８千万円で同3.9％の

減益となりました。

 　 

 ②次期の見通し

次期の見通しにつきましては、テレビ広告市況の厳しい見通しがある一方で、当期末に竣工した赤坂再開発事業が通

期で稼動するため、増収、営業利益と経常利益は増益を見込んでおります。また、当期純利益につきましては、当期に

およそ146億円の投資有価証券売却益を計上したことの反動により、減益を見込んでおります。

　具体的には、連結上、売上高3,250億円、営業利益240億円、経常利益250億円、当期純利益150億円を見込んでおりま

す。また、単独決算では売上高2,820億円、営業利益195億円、経常利益210億円、当期純利益135億円を見込んでおりま

す。

 

 ③中期経営計画等の進捗状況

当社は、メディアグループとしての持続的な企業成長を果たすため、2006年度から2010年度に至る中期経営計画「Ｖ！

ｕｐ2010」を策定して、これを遂行中です。本計画は2010年度に向けて、テレビ全日平均視聴率９％、放送以外の連結

売上1,500億円水準の達成のほか、在京５社のテレビスポット売上シェアや連結営業キャッシュ・フロー（当初計画500

億円、本年２月に450億円に修正）の飛躍的な増大を目指すものです。

  当連結会計年度におきましては、本年２月に本社「赤坂サカス」エリアにおける再開発事業の各施設が一斉に竣工・

稼動し、不動産事業部門を中心に連結キャッシュ・フローを大幅に押し上げ始めました。その一方で、放送事業部門に

ついては、国内外の経済の減速を背景とした下期のテレビ広告出稿の落ち込みと当社の一部レギュラー番組における視

聴率面での不調等を要因として、当連結会計年度における連結売上高・連結営業利益・連結経常利益は、前年度に比べ

て減収減益となりました。

　また、2010年度の目標値を設定した上記各指標のうち、全日平均視聴率については7.6％（前年比－0.2％） 、テレビ

スポット５局シェアについては21.3％（同－0.4％）で、連結営業キャッシュ・フローも含めて、前年実績を下回る結果

となりました。また、放送以外の当社グループの連結売上は、597億円でした。

 

 ④目標とする経営指標の達成状況

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

の営業キャッシュ・フローの増大を目指しております。上記の通り、国内外の経済の減速に伴う放送広告市場の落ち込

みが大きく、当連結会計年度における営業キャッシュ・フローは、上記中期経営計画における当初目標値285億円を73億

円下回る211億円でした。

 

(2)財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

連結総資産は5,372億１千１百万円となり、前連結会計年度に比べ305億１千１百万円の減少となりました。これは、

売上高の減少などにより受取手形及び売掛金が48億１千１百万円減少したことや、主に株式市況の低迷による保有株式

の含み益の減少により投資有価証券が505億３百万円減少した一方で、赤坂Ｂｉｚタワーなどの開業に伴い建物及び構築

物が635億２千３百万円増加したことなどによります。

　連結負債は1,768億３千５百万円となり、前連結会計年度に比べ55億８千９百万円の減少となりました。これは、主に

赤坂再開発関連などの未払金が183億１千４百万円増加したことや、赤坂Ｂｉｚタワーの貸室保証金の入金などにより、

その他の固定負債が97億１千２百万円増加した一方で、長期借入金が返済により100億４千万円減少したこと、保有株式

の含み益の減少などに伴い繰延税金負債が263億８千６百万円の減少したことなどによります。

　連結純資産は、3,603億７千６百万円となり、前連結会計年度に比べ249億２千２百万円の減少となりました。これは、

当期純利益の計上などにより利益剰余金が155億９千６百万円増加したこと、一方で保有株式の含み益が減少したことに

よりその他有価証券評価差額金が395億６百万円減少したことなどによります。
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 ②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が330億３千２百

万円（前年同期比38.7％増）となり、赤坂Ｂｉｚタワーの貸室保証金の入金などにより長期預り敷金が131億６千７百万

円増加したものの、赤坂再開発を主とした有形固定資産の取得による支出329億３千５百万円、投資有価証券の取得によ

る支出276億４百万円、長期借入金の返済による支出100億４千万円があったことなどにより、前連結会計年度に比べ191

億１百万円減少し、297億６千４百万円となりました。

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

 （単位：百万円）

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

 （平18.４.１～平19.３.31）  （平19.４.１～平20.３.31）

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,886 21,174

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,543 △27,011

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,490 △12,973

現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 9,840 △19,101

現金及び現金同等物の期末残高 48,866 29,764

（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211億７千４百万円（前連結会計年度は508億８千６百万円の獲得）となり、前連結会

計年度に比べ297億１千１百万円の減少となりました。

　これは、税金等調整前当期純利益が330億３千２百万円と前連結会計年度に比べ増益となりましたが、投資有価証券売

却益146億７千万円を主とした特別損益項目に係る減額調整の影響が当連結会計年度は大きかったこと、また、前期に実

施した売掛債権の流動化の影響が大きく、売上債権の減少額が48億１千１百万円と、前期に比べ203億８千３百万円減少

したことが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は270億１千１百万円（前連結会計年度は555億４千３百万円の使用）となり、前連結会

計年度に比べ285億３千１百万円の使用減となりました。

　これは、有形固定資産の取得による支出が329億３千５百万円と98億７千４百万円増加した一方、投資有価証券の売却

による収入が217億８千６百万円と前期に比べ205億５千６百万円増加したこと、投資有価証券の取得による支出が276億

４百万円と前連結会計年度に比べ48億６千９百万円減少したこと、主に赤坂Ｂｉｚタワー開業に伴う長期預り敷金の増

加による収入が131億６千７百万円あったことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は129億７千３百万円（前連結会計年度は144億９千万円の調達）となり、前連結会計年

度に比べ274億６千４百万円の使用増となりました。

　これは、前期に影響を及ぼした社債の償還による支出100億円が無かった一方、これも前期にあった社債の発行による

収入298億３千４百万円が無かったことに加え、長期借入金の返済による支出が100億４千万円と前期に比べ99億６千７

百万円増加したことなどが主な要因であります。

 　　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成19年3月期 平成20年3月期

自己資本比率（%） 67.4 66.6

時価ベースの自己資本比率（%） 146.1 84.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率(%)
121.1 245.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 113.9 25.5

 

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
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※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。

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

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

する基本方針を、より業績に連動するよう変更いたしました。

 当連結会計年度の配当金に関する方針は、配当性向を基準として、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、なお、安定性も維持するため、既に配当済みの中間配当と合わせて、１株当たりの年間配当金は、24円とす

る方針です。

また、次連結会計年度の配当金につきましても、配当性向を基準とし、当社単体当期純利益の20％をめやすに株主の

皆様に還元させていただく方針です。一方、安定配当も配慮して、１株当たりの年間配当金の下限を10円とした上で、

１株当たりの年間予想配当金を16円とさせていただきます。

 

(4)事業等のリスク

当社および当グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考

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

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

項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

  ①国内景気変動

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

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

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

があります。

  ②メディア間の競争およびコンテンツの獲得

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

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

本格化しております。そうした中で、当社および当グループは、デジタル時代の「最強のコンテンツ発信源」として放

送業界に確固とした地位を築くべく、2010年度に向けて視聴率の向上と営業キャッシュ・フローの飛躍的な増大を目指

す中期経営計画「Ｖ！ｕｐ2010」を推進しておりますが、競争相手および競合するサービスが増えて、競争が更に激化

することが予想されます。

また、スポーツコンテンツの放送権料が高騰する傾向にある一方で、優良なコンテンツの獲得をめぐる同業者間・メ

ディア間の獲得競争も激化しております。当社および当グループは、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、これら競争の激化はリスクの拡大と認識しており、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があります。

  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については、平成23年（2011

年）のデジタル化完全移行に向けて平準化に努めておりますが、地上アナログ放送の終了までには未だ不確定な要素も

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

  ④投資有価証券の時価評価

当連結会計年度の純資産の部におけるその他有価証券評価差額金は、前連結会計年度より約395億円減少しました。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

当連結会計年度において、連結子会社である株式会社横浜ベイスターズは、シーズン最終までＡクラス入りを争って

観客動員数を伸ばす等の実績を上げましたが、今後の成績等によっては、観客動員数、放送権料収入、グッズ販売等が

低下し、当グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑥個人情報の取り扱いについて

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

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

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

  ⑦法的規制の影響

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

な発展を図ることを目的とし、番組編集の自由や放送番組審議会の設置などを定めています。

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。

本年は、再免許申請年にあたっておりますが、テレビ及びラジオの放送局に関する電波法、放送法等の法令による現

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。

一方、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おりますが、本年３月末日時点において、当社は公告すべき状況にはございません。
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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52社、関連会社40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31社

（会社数　計40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、調査・研究等

㈱TBSメディア総合研究所、㈱ティ・アール・シー、その他会社２社　

（会社数　計４社）

 (注）㈱TBSトライメディアは平成19年10月１日付けで、㈱TBSプラザを吸収合併した。
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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 

調査・研究等 

㈱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。　　　　　　　　　　　　　　

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

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

テンツの開発・販売等を通じて、より一層企業価値を高めてまいります。今後とも放送会社としての社会的責任を十

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

投資家の皆様の期待に応えてまいりたいと存じます。

 

