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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 2,293 ― 224 ― 210 ― 121 ―
20年3月期第1四半期 2,184 8.4 176 70.0 163 81.2 97 ―

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 1,805.93 ―
20年3月期第1四半期 1,451.64 ―

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 15,216 8,958 58.9 133,674.05
20年3月期 16,100 8,984 55.8 134,067.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,958百万円 20年3月期  8,984百万円

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 ― 0.00 ― 2,200.00 2,200.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 2,200.00 2,200.00

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 4,672 ― 423 ― 395 ― 230 ― 3,440.91
通期 9,600 6.0 998 2.1 944 1.8 550 8.2 8,220.28

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って大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「【定性的情
報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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 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  67,014株 20年3月期  67,014株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  67,014株 20年3月期第1四半期  67,014株



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、当社グループの経営成績は以下のとおり進捗しております。

　放送サービス事業においては、本年４月より地域の防災情報として「緊急地震速報サービス」の提供を開始、地震

災害に関する啓蒙活動及び利用者の獲得を開始しております。主要売上品目である「利用料収入」は、加入者の増加

及びデジタル化率の伸長により、1,160,033千円（前年同期比6.9％増）となり、総売上に占める割合が50.6％まで伸

長いたしました。また「電波障害改善業務」においては、受注件数の増加により、207,014千円（同28.5％増）とな

り、工事原価率も低くおさえられたため、増益に寄与いたしました。これにより、放送サービス事業の売上高は

1,830,985千円（同6.5％増）となりました。

　通信関連事業においては、競合事業者との競争力確保を目的に、本年４月より超高速インターネットサービス

「120Ｍコース」の提供を開始いたしました。新規加入の獲得及び既存加入者の解約防止策として、積極的な販売促

進を展開した結果、「インターネット利用料収入」は311,064千円（同8.4％増）となりました。これにより、通信関

連事業の売上高は337,186千円（同9.1％増）となりました。

　映画興行事業においては、大きなヒット作に恵まれず入場人員が前年同期と比較して減少いたしました。これによ

り、映画興行事業の売上高は125,690千円（同19.8％減）となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高2,293,862千円（同5.0％増）、営業利益

224,151千円（同27.0％増）、経常利益210,312千円（同28.4％増）、四半期純利益121,022千円（同24.4％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、負債及び純資産の状況

　　当第１四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ884,389千円減少し、15,216,177千円となりました。

これは主に、売掛金の回収及び減価償却等によるものです。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ858,050千円減少し、6,258,144千円となりました。これは主に、社債の償還、

借入金の返済及び設備未払金の減少等によるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ26,338千円減少し、8,958,032千円となりました。これは主に、利益剰余

金の減少等によるものです。

　以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.1ポイント増加し、58.9％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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、減価償却費の内部留保、売

上債権の減少、固定資産の取得及び社債の償還等を総合し、前連結会計年度末に比べ190,419千円の減少となり、当

第１四半期連結会計期間末には2,266,342千円となりました。

　また、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は863,696千円（前年同期比762,686千円の増加）

となりました。これは主に、売上債権の減少及び法人税等の支払が減少していることによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は385,829千円（前年同期比53,077千円の増加）

となりました。これは主に、固定資産の取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は668,286千円（前年同期比317,088千円の増加）

となりました。これは主に、社債の償還及び借入金の返済によるものです。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　　当連結会計年度第１四半期以降、当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き厳しい競争環境が予見されま

す。

　このような環境のなか、本年４月より開始した「緊急地震速報サービス」及び「120Ｍコース」の販売促進をさら

に強化するとともに、10月には「通信サービス」、12月には「放送サービス」のメニュー改編を行い、新規加入者数

の底上げ、デジタル加入への移行促進及び既存加入者の囲い込みに繋げていきたいと計画しております。

　また７月からは、昨年新たな広告媒体として開設した「まちクル＠名古屋（地域ポータルサイト）」の有料掲載を

開始、10月には「緊急地震速報サービス」の行政・法人向けサービス及び、11月からは「ビデオ・オン・デマンド

（ＶＯＤ）」などの提供開始を計画しております。

　以上の施策及び第１四半期の進捗により、平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に発

表いたしました連結業績予想から変更はございません。

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

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等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

られる場合には、前連結会計年度末に算定した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。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

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

（会計処理基準に関する事項の変更）

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　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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　平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、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。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。

③　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

リース会計基準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、引き続き通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。

