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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 10,492 ― 628 ― 572 ― 41 ―
20年3月期第1四半期 11,479 13.4 1,105 △10.3 1,305 △1.9 708 1.5

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 1.10 ―
20年3月期第1四半期 20.94 ―

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 64,309 48,100 74.0 1,254.32
20年3月期 70,974 48,545 67.6 1,257.44

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  47,563百万円 20年3月期  47,995百万円

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 11.00 ― 11.00 22.00

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 23,000 ― 1,810 ― 1,755 ― 960 ― 27.00
通期 50,000 △0.2 5,650 △4.5 5,600 △2.2 3,100 0.7 86.00

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  有  

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

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(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．平成20年５月23日発表の第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基
づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって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、添付資料の２ページをご参照くだ
さい。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  39,006,803株 20年3月期  39,006,803株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,086,828株 20年3月期  838,046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  38,082,224株 20年3月期第1四半期  33,824,366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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は先行き不透明な中、景気減速の傾向で推移いたしました。 

 このような経済情勢のもと、タレントマネージメントを基盤としたコンテンツ制作会社として、グループ全体にお

ける「モノ創り」体制の強化を図ってまいりました。 

 その一環として、昨年に続き「LIVE STAND 08」と題したお笑いフェスティバルを、本年４月に３日間開催したほ

か、株式会社よしもとファンダンゴが行ってまいりましたCS放送を本年３月31日をもって終了し、従来CS放送の加入

者向けに提供してまいりました番組の一部を、ブロードバンド配信に移行するなど、新たな施策にも取り組んでまい

りました。 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、タレントの番組出演、テレビ番組の制作受託や劇場等が堅調に推移い

たしました。 

 CD・DVD販売につきましては、当第一四半期には人気DVDシリーズ等の大型タイトルの発売を予定していなかったた

め、前年同期と比べ、営業収入、利益が減少しております。 

 また、本年３月に賃貸用不動産の一部を売却したことにより、不動産賃貸収入が減少しております。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における営業収入は10,492,908千円（前年同期比8.6％減）となりまし

た。また、DVDの大型タイトルの発売がなかったことにより、経常利益は572,026千円（前年同期比56.2％減）、四半

期純利益は41,717千円（前年同期比94.1％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績といたしましては、制作においては、タレントの番組出演、テレビ番組の制作受託

や劇場等が堅調に推移した一方、CD・DVD販売等において大型タイトルの発売がなかったことから、9,208,423千円

（前年同期比8.4％減）となりました。不動産は、本年３月に賃貸用不動産の一部を売却した結果、前年同期比

43.3％減の325,793千円となりました。その他の事業は、劇場に併設する売店等での売上に加え、本年４月に開催し

た「LIVE STAND 08」におけるグッズ販売等が好調に推移した結果、958,690千円（前年同期比13.8％増）となりまし

た。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
①資産、負債及び資本の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,665,141千円（9.3％）減少の 

64,309,794千円となりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ7,467,755千円（22.8％）減少し、25,184,627

千円となりました。固定資産は、39,125,166千円となり、前連結会計年度末に比べ、802,613千円（2.0％）増加と

なりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ6,219,752千円（27.7％）減少の

16,209,292千円となりました。流動負債は、営業未払金、未払法人税等や賞与引当金等が減少した結果、前連結会

計年度末に比べ6,160,074千円（33.0％）減少し、12,488,900千円となりました。固定負債は長期預り保証金の減

少等により、前連結会計年度末に比べ59,677千円（1.5％）減少し、3,720,391千円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の部は、配当金の支払および自己株式の取得により48,100,501千円

（前連結会計年度末比0.9％減）となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は74.0％（前連結会計年度末67.6％）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、15,874,409千円と

なりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益および減価償却費の計上等により増加

し、仕入債務の減少および法人税等の支払額等が減少要因となりました。この結果、当第１四半期連結会計期間の

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,456,976千円の資金の減少となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支出や無形固定資産の取得による支出に

より1,637,186千円の資金の減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払や自己株式の取得による支出により792,254千円の資

金の減少となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 当第１四半期連結会計期間における業績は、前年同期と比較して売上高、利益ともに減少しておりますが、これは