（２）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るとともに、安定的な配当の継続を重視

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

に関する基本方針を、より業績に連動するよう変更いたしました。

   当連結会計年度の配当金に関する方針は、配当性向を基準として、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、なお、安定性も維持するため、既に配当済みの中間配当と合わせて、１株当たりの年間配当金は、24円

とする方針です。

 

（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、基幹メディアとしてデジタル設備投資等の資金需要が高い局面が

続くものと予想されることから、当面は、引き続きキャッシュ・フローを重視し、とりわけ連結業績上の営業活動に

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

2011年のデジタル放送完全移行に向けた動きに拍車がかかる放送業界ですが、当社グループは、引き続き安定的な

企業成長を堅持しながら、本格化するデジタル時代の視聴者・スポンサーのニーズに適確に対応できるよう、放送を

中核として広汎な事業展開に努め、メディアグループとしての企業価値ならびに株主の皆様共同の利益の最大化に取

り組んでまいります。

上記の経営方針にのっとり、当社は、2006年度から2010年度に至る中期経営計画「Ｖ！ｕｐ2010」を策定して、こ

れを遂行中です。本計画は2010年度に向けて、テレビ全日平均視聴率９％、放送以外の連結売上1,500億円水準の達成

のほか、在京５社のテレビスポット売上シェアや連結営業キャッシュ・フロー（当初計画500億円、本年２月に450億

円に修正）の飛躍的な増大を目指すものです。一方、放送事業を取り巻く環境は、国内外の経済の減速等を背景に放

送広告出稿の落ち込みが顕著になる等、一段と厳しさを増しております。このため、今後の経営計画の策定において

は、経済の動向や企業環境の先行きを慎重に見極める必要もありますが、当社グループとしては、上記中期経営計画

の各目標の達成を目指して邁進することを当面の経営の基本方針に置き、グループ収益の拡大と連結キャッシュ・フ

ローの増大を実現したいと考えております。また、当社グループは、今後もテレビ・ラジオの放送を通じて国民の知

る権利に奉仕し、広く愛される良質な娯楽を提供していく所存です。

 

  （６）会社の対処すべき課題

2011年のデジタル放送完全移行に向けた動きに拍車がかかる放送業界ですが、当社グループは、安定的な企業成長

を堅持しながら、本格化するデジタル時代の視聴者・スポンサーのニーズに適確に対応できるよう、放送を中核とし

て広汎な事業展開に努めてまいります。

当連結会計年度においては、「世界陸上大阪大会」の記録的なセールスにより上期に前年同期の実績を上回った当

社グループの連結売上高が、下期の不振によって、通期では減収となりました。今後ともテレビ広告市場の先行きは

不透明で、スポットＣＭ収入を中心に放送事業の収益の伸び悩みが予想されます。その一方で、全日・ゴールデン・

プライム各時間帯の視聴率と営業シェアを巡る各局間の争いは一段と熾烈化しており、当社としましては、当連結会

計年度において不調だったドラマや一部バラエティのレギュラー番組の視聴率を回復・向上させて収益源を確保しつ

つ、単発セールスについても、当社グループのブランディング戦略の観点から、積極的かつ丹念に積み重ねて営業収

入を着実に押し上げる方針で取り組んでまいります。また、今春の４月の番組編成に続いて、10月編成、さらには来
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春と、中期的視点に立った抜本的な番組強化策と改編、及びソフト・コンテンツの積極的な企画開発によって、視聴

率の回復・向上を図る所存です。

ラジオ部門は、子会社の株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズの聴取率トップが2001年８月以来、当連結

会計年度の２月調査で連続40期に達しました。しかし、ナイターセールスをはじめとするラジオ業界全体の営業状況

の厳しさは依然として変わっておりません。ラジオ部門につきましては、昨年４月の新しいデジタル・ラジオ放送「Ｏ

ＴＴＡＶＡ（オッターヴァ）」の開局のように、新たなビジネス分野の開拓と収益拡大への努力を続けながら、一方

で、効率的な経営の追求にも取り組んでまいります。

映像・文化事業では、映画事業において「恋空」「クローズＺＥＲＯ」等の映画興行がヒットして、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。当連

結会計年度においては、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が、引

き続き、これら主力分野での収益確保に努めるとともに、番組とコラボレートした各種商品の開発セールス等、ライ

センス企画の分野等にも注力して、新たな収益源を積極的に開拓する方針です。また、ＣＳ（通信衛星）事業も、昨

年７月に開局５周年を迎えたエンタテインメント系ＣＳ放送「ＴＢＳチャンネル」が契約世帯件数を伸ばしておりま

すが、番組のＨＤ化とともにコンテンツの充実にも努めて視聴層の拡大を図ります。さらに、当セグメントでは、メ

ディアコマース事業の株式会社グランマルシェが、同社創立20周年にあたる当連結会計年度において、念願の年間売

上100億円の大台に到達しましたが、放送とショッピング事業の連動等を軸として、今後も一層の売上拡大と利益の積

み上げを目指します。 　　　　　　　

赤坂再開発事業は、当連結会計年度に「赤坂サカス」エリアに「赤坂ＡＣＴシアター」「赤坂ＢＬＩＴＺ」「赤坂

ギャラリー」等からなる文化施設、39階建てのビジネスオフィス・ショッピング棟「赤坂Ｂｉｚタワー」、ショッピ

ング・グルメの商業施設「アネックス」、21階建て住宅棟「赤坂 ザ レジデンス」等々が一斉に稼動して、連結キャッ

シュフローを大幅かつ順調に増加させつつあります。当社グループでは、情報発信とメディア文化の新拠点「赤坂サ

カス」をひき続き放送事業とも連動させながら、映像・文化事業部門及び不動産事業部門を通じた収益の拡大を放送

事業の基盤強化に役立ててまいります。

また、本年４月からは、改正放送法により、新たに認定放送持株会社制度がスタートしておりますが、デジタル時

代を勝ち抜くためのメディアグループの組織と経営のあり方につきましては、さらに慎重かつ多角的な検討を重ねた

後、所要のグループ改革を推進して、資源の最適な配分と経営の効率化を達成してまいります。

企業の社会的責任への取り組みについては、当社は、ラジオを通じて電気を消すライトダウンを呼びかけるキャン

ペーンを海外とも連動して実施したり、取得したＣＯ２排出権を活用したテレビ番組の制作・取材を工夫したりする

等の実践を続けております。今後とも、環境・エコに貢献するメディアグループとしての使命を自らに課し、様々な

プロジェクトを通じて、企業の社会的責任を果たしてまいります。

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の問題は、昨年４月に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、当社取締役会の社外諮問機関の「企業価値評価特別委員会」が評価・検討の後に、同委員会

から取締役会に対して勧告が行われました。当社は、その内容等も踏まえて総合的に判断し、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の開催を見送りましたが、この楽天問題の処理にあたっては、当

社は、「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、また、基幹メディアとしての使命や企業

価値・株主価値の維持・向上を図る観点から、首尾一貫して対処してまいりました。会社の財務および事業の方針を

支配する者への対応につきましては、今後とも、同様の方針で取り組んでまいります。

 　　 当社グループは、デジタル時代の「最強のコンテンツ発信源」として放送業界に確固とした地位を築くとともに、

2010年度に向けて視聴率の向上と営業キャッシュ・フローの飛躍的な増大を目指す中期経営計画「Ｖ！ｕｐ2010」を

推進中です。すでに、「赤坂サカス」の各施設の一斉稼動が当社グループの収益を大きく押し上げ始める等しており

ますが、当社といたしましては、持続的な企業価値の向上を果たして株主共同の利益の最大化という株主の皆様方の

負託にお応えするため、引き続き全力を挙げてまいります。

 

 （７）資金調達の状況

 　　 当連結会計年度末における当社グループの有利子負債は、社債300億円と長期借入金200億円に、当社グループから

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20億円を合わせ、

約520億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、当連結会計年度末において、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。

 

 （８）企業買収対応策に関する状況

当社は、昨年２月28日開催の取締役会決議ならびに同年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
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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ついては、当連

結会計年度上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、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、平成19年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、当該時点においては、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。

 

 （９）親会社等に関する状況

 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．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 48,946 30,045 △18,901

２．受取手形及び売掛金  ※５ 43,309 38,497 △4,811

３．たな卸資産 10,079 8,550 △1,528

４．前払費用 4,276 8,977 4,700

５．繰延税金資産 5,346 4,927 △419

６．その他の流動資産 3,851 5,988 2,136

貸倒引当金 △130 △51 78

流動資産合計 115,679 20.4 96,934 18.0 △18,745

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 117,729 184,789

減価償却累計額 △53,106 64,623 △56,643 128,146 63,523

(2）機械装置及び運搬具 ※３ 75,307 80,808

減価償却累計額 △57,946 17,361 △62,343 18,464 1,102

(3）工具器具備品 12,595 14,716

減価償却累計額 △9,923 2,671 △11,450 3,265 594

(4）土地 76,286 84,752 8,465

(5）建設仮勘定 38,257 4,396 △33,861

有形固定資産合計 199,200 35.1 239,025 44.5 39,824

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 5,639 5,189 △450

(2）ソフトウェア仮勘定 14 － △14

(3）その他の無形固定資
産

1,411 1,372 △39

無形固定資産合計 7,065 1.2 6,561 1.2 △503
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※1,3 233,800 183,297 △50,503