（追加情報）

①　平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期間より機械

装置の一部について耐用年数を変更しております。

　この結果、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ2,801千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、該当箇所に記載しております。



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 2,266,342 2,456,761

受取手形及び売掛金 1,239,387 1,743,534

商品 1,713 1,895

番組勘定 1,702 2,879

その他 339,900 310,443

貸倒引当金 △11,400 △14,471

流動資産合計 3,837,645 4,501,044

固定資産   

有形固定資産   

構築物（純額） 9,455,954 9,626,468

その他（純額） 1,376,807 1,407,830

有形固定資産合計 10,832,761 11,034,298

無形固定資産 134,709 147,489

投資その他の資産 411,060 417,734

固定資産合計 11,378,531 11,599,522

資産合計 15,216,177 16,100,566



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 659,607 733,342

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 78,427 23,175

引当金 29,647 57,824

その他 1,833,898 2,479,871

流動負債合計 2,701,581 3,394,214

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 2,435,307 2,592,518

引当金 51,755 52,392

その他 69,500 77,070

固定負債合計 3,556,563 3,721,980

負債合計 6,258,144 7,116,195

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,685,005 2,685,005

資本剰余金 2,339,683 2,339,683

利益剰余金 3,936,316 3,962,724

株主資本合計 8,961,004 8,987,412

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,971 △3,041

評価・換算差額等合計 △2,971 △3,041

純資産合計 8,958,032 8,984,371

負債純資産合計 15,216,177 16,100,566



（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) 

売上高 2,293,862

売上原価 1,422,940

売上総利益 870,921

販売費及び一般管理費 646,769

営業利益 224,151

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 1,760

その他 1,678

営業外収益合計 3,445

営業外費用  

支払利息 13,853

その他 3,430

営業外費用合計 17,284

経常利益 210,312

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,640

投資有価証券売却益 324

特別利益合計 1,964

特別損失  

固定資産除却損 450

特別損失合計 450

税金等調整前四半期純利益 211,826

法人税、住民税及び事業税 73,849

法人税等調整額 16,955

法人税等合計 90,804

四半期純利益 121,022



（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 211,826

減価償却費 364,939

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,177

受取利息及び受取配当金 △1,767

支払利息 13,853

固定資産除却損 450

売上債権の増減額（△は増加） 502,717

仕入債務の増減額（△は減少） △73,734

未払金の増減額（△は減少） △17,934

未払費用の増減額（△は減少） 29,011

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,426

前受金の増減額（△は減少） △27,260

長期未払金の増減額（△は減少） △10,530

その他 △20,946

小計 889,022

利息及び配当金の受取額 1,767

利息の支払額 △11,974

法人税等の支払額 △15,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 863,696

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 △335,883

無形固定資産の取得による支出 △48,346

長期前払費用の取得による支出 △2,069

投資有価証券の取得による支出 △19

投資有価証券の売却による収入 400

その他 89

投資活動によるキャッシュ・フロー △385,829

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △190,211

社債の償還による支出 △330,000

配当金の支払額 △148,075

財務活動によるキャッシュ・フロー △668,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,419

現金及び現金同等物の期首残高 2,456,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,266,342



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）　

 
放送サービス事

業（千円）

通信関連事業

（千円）

映画興行事業

（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 1,830,985 337,186 125,690 2,293,862 － 2,293,862

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 7,776 7,776 △7,776 －

計 1,830,985 337,186 133,466 2,301,638 △7,776 2,293,862

営業利益 156,581 127,861 1,875 286,318 △62,166 224,151

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス

当社グループでは、放送サービス事業、通信サービス事業、ネットワーク事業、及び映画興行事業を行ってお

りますが、放送サービス事業及び映画興行事業を独立区分し、通信サービス事業とネットワーク事業を合わせ

て通信関連事業としております。

２．追加情報 

　「定性的情報・財務諸表等　４．その他（３）（追加情報）①」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改

正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期間より機械装置の一部について耐用年

数を変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益は「通信関連事業」が2,711千円、「映画興行事業」が

89千円増加しております。「放送サービス事業」への影響はありません。

ｂ．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）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

ｃ．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）　

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,184,953

Ⅱ　売上原価 1,376,767

売上総利益 808,185

Ⅲ　販売費及び一般管理費 631,637

営業利益 176,548

Ⅳ　営業外収益 3,651

Ⅴ　営業外費用 16,397

経常利益 163,802

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 163,802

法人税、住民税及び事業税 65,822

法人税等調整額 699

四半期純利益 97,280
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