第２四半期連結累計期間、通期業績予想策定時の見込みに概ね沿ったものであります。従いまして、現時点では平成

20年５月23日発表の業績予想と変更はありません。 
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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） 

 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 

①簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に

含めて表示しております。 

（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棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として 終仕入原価法による原価法によっており

ましたが、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」（企業会計基準第９号）が

適用されたことに伴い、主として 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準等の適用 

 「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 終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）および「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 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に

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ております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、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開始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。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 15,864,785 23,752,157

営業未収入金 5,106,487 5,534,594

有価証券 9,624 9,615

商品 837,954 690,335

その他 3,525,696 2,819,526

貸倒引当金 △159,920 △153,846

流動資産合計 25,184,627 32,652,382

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,287,989 6,401,402

土地 6,271,556 6,271,556

その他（純額） 420,616 410,277

有形固定資産合計 12,980,162 13,083,236

無形固定資産   

のれん 4,933,529 5,005,048

その他 2,252,565 2,410,068

無形固定資産合計 7,186,095 7,415,116

投資その他の資産   

投資有価証券 11,094,634 9,989,065

その他 7,993,857 7,965,037

貸倒引当金 △129,582 △129,902

投資その他の資産合計 18,958,909 17,824,199

固定資産合計 39,125,166 38,322,552

資産合計 64,309,794 70,974,935

負債の部   

流動負債   

営業未払金 5,753,667 7,072,671

短期借入金 2,200,000 2,200,000

未払法人税等 315,443 5,630,864

引当金 209,357 433,689

その他 4,010,432 3,311,750

流動負債合計 12,488,900 18,648,975

固定負債   

長期借入金 1,000,000 1,000,000

退職給付引当金 564,266 562,006

役員退職慰労引当金 190,993 195,217

長期預り保証金 1,837,746 1,926,896

負ののれん 34,665 35,949
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（単位：千円）

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) 

その他 92,719 60,000

固定負債合計 3,720,391 3,780,069

負債合計 16,209,292 22,429,045

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,806,956 4,806,956

資本剰余金 14,219,456 14,219,456

利益剰余金 27,893,003 28,292,821

自己株式 △682,431 △354,979

株主資本合計 46,236,985 46,964,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,287,315 1,046,701

為替換算調整勘定 39,419 △15,951

評価・換算差額等合計 1,326,735 1,030,750

少数株主持分 536,780 550,885

純資産合計 48,100,501 48,545,890

負債純資産合計 64,309,794 70,974,935
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

営業収入 10,492,908

営業原価 8,594,739

営業総利益 1,898,169

販売費及び一般管理費 1,269,614

営業利益 628,554

営業外収益  

受取利息 5,052

受取配当金 85,725

その他 30,366

営業外収益合計 121,145

営業外費用  

支払利息 11,177

持分法による投資損失 153,646

その他 12,848

営業外費用合計 177,673

経常利益 572,026

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,627

その他 695

特別利益合計 3,323

特別損失  

固定資産除却損 1,741

投資有価証券評価損 269,461

その他 20,103

特別損失合計 291,306

税金等調整前四半期純利益 284,043

法人税等 259,460

少数株主利益 △17,134

四半期純利益 41,717
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 284,043

減価償却費 510,173

のれん償却額 70,235

持分法による投資損益（△は益） 153,646

賞与引当金の増減額（△は減少） △191,504

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,223

返品調整引当金の増減額（△は減少） 26,172

受取利息及び受取配当金 △90,778

支払利息 11,177

投資有価証券評価損益（△は益） 269,461

売上債権の増減額（△は増加） 534,080

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,618

仕入債務の増減額（△は減少） △1,247,510

その他の流動資産の増減額（△は増加） △787,702

その他の固定資産の増減額（△は増加） 27,962

その他の流動負債の増減額（△は減少） 743,445

その他の固定負債の増減額（△は減少） △70,203

その他 32,188

小計 64,047

利息及び配当金の受取額 93,805

利息の支払額 △3,527

法人税等の支払額 △5,611,302

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,456,976

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 △53,005

無形固定資産の取得による支出 △305,458

関係会社株式の取得による支出 △27,997

投資有価証券の取得による支出 △1,059,788

投資有価証券の売却による収入 12,197

短期貸付けによる支出 △39,514

短期貸付金の回収による収入 48,563

投資その他の資産の取得による支出 △211,503

その他 △679

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,637,186
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（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 200,000