(2）長期貸付金 505 487 △17

(3）繰延税金資産 1,366 1,711 344

(4）長期前払費用 1,033 1,914 880

(5）その他の投資その他
の資産

※１ 9,679 7,856 △1,822

貸倒引当金 △610 △578 31

投資その他の資産合計 245,775 43.3 194,689 36.3 △51,086

固定資産合計 452,042 79.6 440,276 82.0 △11,766

資産合計 567,722 100.0 537,211 100.0 △30,511
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 33,243 32,100 △1,143

２．短期借入金 1,606 2,073 467

３．一年内返済予定長期借
入金

 ※３ 10,040 － △10,040

４．未払金 17,452 35,766 18,314

５．未払法人税等 3,552 7,927 4,375

６．未払消費税等 1,070 466 △604

７．未払費用 4,735 5,010 274

８．役員賞与引当金 322 329 7

９．その他の流動負債 4,410 3,762 △647

流動負債合計 76,433 13.5 87,438 16.3 11,004

Ⅱ　固定負債

１．社債 30,000 30,000 －

２．長期借入金  20,000 20,000 －

３．退職給付引当金 9,293 9,706 413

４．繰延税金負債 39,253 12,867 △26,386

５．負ののれん 332 － △332

６．その他の固定負債 7,110 16,823 9,712

固定負債合計 105,990 18.7 89,397 16.6 △16,593

負債合計 182,424 32.2 176,835 32.9 △5,589
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   54,857 9.6  54,959 10.2 101

２．資本剰余金   60,125 10.6  60,227 11.2 101

３．利益剰余金   202,094 35.6  217,691 40.5 15,596

４．自己株式   △63 △0.0  △79 △0.0 △15

　　株主資本合計   317,015 55.8  332,799 61.9 15,783

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  65,154 11.5  25,647 4.8 △39,506

２．繰延ヘッジ損益   700 0.1  △417 △0.1 △1,118

３．為替換算調整勘定   16 0.0  △72 △0.0 △89

　　評価・換算差額等合計   65,871 11.6  25,157 4.7 △40,714

Ⅲ　少数株主持分   2,411 0.4  2,420 0.5 8

純資産合計   385,298 67.8  360,376 67.1 △24,922

負債純資産合計   567,722 100.0  537,211 100.0 △30,511
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 318,700 100.0 315,175 100.0 △3,524

Ⅱ　売上原価 ※２ 221,798 69.6 223,828 71.0 2,029

売上総利益 96,901 30.4 91,347 29.0 △5,554

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 71,573 22.5 70,722 22.5 △851

営業利益 25,327 7.9 20,624 6.5 △4,703

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 207 285

２．受取配当金 1,945 2,959

３．為替差益 2 －

４．負ののれん償却額 344 344

５．保険金収入 261 159

６．その他の営業外収益 342 3,104 1.0 463 4,211 1.4 1,107

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 634 834

２．持分法による投資損失 705 90

３．固定資産除却損 353 320

４．売掛債権売却損 － 203

５．その他の営業外費用 521 2,215 0.7 297 1,748 0.6 △467

経常利益 26,216 8.2 23,088 7.3 △3,127
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 168 14,670

２．抱合せ株式消滅差益 28 －

３．その他 12 210 0.1 32 14,702 4.7 14,492

Ⅶ　特別損失

１．年金訴訟和解金  990 －

２．年金制度移行解決金  860 70

３．固定資産除却損 ※３ 472 176

４．投資有価証券評価損 185 4,225

５．減損損失 5 －

６．過年度人件費 31 －

７．その他 70 2,616 0.8 285 4,757 1.5 2,141

税金等調整前当期純利
益

23,810 7.5 33,032 10.5 9,222

法人税、住民税及び事
業税

8,376 12,350

法人税等調整額 1,455 9,832 3.1 1,559 13,909 4.4 4,076

少数株主利益 678 0.2 100 0.0 △577

当期純利益 13,299 4.2 19,022 6.1 5,723
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高
（百万円）

54,857 60,125 202,094 △63 317,015

連結会計年度中の変動額

新株の発行 101 101   202

剰余金の配当   △3,426  △3,426

当期純利益   19,022  19,022

自己株式の取得    △15 △15

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）

101 101 15,596 △15 15,783

平成20年３月31日　残高
（百万円）

54,959 60,227 217,691 △79 332,799

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行      202

剰余金の配当      △3,426

当期純利益      19,022

自己株式の取得      △15

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△39,506 △1,118 △89 △40,714 8 △40,705

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△39,506 △1,118 △89 △40,714 8 △24,922

平成20年３月31日　残高
（百万円）

25,647 △417 △72 25,157 2,420 360,376
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前当期純利益 23,810 33,032 9,222

２．減価償却費 14,698 14,645 △53

３．長期前払費用償却額 786 710 △75

４．減損損失 5 － △5

５．負ののれん償却額 △344 △344 0

６．投資有価証券評価損 185 4,225 4,040

７．退職給付費用 94 413 319

８．固定資産除却損 826 497 △328

９．貸倒引当金の増加額(△減少額) 24 △110 △135

10．受取利息及び受取配当金 △2,152 △3,244 △1,091

11．支払利息 634 834 199

12．持分法による投資損失 705 90 △615

13．投資有価証券売却益 △168 △14,670 △14,501

14．売上債権の減少額 25,195 4,811 △20,383

15．たな卸資産の減少額 664 1,528 863

16．前払費用の減少額(△増加額) － △4,700 △4,700

17．仕入債務の増加額(△減少額) 749 △1,143 △1,892

18．未収消費税の減少額(△増加額) － △3,820 △3,820

19．その他の固定負債の減少額 △4,991 △3,455 1,536

20．その他営業活動によるキャッシュ・フロー △1,230 △2,587 △1,356

小計 59,493 26,714 △32,778

21．利息及び配当金の受取額 2,113 3,248 1,134

22．利息の支払額 △446 △829 △383

23．法人税等の支払額 △10,274 △7,958 2,316

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,886 21,174 △29,711

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期決算短信

－ 22 －



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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．有価証券の売却による収入(純額) － 9 9

２．有形固定資産の取得による支出 △23,060 △32,935 △9,874

３．有形固定資産の売却による収入 85 35 △50

４．無形固定資産の取得による支出 △1,544 △1,626 △82

５．投資有価証券の取得による支出 △32,473 △27,604 4,869

６．投資有価証券の売却による収入 1,229 21,786 20,556

７．長期預り敷金の増加による収入 － 13,167 13,167

８．子会社合併による収入　　　　　（※１） 231 － △231

９．その他投資活動によるキャッシュ・フロー △11 156 167

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,543 △27,011 28,531

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 420 1,104 683

２．短期借入金の返済による支出 △2,104 △637 1,467

３．長期借入金の返済による支出 △72 △10,040 △9,967

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 － 10,000

６．株式の発行による収入 344 202 △141

７．自己株式の取得による支出 △23 △15 7

８．配当金の支払額 △3,232 △3,495 △263

９．少数株主への配当金の支払額 △75 △92 △16

10．その他財務活動によるキャッシュ・フロー △600 － 600

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,490 △12,973 △27,464

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △291 △297

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 9,840 △19,101 △28,942

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 38,767 48,866 10,099

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 259 － △259

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高　　（※２） 48,866 29,764 △19,101
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

「企業集団の状況」に記載しているため

省略している。

前期に設立したＴＣエンタテインメント

㈱は、重要性が増したため、当連結会計

年度より、連結の範囲に含めている。

連結子会社の数　29社

主要な連結子会社の名称

「企業集団の状況」に記載しているため

省略している。

㈱TBSプラザは平成19年10月１日付けで

連結子会社である㈱TBSトライメディア

に吸収合併され消滅したため、連結の範

囲から除外している。

(2）非連結子会社 主要な非連結子会社名

㈱テレパック

なお、非連結子会社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。

主要な非連結子会社名

㈱テレパック

なお、非連結子会社23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

(2）持分法非適用会社 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。

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36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
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうちTOKYO BROADCASTING 

SYSTEM INTERNATIONAL, INC.、㈱横浜ベイ

スターズの決算日は平成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。

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19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

(a）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用してい

る。

  ① 有価証券

(a）子会社株式及び関連会社株式

同左

(b）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）

(b）その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

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

   ② デリバティブ

    時価法

  ② デリバティブ

同左

   ③ たな卸資産

    個別法に基づく原価法を採用している。

  ③ たな卸資産

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

 ① 有形固定資産

建物

  (a)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

 (b)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

(a)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

(b)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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、前連結会計年度と同一の方法

によった場合と比べ、売上総利益が347百

万円、営業利益が378百万円、経常利益が

378百万円、税金等調整前当期純利益が378

百万円、当期純利益が224百万円それぞれ

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379百万円、

営業利益が403百万円、経常利益が403百

万円、税金等調整前当期純利益が403百万

円、当期純利益が239百万円それぞれ減少

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。

 ② 無形固定資産

同左

  ③ 長期前払費用

　　 毎期均等償却。

 

  ③ 長期前払費用

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。 

────────
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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。

