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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 141,769 ― 9,530 ― 11,943 ― 6,989 ―

20年3月期第1四半期 141,665 △3.5 11,851 △35.5 13,500 △33.1 12,911 1.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 3,035.01 ―

20年3月期第1四半期 5,606.31 ―

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

21年3月期第1四半期 669,464 460,130 68.0 197,717.21
20年3月期 677,000 456,077 66.7 195,967.51

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  455,361百万円 20年3月期  451,331百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 1,800.00 ― 1,800.00 3,600.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,800.00 ― 1,800.00 3,600.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 284,400 ― 10,800 ― 13,600 ― 7,400 ― 3,213.07
通期 579,100 0.6 28,700 17.8 32,800 21.2 18,500 17.3 8,032.67

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．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。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  2,364,298株 20年3月期  2,364,298株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  61,202株 20年3月期  61,202株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  2,303,096株 20年3月期第1四半期  2,303,096株
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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１四半期のわが国の経済は、政府の月例報告によると、景気回復は足踏み状態にあるが、このところ

一部に弱い動きがみられるとし、企業収益は減少、設備投資及び個人消費についてはおおむね横ばいとして

います。 

　広告市況においては、サブプライム問題の余波や、原材料費の高騰による製商品価格値上げ等の影響によ

り景気先行き不透明感が強まるなか、全般的に広告出稿量が減少いたしました。 

　こうした中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、放送事業、放送関連事業、通信販売

事業が減収となったものの、映像音楽事業、その他事業が増収となったことで、前年同期比0.1%増収の1,417

億69百万円となりました。また、営業利益は、通信販売事業が黒字転換したほか、映像音楽事業、放送関連

事業が好調に推移しましたが、放送事業の大幅な減収による減益が影響して、前年同期比19.6%減益の95億30

百万円となり、経常利益も同11.5%減益の119億43百万円となりました。また、四半期純利益は、前期は特別

利益に投資有価証券売却益24億６百万円と出資金売却益52億５百万円が計上されていたため、前年同期比

45.9%減益の69億89百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績の状況は以下の通りであります。

売 上 高 営業利益又は営業損失(△)

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減
前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減

(百万円) (百万円) (％) (百万円) (百万円) (％)

放送事業 103,137 93,698 △ 9.2 11,898 8,572 △ 28.0

放送関連事業 12,289 12,020 △ 2.2 600 691 15.2

通信販売事業 15,811 15,605 △ 1.3 △ 522 337 ―

映像音楽事業 15,194 17,499 15.2 78 374 375.5

その他事業 12,570 19,929 58.5 △ 107 △ 230 ―

消去又は全社 (17,339) (16,982) ― (95) (216) ―

合  計 141,665 141,769 0.1 11,851 9,530 △ 19.6

（放送事業）

テレビ放送部門の放送収入は、ネットタイムは、「北京オリンピックバレーボール世界最終予選」の放送

があったこと等により増収となりましたが、スポットセールスが厳しい広告市況を反映して前期を下回り、

放送収入全体は減収となりました。放送以外でも、イベント事業、映画事業、ビデオ事業等が前期の反動

で減収となり、その他事業収入は前期を下回りました。その結果、テレビ放送部門全体の売上高は前年同

期比9.1%減収の889億15百万円となりました。一方、営業費用は、放送事業原価で減価償却費等の増加があ

りましたが、番組制作費がそれらを上回って減少し、その他事業原価も減収に伴い減少したことで、前年

同期比6.7％減少の804億77百万円でした。 

　ラジオ放送部門も、放送収入やイベント収入の減収で売上高は前年同期比9.6%減収の47億90百万円とな

りました。 

　その結果、放送事業全体の売上高は前年同期比9.2%減収の936億98百万円となり、営業利益も同28.0%減

益の85億72百万円となりました。
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放送事業の売上高内訳