短期借入金の返済による支出 △200,000

少数株主からの払込みによる収入 4,000

自己株式の取得による支出 △327,451

配当金の支払額 △467,989

その他 △812

財務活動によるキャッシュ・フロー △792,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,886,418

現金及び現金同等物の期首残高 23,761,773

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △945

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,874,409
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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 

ａ．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） 

ｂ．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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

ｃ．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） 

 海外売上高が、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 

 当社は、平成20年６月26日の定時株主総会の決議により剰余金の配当を行っております。 

  
制作 

（千円） 
不動産 
（千円） 

事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 9,208,423 325,793 958,690 10,492,908 － 10,492,908 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
70,953 335,555 50,551 457,059 (457,059) － 

計 9,279,376 661,349 1,009,242 10,949,967 (457,059) 10,492,908 

営業費用 8,384,939 526,998 981,676 9,893,614 (29,260) 9,864,353 

営業利益 894,437 134,350 27,565 1,056,353 (427,799) 628,554 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 467,977 12 平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金 
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「参考資料」 

前第１四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）  

科目 

前年同四半期 
（平成20年3月期 
第1四半期） 

金額 

Ⅰ 営業収入 11,479 

Ⅱ 営業原価 8,947 

 営業総利益 2,532 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,426 

 営業利益 1,105 

Ⅳ 営業外収益 228 

⒈ 受取利息  33 

⒉ 受取配当金  84 

⒊ 為替差益 68 

⒋ 持分法による投資利益 12 

⒌ その他  29 

Ⅴ 営業外費用 27 

⒈ 支払利息 19 

⒉ その他  7 

 経常利益 1,305 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 0 

⒈ 固定資産除却損 0 

 税金等調整前 
 四半期純利益 

1,305 

 税金費用 591 

 少数株主利益 5 

 四半期純利益 708 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：百万円） 

区分 

前年同四半期 
（平成20年3月期 
第1四半期） 

金額 

 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  1,305 

２ 減価償却費  515 

３ のれん償却額（費用）  22 

４ 持分法による投資損益（△は利益） △12 

５ 返品調整引当金の増減額（△は減少） 32 

６ 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △148 

７ 賞与引当金の増減額（△は減少） △199 

８ 受取利息及び受取配当金 △117 

９ 支払利息 19 

10 固定資産除却損 0 

11 売上債権の増減額（△は増加） 24 

12 たな卸資産の増減額（△は増加） △156 

13 仕入債務の増減額（△は減少） △26 

14 その他流動資産の増減額（△は増加） 1,350 

15 その他固定資産の増減額（△は増加） △543 

16 その他流動負債の増減額（△は減少） 465 

17 その他固定負債の増減額（△は減少） △6 

18 役員賞与の支払額 △66 

19 その他 △20 

 小計 2,439 

20 利息及び配当金の受取額  113 

21 利息の支払額  △13 

22  法人税等の支払額  △2,197 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 343 

 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  △150 

２ 無形固定資産の取得による支出   △356 

３ 投資有価証券の取得による支出  △9 

４ 短期貸付けによる支出  △57 

５ 短期貸付金の回収による収入  55 

６ その他  △20 

投資活動によるキャッシュ・フロー △539 
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区分 

前年同四半期 
（平成20年3月期 
第1四半期） 

金額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 少数株主への株式の発行による収入  50 

２ 自己株式の取得による支出  △0 

３ 親会社による配当金の支払  △484 

４ 少数株主への配当金の支払  △0 

５ 減資による少数株主への支払  △2,050 

６ その他  △6 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,493 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 87 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △2,601 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 13,586 

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 10,984 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期） 

（単位：百万円）

  制作 不動産 事業 計 消去又は全社 連結 

 営  業 収 入            

 (1)外部顧客に対する営業収入 10,062 574 842 11,479 － 11,479 

  (2)セグメント間の内部 

   営業収入又は振替高 
41 11 211 265 (265) － 

  計 10,104 586 1,054 11,745 (265) 11,479 

 営 業 費 用 8,819 343 993 10,156 217 10,374 

 営 業 利 益 1,284 242 60 1,588 (482) 1,105 
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