  ① 貸倒引当金

同左

   ② 役員賞与引当金

　　役員に支給する賞与の支払に備える

　　ため、当連結会計年度末における支

　　給見込み額を計上している。

（会計方針の変更）

 役員賞与は、従来、株主総会の利益処

 分案決議により未処分利益の減少とし

 て処理していたが、当連結会計年度よ

 り「役員賞与に関する会計基準」（企

 業会計基準委員会　企業会計基準第４

 号　平成17年11月29日）に基づき、発

 生した期間の費用として処理してい

 る。この結果、従来の方法と比較し

 て、営業利益、経常利益、税金等調整

 前当期純利益および当期純利益がそれ

 ぞれ322百万円減少している。

 なお、セグメント情報に与える影響

 は、当該箇所に記載している。

  ② 役員賞与引当金

同左

 

 

────────

   ③ 退職給付引当金

　　当社及び連結子会社において従業員

　　の退職給付に備えるため、当連結会

　　計年度末における退職給付債務及び

　　年金資産の見込額に基づき計上して

　　いる。数理計算上の差異は、それぞ

　　れ発生の翌連結会計年度に費用処理

　　することとしている。

  ③ 退職給付引当金

同左

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理している。なお、在外子

会社等の資産、負債、収益及び費用は、直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は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

(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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(7）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっている。特例処

理の要件を満たす金利スワップについ

ては特例処理を採用している。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段

買掛金に対するデリバティブ取引（為

替予約取引）。

支払利息に対するデリバティブ取引

（金利スワップ取引）。

投資有価証券に対するデリバティブ取

引（株式オプション取引）。

②　ヘッジ手段

同左

③　ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があり、

相場変動等が評価に反映されていない

ものおよびキャッシュ・フローが固定

されその変動が回避されるもの。

③　ヘッジ対象

同左

④　ヘッジ方針

為替変動リスク

ヘッジ対象を限定、実需の範囲内で

行う。

④　ヘッジ方針

為替変動リスク

同左

金利変動リスク

発行する社債および借入金の利息削

減のため、固定金利と変動金利を交

換。

金利変動リスク

同左

株価変動リスク

売却予定のある投資有価証券に限定、

時価が下落するリスクを回避する為、

デリバティブ取引を行う。

株価変動リスク

同左

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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(8）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  ① 消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理

    は、税抜方式によっている。

  ① 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方法は、

全面時価評価法によっている。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは原則として発生年

度以後５年間で均等償却しているが、金額

が僅少な場合は発生年度の損益として処理

している。

 

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する定期預金。

同左

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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） ――――――――

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第

５号　平成17年12月９日）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用している。

従来の資本の部の合計に相当する金額は382,185百万円で

ある。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成している。　　　
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

　当連結会計年度より、連結調整勘定及び営業権の相殺後

の金額を「負ののれん」として表示している。 なお、前連

結会計年度において営業権は、連結貸借対照表の「その他

の無形固定資産」に42百万円含まれている。

（連結貸借対照表）

　　　　　　　　  ────────

（連結損益計算書）

　当連結会計年度より、連結調整勘定償却額及び営業権償

却額の相殺後の金額を「負ののれん償却額」として表示し

ている。なお、前連結会計年度において営業権償却額は、

売上原価の減価償却費に15百万円含まれている。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、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、当連結会計年度より区分掲記している。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローに独立掲記していた「その他の流動資産の減少額」

は、連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響が減少し

たため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他営業活動によるキャッシュ・フロー」に

含めて表示している。なお、当連結会計年度の営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他営業活動によるキャッ

シュ・フロー」に含めて表示している「その他の流動資産

の減少額」は、128百万円である。

　当連結会計年度より、営業活動によるキャッシュ・フロー

の連結調整勘定償却額及び営業権償却額の相殺後の金額を

「負ののれん償却額」として表示している。なお、前連結

会計年度において営業権償却額は、「減価償却費」に15百

万円含まれている。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度まで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

示していた「未収消費税の減少額(△増加額)」、「前払費

用の減少額(△増加額)」は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より区分掲記することにした。なお、前連

結会計年度の「未収消費税の減少額(△増加額)」は51百万

円、「前払費用の減少額(△増加額)」は2,430百万円であ

る。

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 当連結会計年度より、売掛債権の一部について債権流動化

を行っており、当連結会計年度末の「受取手形及び売掛金」

は23,999百万円減少している。　　

────────　　
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

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

百万円

投資有価証券（株式） 6,138

その他の投資その他の資産（出

資金）

10

百万円

投資有価証券（株式） 6,659

その他の投資その他の資産（出

資金）

10

　２．偶発債務 　２．偶発債務

保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 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

保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 6,662

㈱放送衛星システムの銀行借入金 877

㈱中国放送のリース契約に対する連

帯保証
984

㈱あいテレビのリース契約に対する連

帯保証
858

計 9,382

※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 350

　

────────  

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  

 

投資先であるイー・モバイル㈱の銀行借入の担保と

して同社株式1,058百万円を提供している。 

　　　　　　　　　

　４．当社は、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。

　４．　　　　　　　　　同左

※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、

次の当連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度

末残高に含まれている。

　　　　　受取手形　　　　　　　　176百万円 

  ５.　　　　　　 ────────
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主な内容

 百万円

人件費 11,533

代理店手数料 40,398

広告宣伝費 1,800

業務委託費 3,798

退職給付費用 631

役員賞与引当金繰入額 322

減価償却費 1,608

※１．販売費及び一般管理費の主な内容

 百万円

人件費 11,540

代理店手数料 39,426

広告宣伝費 2,296

業務委託費 3,096

退職給付費用 485

役員賞与引当金繰入額 329

減価償却費 1,545

※２．売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる研究開

発費

百万円

340

※３．固定資産除却損の内訳

 百万円

建物 463

構築物 8

工具器具備品 0

　　　　計 472

※２．売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる研究開

発費

百万円

274

※３．固定資産除却損の内訳

 百万円

建物 74

構築物 101

　　　　計 176
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

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

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

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

合計 － 20,000 － 20,000 － －

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

上記以外にストック・オプションとしての新株予約権があり、44ページの（ストック・オプション等関係）に記

載している。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
　普通株式 2,091 11 平成18年3月31日 平成18年6月30日

平成18年11月15日

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

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

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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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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）１ 190,307,968 99,000 － 190,406,968

合計 190,307,968 99,000 － 190,406,968

自己株式

普通株式　　（注）２ 405,817 4,914 － 410,731

合計 405,817 4,914 － 410,731

（注）１.普通株式の発行済株式総数の増加99,000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4,914株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
当連結会計年度

末残高
（百万円）

提出会社（親会社）
ストック・オプションとしての平成16年新株予約権 －

ストック・オプションとしての平成17年新株予約権 －

合計 －

 

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

平成19年11月14日

取締役会
　普通株式 2,284 12 平成19年9月30日 平成19年12月10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20年6月27日

定時株主総会
 普通株式 2,284 利益剰余金 12 平成20年3月31日 平成20年6月30日

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期決算短信

－ 34 －



（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

  １．　　　　　────────

 

 百万円

 流動資産 335

 固定資産 1

 資産合計 336

 流動負債 187

 固定負債 2

 負債合計 190

 

 

※２．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

※２．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

百万円

現金及び預金勘定 48,946

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △80

現金及び現金同等物 48,866

 

百万円

現金及び預金勘定 30,045

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △280

現金及び現金同等物 29,764
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

（借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高相
当額
(百万円)

建物及び構築
物

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

取得価額相
当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高相
当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

1,501 1,026 475

工具器具備品
その他

1,323 716 606

合計 2,824 1,742 1,081

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。

　　　　　　　　　　同左

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年内 760

１年超 777

合計 1,538

百万円

１年内 490

１年超 591

合計 1,081

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。

　　　　　　　　　　同左

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

百万円

支払リース料 1,388

減価償却費相当額 1,388

百万円

支払リース料 821

減価償却費相当額 821

④　減価償却費相当額の算定方法 ④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。 

同左

  

──────── ２．オペレーティング・リース取引

（貸主側）

 百万円

未経過リース料  

１年以内 4,000

１年超 72,000

合計 76,000

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期決算短信

－ 36 －



（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 67,490 181,565 114,074

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 420 521 100

小計 67,911 182,086 114,175

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 22,115 18,699 △3,415

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 22,115 18,699 △3,415

合計 90,027 200,786 110,759

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

1,229 168 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）非連結子会社株式及び関連会社株式 6,138

(2）その他有価証券

①　非上場株式 26,876

計 33,014
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当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 26,182 88,700 62,517

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 26,182 88,700 62,517

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 78,614 60,435 △18,179

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 451 383 △68

小計 79,066 60,818 △18,247

合計 105,249 149,518 44,269

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

21,258 14,194 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）非連結子会社株式及び関連会社株式 6,659