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減

（百万円） （百万円） （％）

テレビ放送部門

放送事業収入 82,932 78,725 △ 5.1

　 放送収入 75,438 70,702 △ 6.3

　 ネットタイム 33,024 33,177 0.5

　 ローカルタイム 5,344 5,125 △ 4.1

　 スポット 37,069 32,400 △ 12.6

　 その他放送事業収入 7,493 8,023 7.1

その他事業収入 14,918 10,190 △ 31.7

小 計 97,850 88,915 △ 9.1

ラジオ放送部門 5,300 4,790 △ 9.6

セグメント内消去 (13) (7) ―

合 計 103,137 93,698 △ 9.2

（放送関連事業）

放送関連事業は、放送番組の制作、美術、技術などを担当する子会社で構成されております。各子会社

は依然として厳しい受注環境の中、売上拡大に努めましたが、売上高は前年同期比2.2%減収の120億20百

万円となりました。しかし、営業利益はコスト節減に努めた結果、同15.2％増益の６億91百万円となりま

した。

（通信販売事業）

通信販売事業は、㈱ディノスの業績であります。カタログ通販は増収となりましたが、テレビショッピ

ングと不採算催事の取り止めにより規模を縮小した催事事業の減収をカバーするには至らず、売上高は前

年同期比1.3%減収の156億５百万円となりました。しかしながら、営業損益は原価率の改善と通販経費・一

般管理費の削減に努めたことにより３億37百万円の利益計上となりました。

（映像音楽事業）

㈱ポニーキャニオンの業績が、オーディオ部門ではaiko、羞恥心のセールスが好調で前期を上回り、DVD

販売部門では「DRAGON BALL GT」は引き続き好調で、韓流ドラマの「朱蒙(チュモン)」、フジテレビドラマ

「医龍Ⅱ」もヒットし、売上、営業利益ともに前期を上回りました。㈱フジパシフィック音楽出版も著作権

部門、原盤部門ともに好調で売上、営業利益ともに前期を上回りました。この結果、映像音楽事業の売上

高は前年同期比15.2%増収の174億99百万円、営業利益は同375.5%増益の３億74百万円となりました。

（その他事業）

その他事業は、新たに㈱サンケイリビング新聞社、㈱リビングプロシードが連結子会社に加わりました。

また、昨年10月統合の㈱クオラスの売上も加味され、売上高は前年同期比58.5%増収の199億29百万円とな

りました。㈱扶桑社は、雑誌では広告収入の伸び悩みを販売でカバーし、書籍では番組から派生した「ヘキ

サンゴンドリルⅠ・Ⅱ」等のヒットがあり、増収となりましたが、営業費用を回収するには至らず、営業損

失を計上いたしました。また、㈱クオラスも広告市況の低迷の影響等により営業損失を計上いたしました。

その結果、営業損益は２億30百万円の損失となりました。

持分法適用会社では、新たに加わった３社(㈱ニッポンプランニングセンター、㈱ポニーキャニオンミュー
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ジック、日本映画衛星放送㈱)の利益がプラス要因となるとともに、開局８年目の㈱ビーエスフジもＢＳデジ

タル放送の視聴可能件数が６月末で3,941万件に達したことを背景に順調に推移いたしました。また、㈱メモ

リーテックは前年同期比で赤字幅を大幅に圧縮いたしました。これらにより持分法による投資利益は前年同

期比３億19百万円増の７億87百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は6,694億64百万円となり、前期末比75億36百万円の減少となりまし

た。 

　流動資産は2,495億88百万円で、前期末比39億89百万円の減少となりました。これは主に、有

価証券が85億63百万円増加したことや、当期よりその他流動資産にリース投資資産を64億59百

万円計上した一方で、現金及び預金が76億49百万円、受取手形及び売掛金が69億61百万円減少し

たこと等によるものであります。

　固定資産は4,198億76百万円で、前期末比35億46百万円の減少となりました。これは主に、改

正後の「リース取引に関する会計基準」の適用により、前期末にその他有形固定資産に含めて計

上していたリース資産46億９百万円をその他流動資産のリース投資資産に計上したこと等により

ます。

　負債は2,093億33百万円で、前期末比115億89百万円の減少となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が98億27百万円減少したこと等によります。

　純資産は、剰余金の配当により41億45百万円減少した一方で、当期純利益を69億89百万円計上

し、連結子会社及び持分法適用会社の増加により利益剰余金が11億11百万円増加した結果、当期

末残高は4,601億30百万円で前期末比40億53百万円の増加となりました。 

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、143億49百万円の収入となり、前年同期比194億50百万円の収入