(2）その他有価証券

①　非上場株式 27,119

計 33,779
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、金

利スワップ取引及び株式オプション取引である。

(1）取引の内容

 　　　　　　　　　     同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替、金利及び株価の変

動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針である。

(2）取引に対する取組方針

 　　　　　　　　　     同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リス

ク、発行する社債、借入金の金利変動リスク及び保有す

る株式の株価変動リスクを回避し、安定的な利益の確保

を図る目的で、利用している。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ている。

(3）取引の利用目的

 　　　　　　　　　     同左

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。

ヘッジ会計の方法

 　　　　　　　　　     同左

ヘッジ手段と対象

ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ、株式オプ

ション

ヘッジ対象…買掛金、社債、借入金、投資有価証券

ヘッジ手段と対象

 　　　　　　　　　     同左

ヘッジ方針

為替変動リスク

　ヘッジ対象を限定、実需の範囲内で行う。

ヘッジ方針

 　　　　　　　　　     同左

金利変動リスク

　発行する社債及び借入金の利息削減のため、固定金

利と変動金利を交換。

株価変動リスク

　売却予定のある投資有価証券に限定、時価が下落す

るリスクを回避する為、デリバティブ取引を行う。

ヘッジの有効性評価の方法

　キャッシュ・フロー及び時価の変動を分析。測定期

間は６ヶ月毎とし単月・累計で記録する。但し特例処

理によった金利スワップについては、有効性評価を省

略している。

ヘッジの有効性評価の方法

 　　　　　　　　　     同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替相場、金利の変動及び株価の変動によるリスク

(4）取引に係るリスクの内容

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

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制

為替変動リスク

　レート差から生じるキャッシュ・フローの変動を分析。

測定期間は６ヶ月毎とし、単月・累計で記録する。

 　　　　　　　　　     同左

金利変動リスク

　ヘッジ前後のキャッシュ・フローの変動を比較・分析。

測定時期は６ヶ月毎の利払時とし、ヘッジ終了まで継続

記録する。

株価変動リスク

　時価の変動を分析、測定期間は６ヶ月毎とし、単月・

累計で記録する。

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

　ヘッジ取引の契約は資金担当部署にて行われているが、

その種類及び取引限度額は取締役会において事前に決定

されており、取引結果は随時常勤取締役会に報告されて

いる。

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

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

当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

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

１．採用している退職給付制度の概要

(1）当社及び連結子会社の退職給付制度

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

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

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

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りである。

 

①　制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在）

年金資産の額 92,771百万円

年金財政計算上の給付債務の額 93,592百万円

差引額  △820百万円

②　制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自平成19年４月１日～至平成20年３月31日）

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.10％　　　　　 

 

(2）制度別の補足説明

①　退職一時金制度

設定時期 その他

当社及び連結子会社（16社） 会社設立時等 －　　　（注）

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

る。

②　厚生年金基金制度

設定時期 その他

連結子会社３社

（東京都報道事業厚生年金基金）
－ －　　　（注）

　（注）　総合設立型の基金である。

③　適格退職年金制度

設定時期 その他

㈱TBSサービス 昭和51年 －

㈱TBSビジョン 昭和55年 －

その他連結子会社10社 － －

④　確定拠出年金制度

設定時期 その他

当社

㈱TBSラジオ＆コミュニケーションズ

 ㈱TBSテレビ

平成17年

平成18年

平成19年

－

－

 －

⑤　前払退職金制度

設定時期 その他

当社

 ㈱TBSラジオ＆コミュニケーションズ

 ㈱TBSテレビ

平成17年

平成18年

平成19年

－

 －

 －
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２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △12,357 △12,583

(2）年金資産（百万円） 3,205 2,869

(3）
未積立退職給付債務　(1) ＋ (2)

（百万円）
△9,152 △9,714

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △141 7

(5）
退職給付引当金

(3）＋ (4) （百万円）
△9,293 △9,706

 

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）

（注）１．一部の子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用している。

２．上記内訳には、総合設立厚生年金基金である

「東京都報道事業厚生年金基金」の年金資産

の額（制度の加入員比916百万円）は含んでい

ない。

３．当社では、平成17年４月１日付の退職給付制

度の改訂に伴い、確定拠出年金制度及び前払

退職金制度への資産移管を４年間で実施する

予定である。当連結会計年度末時点の未移管

額は、未払金に3,991百万円、その他の固定負

債に3,788百万円計上している。

１．　　　　　　 　　 同左

 

２．　　　　　　────────

 

 

 

３．当社では、平成17年４月１日付の退職給付制度の

改訂に伴い、確定拠出年金制度及び前払退職金制

度への資産移管を４年間で実施する予定である。

当連結会計年度末時点の未移管額は、未払金に

3,769百万円計上している。
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３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用 1,777 1,830

(1）勤務費用（百万円） 797 1,067

(2）利息費用（百万円） 178 177

(3）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
136 △141

(4）過去勤務債務の費用処理額

（百万円）
－ －

(5）その他（注)

（百万円）
664 727

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）

（注）(5）その他は当社及び連結子会社における確定拠出

年金掛金および前払退職金支給額等である。

　　　　　　　　　　 同左

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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1）割引率 2.25％ 　　2.25％

(2）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(3）過去勤務債務の処理年数 － －

(4）数理計算上の差異の処理年数 　１年 　１年

（追加情報）

　当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」(企業会計基準第14号 平成19年５

月15日)を適用している。
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（ストック・オプション等関係）

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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成12年
ストック・オプション

平成13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

常勤取締役　　　18名

従業員でライン局長及びこ

れに相当する者　25名

常勤取締役　　　９名

幹部従業員　　　65名

常勤取締役　　　11名

執行役員　　　　16名

幹部従業員　　　44名

ストック・オプション数(注) 普通株式　225,000株 普通株式　330,000株 普通株式　342,000株

付与日 平成12年８月21日 平成13年８月21日 平成14年８月27日

権利確定条件 付されていない 同左 同左

対象勤務期間 定められていない 同左 同左

権利行使期間
平成14年７月１日

～平成18年６月30日

平成15年７月１日

～平成19年６月30日

平成16年７月１日

～平成18年６月30日

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

常勤取締役　　　  10名

執行役員　　　　  ９名

幹部従業員　　　　46名

子会社常勤取締役　38名

常勤取締役　　　　10名

執行役員　　　　　８名

幹部従業員　　　　45名

子会社常勤取締役　39名

常勤取締役　　　　10名

執行役員　　　　　11名

幹部従業員　　　　37名

子会社常勤取締役　35名

ストック・オプション数(注） 普通株式　292,000株 普通株式　292,000株 普通株式　296,000株

付与日 平成15年８月27日 平成16年８月30日 平成17年８月30日

権利確定条件 付されていない 同左 同左

対象勤務期間 定められていない 同左 同左

権利行使期間
平成17年７月１日

～平成19年６月30日

平成18年７月１日

～平成20年６月30日

平成19年７月１日

～平成21年６月30日

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

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載している。

①　ストック・オプションの数

平成12年
ストック・オプション

平成13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 225,000 315,000 339,000

権利確定 － － －

権利行使 － 39,000 3,000

失効 225,000 － 336,000

未行使残 － 276,000 －

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 88,000 292,000 296,000

権利確定 － － －

権利行使 31,000 96,000 －

失効 － － －

未行使残 57,000 196,000 296,000
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②　単価情報

平成12年
ストック・オプション

平成13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 4,870 2,452 2,682

行使時平均株価　　　　　（円） － 4,071 2,768

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,696 1,962 2,145

行使時平均株価　　　　　（円） 3,381 3,925 －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成13年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
  常勤取締役　　　９名

  幹部従業員　　　65名

  常勤取締役　　　  10名

  執行役員　　　　  ９名

  幹部従業員　　　　46名

  子会社常勤取締役　38名

常勤取締役　　　　10名

執行役員　　　　　８名

幹部従業員　　　　45名

子会社常勤取締役　39名

ストック・オプション数(注)  普通株式　330,000株   普通株式　292,000株 普通株式　292,000株

付与日 平成13年８月21日 平成15年８月27日 平成16年８月30日

権利確定条件 付されていない 同左 同左

対象勤務期間 定められていない 同左 同左

権利行使期間
平成15年７月１日

～平成19年６月30日

平成17年７月１日

～平成19年６月30日

平成18年７月１日

～平成20年６月30日

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

常勤取締役　　　　10名

執行役員　　　　　11名

幹部従業員　　　　37名

子会社常勤取締役　35名

ストック・オプション数(注） 普通株式　296,000株

付与日 平成17年８月30日

権利確定条件 付されていない

対象勤務期間 定められていない

権利行使期間
平成19年７月１日

～平成21年６月30日

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

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載している。

①　ストック・オプションの数

平成13年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 276,000 57,000 196,000

権利確定 － － －

権利行使 25,000 26,000 30,000

失効 251,000 31,000 －

未行使残 － － 166,000

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 296,000

権利確定 －

権利行使 18,000

失効 －

未行使残 278,000
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②　単価情報

平成13年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 2,452 1,696 1,962

行使時平均株価　　　　　（円） 3,895 3,868 2,874

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 2,145

行使時平均株価　　　　　（円） 2,832

公正な評価単価（付与日）（円） －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

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

繰延税金資産及び負債 繰延税金資産及び負債

百万円

退職給付引当金限度超過額 3,707

退職給付制度変更による未払金 3,165

賞与引当金限度超過額 1,676

未払事業税 468

長期未払金 400

投資有価証券評価損 926

番組勘定 473

その他有価証券評価差額金 △45,099

長期前払費用償却額 2,449

その他 1,739

小計 △30,090

評価性引当額 △2,449

繰延税金負債の純額 △32,540

百万円

退職給付引当金限度超過額 3,861

退職給付制度変更による未払金 1,533

賞与引当金限度超過額 1,637

未払事業税 684

長期未払金 253

投資有価証券評価損 1,215

番組勘定 467

その他有価証券評価差額金 △17,923

長期前払費用償却額 2,449

その他 2,038

小計 △3,780

評価性引当額 △2,449

繰延税金負債の純額 △6,229

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表上以下の項

目に含まれている。

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表上以下の項

目に含まれている。

百万円

流動資産－繰延税金資産 5,346

固定資産－繰延税金資産 1,366

固定負債－繰延税金負債 39,253

百万円

流動資産－繰延税金資産 4,927

固定資産－繰延税金資産 1,711

固定負債－繰延税金負債 12,867

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．　　　　　　　　 　同左

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略している。
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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

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりである。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

科目
放送事業
（百万円）

映像・文
化事業 
 (百万円)

不動産事
業

（百万円）

その他事
業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

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

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

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出

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

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

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

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっている。

 

２．各事業区分の主要な事業内容

事業区分 事業内容

放送事業 テレビ・ラジオの放送事業及び関連事業

映像・文化事

業
各種催物、ビデオソフト等の企画・制作、野球興行等

不動産事業 土地及び建物の賃貸等

その他事業 車両運行、喫茶・飲食業等

 

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

　での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）等である。

 

４．事業区分の変更

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

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

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

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

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。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

科目
放送事業
（百万円）

映像・文
化事業 
 (百万円)

不動産事
業

（百万円）

その他事
業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 255,462 55,712 3,816 184 315,175 － 315,175

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,031 5,736 4,906 1,500 14,175 △14,175 －

計 257,494 61,448 8,723 1,685 329,351 △14,175 315,175

営業費用 245,228 53,536 8,299 1,604 308,667 △14,117 294,550

営業利益 12,265 7,912 424 80 20,683 △58 20,624

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出

資産 171,231 49,970 163,731 118 385,052 152,158 537,211

減価償却費 10,448 1,856 2,330 10 14,645 － 14,645

資本的支出 7,985 7,716 39,307 12 55,021 － 55,021

　（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、調査・研究等

 

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157,044百万円であり、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．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．(2) ①に記載のとおり、当連結会計年度より、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234百万円、「映像・文化

事業」の営業費用が65百万円、「不動産事業」の営業費用が77百万円増加し、各事業区分の営業利益が同額減

少している。

　同じく、追加情報に記載のとおり、当連結会計年度より、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291百万円、「不動産

事業」の営業費用が110百万円増加し、各事業区分の営業利益が同額減少している。

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期決算短信

－ 51 －



ｂ．所在地別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成

20年３月31日）

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

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

ｃ．海外売上高

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

20年３月31日）

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

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者

砂原幸雄 － －
(財)東京音楽

祭協会理事長
なし － －

貸室料

寄付金等

3

30

売掛金

買掛金 

0

0

俣木盾夫 － －

（株）電通

代表取締役

社長

(所有)

直接

1.46%

(被所有)

直接

4.90%

－ －

放送時間

販売等
118,149 売掛金他 9,931

販売手数

料等
25,033 買掛金他 1,283

山本雅弘 － －

(株)毎日放送

代表取締役

社長

(所有)

直接

4.92%

(被所有)

直接

3.22%

－ －

放送時間

販売等
2,299 売掛金 260

放送時間

購入等
3,139 買掛金他 743

北村正任 － －

(株)毎日新聞

社

代表取締役

社長

 (所有)

 直接

2.41% 

 間接

1.85% 

(被所有) 

 直接

0.58% 

－ －

放送時間

販売等
14  売掛金 1

新聞広告

購入等
45   

　（注）１．上記役員との取引はすべていわゆる第三者のための取引である。

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

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

ている。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社
㈱ビーエ
ス・アイ

東京都
港区

35,000 放送事業

(所有)

直接

28.41%

間接

1.89%

兼任 1

名

番組制

作等

制作収入等

番組購入費等

1,730

564

売掛金

買掛金

175

80

借入金の返済 1,683
短期借入

金
1,606

利息の支払(注

１)
3   

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

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記、会社への販売及び購入については、市場価格を参考に決定している。

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

掛金の期末残高には、消費税等が含まれている。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者

砂原幸雄 － －
(財)東京音楽

祭協会理事長
なし － －  貸室料 1 売掛金 0

俣木盾夫 － －

（株）電通

代表取締役

会長

(所有)

直接

1.45%

(被所有)

直接

4.89%

－ －

放送時間

販売等
115,481 売掛金他 9,567

販売手数

料等
26,476 買掛金他 1,347

山本雅弘 － －

(株)毎日放送

代表取締役

会長

(所有)

直接

4.38%

(被所有)

直接

3.64%

－ －

放送時間

販売等
2,111 売掛金 273

    

放送時間

購入等
2,949 買掛金他 804

 北村正任 － －

(株)毎日新聞社

 　 代表取締役

          社長

 (所有)

 直接

       2.42%

 間接

       1.85% 

 (被所有) 

       0.58% 

－ －

 放送時間

販売等
8 売掛金 0

 新聞広告

購入等
27   

槍田松瑩 － －

 三井物産㈱

　代表取締役

社長

 (所有)

 直接

 なし

(被所有) 

 直接

2.25% 

－ －
業務委託

費等
5  買掛金 1

　（注）１．上記役員との取引はすべていわゆる第三者のための取引である。

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

３．上記のうち、砂原幸雄は平成19年６月に当社の取締役を退任したため、取引金額は平成19年４月から平成19

年６月までの金額を表示し、期末残高は平成19年６月末日の残高を表示している。槍田松瑩は平成19年６月

に当社取締役に就任したため、取引金額は平成19年７月から平成20年３月までの金額を表示している。

４．取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

ている。
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(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の兼

任等
事業上
の関係

関連会社
㈱ビーエ
ス・アイ

東京都
港区

35,000 放送事業

(所有)

直接

28.41%

間接

1.89%

兼任 1名
番組制

作等

制作収入等

番組購入費等

1,488

636

売掛金

買掛金

165

32

資金の借入 467
短期借入

金
2,073

利息の支払(注１) 6   

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

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記、会社への販売及び購入については、市場価格を参考に決定している。

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

掛金の期末残高には、消費税等が含まれている。

（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 1,884.02円

１株当たり当期純利益 100.14円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
100.04円

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 13,299 19,022

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 13,299 19,022

期中平均株式数（千株） 189,787 189,965

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 314 192

（うち新株予約権） (244) (166)

（うち新株引受権） (70) (25)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 44,421 26,201 △18,220

２．受取手形  ※６ 706 585 △120

３．売掛金 38,982 34,498 △4,483

４．番組及び仕掛品 6,328 5,194 △1,134

５．貯蔵品 59 90 30

６．前払費用 3,452 8,272 4,819

７．繰延税金資産 3,210 2,808 △402

８．未収入金 264 4,010 3,745

９．その他の流動資産 2,650 2,899 249

貸倒引当金 △8 △4 4

流動資産合計 100,068 18.7 84,558 16.6 △15,510

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 107,112 171,223

減価償却累計額 △46,888 60,223 △50,244 120,978 60,755

(2）構築物 7,435 10,020

減価償却累計額 △5,129 2,306 △5,159 4,861 2,555

(3）機械及び装置 68,482 70,902

減価償却累計額 △52,828 15,653 △56,640 14,261 △1,391

(4）車両及び運搬具 790 815

減価償却累計額 △600 190 △640 174 △15

(5）工具器具備品 11,008 12,914

減価償却累計額 △8,586 2,421 △10,006 2,908 486

(6）土地 75,376 83,847 8,470

(7）建設仮勘定 36,093 4,316 △31,777

有形固定資産合計 192,265 36.0 231,348 45.5 39,083
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

２．無形固定資産

(1）借地権 89 56 △33

(2）ソフトウェア 5,426 4,886 △540

(3）ソフトウェア仮勘定 14 － △14

(4）その他の無形固定資
産

87 63 △23

無形固定資産合計 5,618 1.1 5,007 1.0 △611

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  ※４ 219,268 170,064 △49,204

(2）関係会社株式 20,676 21,297 621

(3）出資金 55 51 △3

(4) 関係会社出資金 10 10 －

(5）長期貸付金 12 13 0

(6）従業員長期貸付金 26 22 △4

(7）関係会社長期貸付金 670 500 △170

(8）破産更生債権等 1 0 △1

(9）長期前払費用 317 1,272 955

(10）差入保証金 2,075 2,067 △8

(11）その他の投資  4,269 3,259 △1,010

貸倒引当金 △274 △270 3

投資評価引当金 △10,739 △10,739 －

投資その他の資産合計 236,370 44.2 187,548 36.9 △48,821

固定資産合計 434,253 81.3 423,904 83.4 △10,349

資産合計 534,322 100.0 508,463 100.0 △25,859
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※２ 32,432 31,405 △1,026