増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が89億86百万円減少した一方で、売上債権の増減

額が63億76百万円増加したことや、法人税等の支払額が144億82百万円減少したこと等によります。 

　投資活動によるキャッシュ・フローは87億28百万円の支出となり、前年同期比18億49百万円の支出減少

となりました。これは、前期に米国音楽事業の投資・出資売却による収入が145億39百万円あったことや、

当期に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が34億51百万円あった一方で、有形固定資産の

取得による支出が152億72百万円減少したことや、投資有価証券の取得による支出が55億93百万円減少した

こと等によります。 

　財務活動によるキャッシュ・フローは39億92百万円の支出となり、前年同期比16億76百万円の支出減少

となりました。これは長期借入による収入が８億円減少した一方で、配当金の支払額が23億74百万円減少

したこと等によります。 

  この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は808億77百万円で、前期末に比べ７億５百万円の増加、

前年同四半期末に比べ20億73百万円の減少となりました。 
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間の連結業績は、概ね予想通り推移しており、平成20年５月15日公表の業績予想

に変更はありません。また、個別業績についても同日公表の業績予想に変更はありません。

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 四半期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
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年
７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準を原価法から原価法（収益性の低下による簿価切
下げの方法）に変更しております。これによる影響は軽微であります。

③リース取引に関する会計基準等の適用（借手側)
当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月

17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16
号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上
しております。
　また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方
法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
　これによる影響額は軽微であります。

④リース取引に関する会計基準等の適用（貸手側）
当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月

17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16
号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース投資資産として
計上しております。
　また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上
原価を計上する方法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首
に前連結会計年度末における固定資産の減価償却累計額控除後の額で契約したものとして、リース投資
資産に計上する方法によっております。
　この結果、流動資産にリース投資資産が6,459百万円計上されておりますが、損益に与える影響額は軽
微であります。
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㈱フジテレビジョン(4676) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 56,978 64,627

受取手形及び売掛金 111,198 118,160

有価証券 29,456 20,893

番組勘定及びその他の製作品 19,240 21,253

その他 33,074 28,987

貸倒引当金 △360 △344

流動資産合計 249,588 253,577

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 113,113 114,378

その他 59,865 66,767

有形固定資産合計 172,978 181,146

無形固定資産

のれん 10,041 7,385

その他 40,558 40,543

無形固定資産合計 50,599 47,929

投資その他の資産

投資有価証券 175,950 173,152

その他 22,140 23,095

貸倒引当金 △1,792 △1,900

投資その他の資産合計 196,297 194,347

固定資産合計 419,876 423,423

資産合計 669,464 677,000
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 44,389 54,216

短期借入金 5,405 5,303

返品調整引当金 820 972

役員賞与引当金 74 309

その他 52,000 54,622

流動負債合計 102,690 115,425

固定負債

社債 49,987 49,987

長期借入金 4,164 4,454

退職給付引当金 32,540 32,239

役員退職慰労引当金 2,054 3,172

負ののれん 10,054 10,154

その他 7,841 5,490

固定負債合計 106,643 105,497

負債合計 209,333 220,922

純資産の部

株主資本

資本金 146,200 146,200

資本剰余金 173,664 173,664

利益剰余金 150,278 146,322

自己株式 △15,505 △15,505

株主資本合計 454,638 450,682

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,490 1,416

土地再評価差額金 △463 △463

為替換算調整勘定 △2,303 △302

評価・換算差額等合計 723 649

少数株主持分 4,769 4,745

純資産合計 460,130 456,077

負債純資産合計 669,464 677,000
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 141,769

売上原価 91,681

売上総利益 50,088

販売費及び一般管理費 40,558

営業利益 9,530

営業外収益

受取配当金 1,542

持分法による投資利益 787

その他 715

営業外収益合計 3,045

営業外費用

支払利息 226

賃貸費用 243

その他 162

営業外費用合計 631

経常利益 11,943

特別利益

固定資産売却益 126

貸倒引当金戻入額 48

その他 15

特別利益合計 189

特別損失

固定資産除却損 79

投資有価証券評価損 64

その他 31

特別損失合計 175

税金等調整前四半期純利益 11,957

法人税、住民税及び事業税 3,715

法人税等調整額 1,200

法人税等合計 4,915

少数株主利益 52

四半期純利益 6,989
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 11,957

減価償却費 5,662

受取利息及び受取配当金 △1,690

支払利息 226

持分法による投資損益（△は益） △787

売上債権の増減額（△は増加） 10,183

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,032

仕入債務の増減額（△は減少） △9,827

その他 △2,882

小計 14,874

利息及び配当金の受取額 1,977

利息の支払額 △17

法人税等の支払額 △2,485

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,349

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 △3,646

無形固定資産の取得による支出 △1,499

投資有価証券の取得による支出 △206

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出
△3,451

その他 74

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,728

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（△は減少） △155

長期借入金の返済による支出 △333

配当金の支払額 △3,472

少数株主への配当金の支払額 △31

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △208

現金及び現金同等物の期首残高 80,171

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 913

現金及び現金同等物の四半期末残高 80,877
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

放送
事業

(百万円)