２. 一年内返済予定長期借
入金

 10,000 － △10,000

３．短期借入金 ※２ 21,933 25,548 3,614

４．未払金 16,411 34,102 17,690

５．未払法人税等 1,453 6,408 4,955

６．未払消費税等 528 － △528

７．未払費用 1,176 1,306 129

８．前受金 679 434 △244

９．預り金 200 197 △3

10．役員賞与引当金 100 100 －

11．その他の流動負債 14 1 △13

流動負債合計 84,930 15.9 99,503 19.6 14,572

Ⅱ　固定負債

１．社債 30,000 30,000 －

２．長期借入金 20,000 20,000 －

３．長期預り金 － 14,935 14,935

４．退職給付引当金 8,022 8,212 190

５．繰延税金負債 31,907 6,595 △25,312

６．長期未払金 4,256 290 △3,966

７．その他の固定負債 1,778 291 △1,487

固定負債合計 95,965 18.0 80,325 15.8 △15,640

負債合計 180,896 33.9 179,829 35.4 △1,067
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  54,857 10.2 54,959 10.8 101

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  54,897 54,998

(2）その他資本剰余金  1,667 1,667

資本剰余金合計  56,564 10.6 56,666 11.1 101

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  4,217 4,217

(2）その他利益剰余金  

特別償却準備金  － 118

別途積立金  164,312 172,312

繰越利益剰余金  11,894 17,525

利益剰余金合計  180,424 33.8 194,173 38.2 13,748

４．自己株式   △45 △0.0  △61 △0.0 △15

株主資本合計   291,800 54.6  305,736 60.1 13,935

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

  61,365 11.5  23,069 4.5 △38,295

２．繰延ヘッジ損益   260 0.0  △172 △0.0 △433

評価・換算差額等合計   61,625 11.5  22,897 4.5 △38,728

純資産合計   353,425 66.1  328,633 64.6 △24,792

負債純資産合計   534,322 100.0  508,463 100.0 △25,859
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　事業収入

１．テレビ事業収入 244,900 237,431

２．その他の事業収入 ※６ 32,500 277,400 100.0 33,973 271,404 100.0 △5,995

Ⅱ　事業費 ※3,4 194,770 70.2 192,889 71.1 △1,880

    売上総利益  82,630 29.8 78,515 28.9 △4,115

Ⅲ　販売費 ※1 48,060 17.3 47,565 17.5 △494

Ⅳ　一般管理費 ※2,4 16,340 5.9 15,718 5.8 △622

営業利益 18,229 6.6 15,231 5.6 △2,998

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 118 254

２．有価証券利息 43 9

３．受取配当金 ※３ 2,462 3,565

４．雑収入 326 2,951 1.1 477 4,306 1.6 1,355

Ⅵ　営業外費用

１．支払手数料 149 134

２．支払利息 119 313

３．社債利息 514 559

４．固定資産除却損 341 253

５．社債発行費 165 －

６．売掛債権売却損 125 203

７．雑損 31 1,448 0.6 78 1,543 0.6 95

経常利益 19,732 7.1 17,994 6.6 △1,738
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別利益

１.投資有価証券売却益 165   14,194    

   ２.関係会社株式売却益 － 165 0.1 468 14,662 5.4 14,496

Ⅷ　特別損失

１．年金訴訟和解金  990   －    

２．年金制度移行解決金  860 70

３．固定資産除却損  ※５ 472 176

４．投資評価引当金繰入  435 －

５．投資有価証券評価損  140 4,220

６．関係会社清算損  16 2,915 1.1 － 4,467 1.6 1,552

税引前当期純利益 16,982 6.1 28,188 10.4 11,206

法人税、住民税及び事
業税

5,346 9,350

法人税等調整額 1,269 6,615 2.4 1,664 11,014 4.1 4,399

当期純利益 10,367 3.7 17,174 6.3 6,807

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期決算短信

－ 61 －



事業費明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　材料費 ※２ 107,603 55.5 108,798 56.7 1,194

Ⅱ　労務費 ※３ 2,057 1.1 1,678 0.9 △378

Ⅲ　経費 ※４ 84,288 43.4 81,278 42.4 △3,010

　　当期総事業費 193,949 100.0 191,755 100.0 △2,194

　期首番組及び仕掛品残高 7,149 6,328 △820

合計 201,098 198,084 △3,014

　期末番組及び仕掛品残高 6,328 5,194 △1,134

　当期事業費 194,770 192,889 △1,880

　（脚注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　１．事業費の計算については個別原価計算の方法による。

※２．材料費の主な内容

番組購入費 103,190百万円

ギャランティ 4,413百万円

　１．事業費の計算については個別原価計算の方法による。

※２．材料費の主な内容

番組購入費 103,221百万円

ギャランティ 5,576百万円

※３．労務費の主な内容

人件費 1,969百万円

退職給付費用 88百万円

※３．労務費の主な内容

人件費 1,630百万円

退職給付費用 48百万円

※４．経費の主な内容

業務委託費 25,112百万円

ネットワーク費 30,846百万円

減価償却費 10,543百万円

賃借・借上費 5,635百万円

※４．経費の主な内容

業務委託費 26,588百万円

ネットワーク費 30,796百万円

減価償却費 11,138百万円

賃借・借上費 4,379百万円

㈱東京放送（9401）平成 20 年３月期決算短信

－ 62 －



(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

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

事業年度中の変動額

新株の発行 172 172  172      344

別途積立金の積立て（注）      7,000 △7,000 －  －

剰余金の配当（注）       △3,232 △3,232  △3,232

役員賞与（注）       △80 △80  △80

当期純利益       10,367 10,367  10,367

自己株式の取得         △23 △23

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

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

平成19年３月31日　残高
（百万円）

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

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

67,315 － 67,315 600 352,339

事業年度中の変動額

新株の発行     344

別途積立金の積立て（注）     －

剰余金の配当（注）     △3,232

役員賞与（注）     △80

当期純利益     10,367

自己株式の取得     △23

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5,950 260 △5,690 △600 △6,290

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△5,950 260 △5,690 △600 1,086

平成19年３月31日　残高
（百万円）

61,365 260 61,625 － 353,425

 （注）剰余金の配当のうち2,091百万円、別途積立金の積立て及び役員賞与については、平成18年６月の定時株主総会に

おける利益処分項目である。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

特別償却
準備金

 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

事業年度中の変動額

新株の発行 101 101  101       202

特別償却準備金の積立て      118  △118 －  －

別途積立金の積立て       8,000 △8,000 －  －

剰余金の配当        △3,426 △3,426  △3,426

当期純利益        17,174 17,174  17,174

自己株式の取得          △15 △15

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）

101 101  101  118 8,000 5,630 13,748 △15 13,935

平成20年３月31日　残高
（百万円）

54,959 54,998 1,667 56,666 4,217 118 172,312 17,525 194,173 △61 305,736

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

事業年度中の変動額

新株の発行    202

特別償却準備金の積立て    －

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △3,426

当期純利益    17,174

自己株式の取得    △15

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△38,295 △433 △38,728 △38,728

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△38,295 △433 △38,728 △24,792

平成20年３月31日　残高
（百万円）

23,069 △172 22,897 328,633
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用してい

る。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの

　    期末日の市場価格等に基づく時価

　    法　

　   （評価差額は全部純資産直入法によ

　    り処理し、売却原価は移動平均法

　    により算定）　　

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの

 同左

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

番組及び仕掛品　個別法による原価法を採

用している。

番組及び仕掛品　 同左

貯　　蔵　　品　移動平均法による原価法

を採用している。

貯　　蔵　　品　 同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法（ただし建物については定　

額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとお　

りである。

　建物　　　　　　７～50年

　機械及び装置　　　　６年

(1）有形固定資産

同左

 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
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、前事業年度と同一の方法に

よった場合と比べ、売上総利益が247百万

円、営業利益が272百万円、経常利益が272

百万円、税引前当期純利益が272百万円、

当期純利益が161百万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369百万円、

営業利益が390百万円、経常利益が390百万

円、税引前当期純利益が390百万円、当期

純利益が232百万円それぞれ減少してい

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。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

毎期均等償却。

(3）長期前払費用

    　　　　　　同左

５．繰延資産の処理方法

 

 社債発行費

　　 支出時に全額費用として処理してい

 　　る。 

       　　 ────────
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。

同左

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上している。

同左

(2）役員賞与引当金 (2）役員賞与引当金 

    役員に支給する賞与の支払に備える

    ため、当事業年度末における支給見

　　込額を計上している。

 （会計方針の変更）

　  役員賞与は、従来、株主総会の利益

　　処分案決議により未処分利益の減少

　　として処理していたが、当事業年度

　  より、「役員賞与に関する会計基

    準」(企業会計基準委員会　企業会計

    基準第４号 平成17年11月29日）に基

    づき、発生した期間の費用として処

    理している。この結果、従来の方法

    と比較して、営業利益、経常利益、

 　 税引前当期純利益および当期純利益

    がそれぞれ100百万円減少している。

　　　　　　

同左

 

 

────────

(3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上している。

数理計算上の差異は、それぞれ発生の

翌事業年度に費用処理することとして

いる。

同左

(4）投資評価引当金 (4）投資評価引当金

関係会社等への投資により発生する損

失に備えるため、当該会社の実質価値

の低下の程度並びに将来の回復見込み

等を検討してその所要額を計上してい

る。

同左

８．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっている。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっている。特例処

理の要件を満たす金利スワップについ

ては特例処理を採用している。

同左

(2）ヘッジ手段 (2）ヘッジ手段

買掛金に対するデリバティブ取引（為

替予約取引）。

支払利息に対するデリバティブ取引

（金利スワップ取引）。

投資有価証券に対するデリバティブ取

引（株式オプション取引）。

 　　　　　　同左

 