放送関連
事業

(百万円)

通信販売
事業

(百万円)

映像音楽
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

88,312 4,895 15,553 17,014 15,993 141,769 ― 141,769

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

5,386 7,124 52 484 3,935 16,982 (16,982) ―

計 93,698 12,020 15,605 17,499 19,929 158,752 (16,982) 141,769

　営業利益
又は営業損失(△)

8,572 691 337 374 △ 230 9,746 (216) 9,530

（注）１ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業区分に属する主な役務・商製品

事業区分 役務・商製品の内容等

放送事業 テレビ放送事業、ラジオ放送事業

放送関連事業 放送番組の企画制作・技術・中継等

通信販売事業 通信販売

映像音楽事業 オーディオ・ビデオソフト等の製造販売、音楽著作権管理等

その他事業 出版、広告、人材派遣、動産リース、ソフトウェア開発、新聞発行等

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前第１四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 141,665 100.0

Ⅱ 売上原価 89,724 63.3

　 売上総利益 51,940 36.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　１ 販売費 28,010

　２ 一般管理費 12,078 40,088 28.3

　 営業利益 11,851 8.4

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取配当金 1,218

　２ 持分法による投資利益 467

　３ 受取賃貸料 289

　４ その他営業外収益 459 2,435 1.7

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 238

　２ 賃貸費用 295

　３ その他営業外費用 252 786 0.6

　 経常利益 13,500 9.5

Ⅵ 特別利益

　１ 投資有価証券売却益 2,406

　２ 出資金売却益 5,205

　３ その他特別利益 17 7,629 5.4

Ⅶ 特別損失

　１ 固定資産除却損 164

　２ その他特別損失 21 185 0.1

　 税金等調整前
　 四半期純利益

20,944 14.8

　 法人税、住民税
　 及び事業税

4,933

　 法人税等調整額 2,771 7,705 5.5

　 少数株主利益 327 0.2

　 四半期純利益 12,911 9.1

決算短信 2008年07月31日 11時22分 07376xe07_in 12ページ （Tess 1.10 20080626_01）

―　11　―



㈱フジテレビジョン(4676) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

（要約）前第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期
(平成20年３月期

第１四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益 20,944

　２ 減価償却費 4,741

　３ 受取利息及び受取配当金 △ 1,321

　４ 売上債権の増減額（増加：△） 3,806

　５ 仕入債務の増減額（減少：△） △ 9,234

　６ その他 △ 8,620

　 小計 10,315

　７ 利息及び配当金の受取額 1,576

　８ 法人税等の支払額 △16,967

　９ その他 △    24

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 5,100

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 有形固定資産の取得による支出 △18,919

　２ 無形固定資産の取得による支出 △ 1,854

　３ 投資有価証券の取得による支出 △ 5,798

　４ その他 15,993

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △10,578

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 配当金の支払額 △ 5,846

　２ その他 177

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,668

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
　 （減少：△）

△    26

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △21,374

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 104,324

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 82,950

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期（平成20年３月期第１四半期）

（単位：百万円）

放送
事業

放送関連
事業

通信販売
事業

映像音楽
事業

その他
事業

計
消去又
は全社

連結

売上高 103,137 12,289 15,811 15,194 12,570 159,004 (17,339) 141,665

営業費用 91,239 11,689 16,334 15,115 12,678 147,057 (17,243) 129,813
営業利益又は
営業損失(△) 11,898 600 △  522 78 △  107 11,947 (95) 11,851

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期（平成20年３月期第１四半期）

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。
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「参考」個別業績の概要

平成21年３月期第１四半期の個別業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

  個別経営成績(累計)
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 88,915 (―) 8,438 (―) 11,029 (―) 7,030 (―)

20年３月期第１四半期 97,850 (△0.5) 11,632 (△23.6) 13,832 (△22.4) 8,464 (△38.0)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 3,052 81 ―

20年３月期第１四半期 3,675 06 ―

以上
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