 

(3）ヘッジ対象 (3）ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があり、

相場変動等が評価に反映されていない

ものおよびキャッシュ・フローが固定

され、その変動が回避されるもの。

同左

(4）ヘッジ方針 (4）ヘッジ方針

為替変動リスク

ヘッジ対象を限定、実需の範囲内で

行う。

為替変動リスク

同左

金利変動リスク

発行する社債および借入金の利息削

減のため、固定金利と変動金利を交

換。

金利変動リスク

同左

株価変動リスク

売却予定のある投資有価証券に限定、

時価が下落するリスクを回避する為、

デリバティブ取引を行う。

株価変動リスク

 　　　　　同左

(5）ヘッジの有効性の評価方法 (5）ヘッジの有効性の評価方法

キャッシュ・フロー及び時価の変動を

分析。６ヶ月毎に測定し、単月・累計

で記録している。但し、特例処理に

よった金利スワップについては有効性

評価を省略している。

 　　　　　　同左

(6）その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

(6）その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

ヘッジ取引の契約は資金担当部署にて

行われるが、その種類および取引限度

額は取締役会において事前に決定され

ており、取引結果は随時常勤取締役会

に報告されている。

同左

10．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっている。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────────

 

（貸借対照表）

　前事業年度において、固定負債の「その他固定負債」に

含めて表示していた「長期預り金」（前事業年度1,778百万

円）は、当期において、負債及び純資産の合計額の100分の

１を超えたため区分掲記した。

追加情報

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 当事業年度より、売掛債権の一部について債権流動化を

 行っており、当事業年度末の「売掛金」は 23,999百万　 

円減少している。　　

────────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．このうち国庫補助金等の受入により機械及び装置75

百万円、その他の有形固定資産164百万円を取得価

額より控除している。

※１．このうち国庫補助金等の受入により機械及び装置71

百万円、その他の有形固定資産164百万円を取得価

額より控除している。

※２．関係会社項目 ※２．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがある。

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがある。

流動負債
買掛金（百万円） 11,969

短期借入金（百万円） 21,933
流動負債

買掛金（百万円） 12,173

短期借入金（百万円） 25,548

　３．偶発債務 　３．偶発債務

保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 6,955

㈱放送衛星システムの銀行借

入金
1,279

㈱中国放送のリース契約に

対する連帯保証
1,160

㈱あいテレビのリース契約に

対する連帯保証
1,011

計 10,407

保証債務 百万円

従業員の住宅ローン 6,662

㈱放送衛星システムの銀行借

入金
877

㈱中国放送のリース契約に

対する連帯保証
984

㈱あいテレビのリース契約に

対する連帯保証
858

計 9,382

※４．担保に供している資産 ※４．担保に供している資産

百万円

投資有価証券 1,058

 

　　 

　　　　　　　　 同左  

 

投資先であるイー・モバイル㈱の銀行借入の担保と

して同社株式1,058百万円を提供している。 

　　　　　　　　　

　５．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。　　　

　５．　　　　　　　　　 同左　　

※６．当事業年度末日満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理している。なお、当事業

年度の末日は金融機関の休日であったため、次の当

事業年度末日満期手形が当事業年度末残高に含まれ

ている。

　　　　　受取手形　　　　　　　　　136百万円

　６．　　　　　　────────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費の主な内容

 百万円

人件費 732

退職給付費用 41

代理店手数料 39,213

広告宣伝費 3,201

業務委託費 3,360

減価償却費 210

※１．販売費の主な内容

 百万円

人件費 682

退職給付費用 35

代理店手数料 38,278

広告宣伝費 3,306

業務委託費 3,714

減価償却費 214

※２．一般管理費の主な内容

 百万円

役員報酬 525

役員賞与引当金繰入額 100

人件費 2,840

退職給付費用 340

業務委託費 4,526

諸税公課 2,391

減価償却費 1,291

水道光熱費 1,673

※２．一般管理費の主な内容

 百万円

役員報酬 528

役員賞与引当金繰入額 100

人件費 3,367

退職給付費用 111

業務委託費 3,763

諸税公課 2,423

減価償却費 1,189

水道光熱費 1,645

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。

関係会社よりの仕入高 117,667百万円

関係会社よりの受取配当金 643百万円

関係会社よりの仕入高 121,981百万円

関係会社よりの受取配当金 721百万円

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額

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

239百万円 274百万円

 

※５．固定資産除却損の内訳

 百万円

建物 463

構築物 8

工具器具備品 0

　　　　計 472

 

※５．固定資産除却損の内訳

 百万円

建物 74

構築物 101

　　　　計 176

※６．その他の事業収入は、不動産収入、番組販売収入及

び催事収入等である。

※６．　　　　　　　　 同左
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（株主資本等変動計算書関係）

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（注） 8,296 6,849 － 15,145

合計 8,296 6,849 － 15,145

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

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 15,145 4,914 － 20,059

合計 15,145 4,914 － 20,059

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,914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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

（借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械及び装置 1,538 1,250 287

工具器具備品
その他

160 105 55

ソフトウェア 118 51 67

合計 1,817 1,407 410

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械及び装置 313 255 58

工具器具備品 91 68 22

ソフトウェア 147 80 67

合計 553 404 148

　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。

　　　　　　　　　　　同左

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年内 306

１年超 104

合計 410

百万円

１年内 73

１年超 74

合計 148

　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。

　　　　　　　　　　　同左

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 803

減価償却費相当額 803

百万円

支払リース料 313

減価償却費相当額 313

④　減価償却費相当額の算定方法 ④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。

　　　　　　　　　　　同左

  

──────── ２．オペレーティング・リース取引

（貸主側）

百万円

未経過リース料  

１年以内 4,000

１年超 72,000

　合計 76,000
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（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３

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

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

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

繰延税金資産（流動）

百万円

未払事業税 281

未払賞与 339

番組勘定 305

退職給付制度変更による未払金 1,624

その他 659

3,210

繰延税金資産（固定）（△繰延税金負債（固定））

退職給付引当金 3,264

退職給付制度変更による未払金 1,541

投資有価証券 5,138

長期前払費用 2,449

その他有価証券評価差額金 △42,106

関係会社株式評価損 1,195

その他 254

小計 △28,262

評価性引当額 △3,645

△31,907

繰延税金資産（流動）

百万円

未払事業税 545

未払賞与 378

番組勘定 254

退職給付制度変更による未払金 1,533

その他 95

2,808

繰延税金資産（固定）（△繰延税金負債（固定））

退職給付引当金 3,342

投資有価証券 5,403

長期前払費用 2,449

その他有価証券評価差額金 △15,761

関係会社株式評価損 1,195

その他 420

小計 △2,950

評価性引当額 △3,645

△6,595

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

２. 　　　　　　　　　同左

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略している。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 1,726.14円

１株当たり当期純利益 90.23円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
90.13円

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

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 10,367 17,174

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

普通株式に係る当期純利益（百万円） 10,367 17,174

期中平均株式数（千株） 190,178 190,356

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 314 192

（うち新株予約権） (244) (166)

 (うち新株引受権） (70) (25)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権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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６．事業収入内訳
 （単位：百万円）

区分 前事業年度 当事業年度 比較 伸率

％

テレビ 244,900 237,431 △7,469 △3.0

タイム・番組制作 130,167 127,697 △2,470 △1.9

タイム 64,588 64,205 △382 △0.6

番組制作 65,579 63,491 △2,088 △3.2

スポット 103,048 98,205 △4,842 △4.7

その他 11,684 11,528 △155 △1.3

事業 27,849 28,357 508 1.8

不動産 4,650 5,615 965 20.8

合計 277,400 271,404 △5,995 △2.2
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７．その他

(1）役員の異動

（平成20年６月27日株主総会および取締役会決定予定事項）

①  代表者の異動

  該当事項はありません。

 

②　その他の役員の異動

(a）役付取締役の異動

 専務取締役  平本　和生 （現、当社常務取締役）

 常務取締役  衣笠　幸雄 （現、当社取締役）

(b）新任監査役候補者

 常勤監査役  小田　忠明 （現、㈱TBSテレビ常務取締役）

 監　査　役  明石　 康  （現、財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団）会長）

(c）退任予定監査役

 常勤監査役  齊藤　正雄 

(2）執行役員の異動

（平成20年６月27日取締役会決定予定事項）

①　新任予定執行役員

 執行役員  余田　光隆
 （現、当社経営メディア本部担当局長、

　　　 ㈱TBSラジオ＆コミュニケーションズ代表取締役社長）

 執行役員  稲葉　 悠  （現、当社経営メディア本部メディア推進局付参与）
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(ご参考）

 株式会社TBSテレビ　役員の異動

（平成20年６月18日㈱TBSテレビ株主総会決定予定事項）

①　新任取締役候補者

 取締役  木村　信哉 （現、当社執行役員経営メディア本部メディア推進局長）

②　退任予定取締役

 常務取締役  小田　忠明 

 取締役  田代　冬彦 

 取締役  金平　茂紀 

③　役付取締役の異動

 常務取締役  石川　眞実 （現、㈱TBSテレビ取締役・編成制作本部長、当社執行役員）

 常務取締役  石川　康喜 （現、㈱TBSテレビ取締役・営業本部長、当社執行役員）

以上
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