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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 16,741 ― 1,655 ― 1,528 ― △200 ―

20年3月期第1四半期 16,021 △0.2 △618 ― △560 ― △493 ―

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 △4.38 ―

20年3月期第1四半期 △10.83 ―

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 112,381 50,821 44.9 1,105.34
20年3月期 115,812 52,087 44.7 1,135.88

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  50,501百万円 20年3月期  51,798百万円

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 ― 14.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 14.00 14.00

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 34,687 ― 3,191 ― 3,007 ― 122 ― 2.68
通期 77,709 2.5 8,294 39.2 8,080 30.4 2,695 4.1 59.10

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り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当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らんください。 
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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 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  46,735,334株 20年3月期  46,735,334株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,046,346株 20年3月期  1,133,246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  45,622,098株 20年3月期第1四半期  45,536,708株

- 1 -



- 2 -



- 3 -



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 32,542,407 36,478,339 

受取手形及び売掛金 27,860,111 29,442,875 

有価証券 454,046 － 

映像使用権 15,144,159 16,238,385 

仕掛品 3,345,625 3,384,520 

その他のたな卸資産 495,815 446,883 

その他 3,504,070 2,216,104 

貸倒引当金 △82,094 △79,068 

流動資産合計 83,264,140 88,128,040 

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,261,364 12,806,734 

その他（純額） 6,158,366 6,139,409 

有形固定資産合計 19,419,730 18,946,144 

無形固定資産 299,087 270,896 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,148,570 5,975,545 

その他 5,266,731 4,306,144 

貸倒引当金 △2,008,541 △1,806,596 

投資損失引当金 △7,999 △7,999 

投資その他の資産合計 9,398,760 8,467,093 

固定資産合計 29,117,578 27,684,134 

資産合計 112,381,718 115,812,175 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,031,283 21,322,070 

短期借入金 32,511,624 31,611,624 

未払法人税等 431,430 1,888,652 

賞与引当金 400,824 803,879 

その他 3,501,206 2,752,100 

流動負債合計 55,876,369 58,378,327 

固定負債   

長期借入金 1,011,711 1,011,711 

退職給付引当金 964,133 991,685 

役員退職慰労引当金 2,349,855 2,322,635 

持分法適用による負債 1,154,848 990,827 

その他 203,619 29,206 

固定負債合計 5,684,167 5,346,066 
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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) 

負債合計 61,560,536 63,724,394 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,487,183 2,487,183 

資本剰余金 3,729,851 3,729,851 

利益剰余金 46,602,092 47,464,373 

自己株式 △1,244,239 △1,347,573 

株主資本合計 51,574,887 52,333,834 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △209,397 △210,242 

繰延ヘッジ損益 32,734 △98,652 

為替換算調整勘定 △896,566 △226,012 

評価・換算差額等合計 △1,073,228 △534,907 

少数株主持分 319,523 288,854 

純資産合計 50,821,181 52,087,781 

負債純資産合計 112,381,718 115,812,175 
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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) 

売上高 16,741,586

売上原価 12,551,883

売上総利益 4,189,703

販売費及び一般管理費 2,534,117

営業利益 1,655,585

営業外収益  

受取利息 85,070

受取配当金 42,640

その他 60,004

営業外収益合計 187,716

営業外費用  

支払利息 149,043

持分法による投資損失 145,635

その他 20,585

営業外費用合計 315,265

経常利益 1,528,036

特別利益  

固定資産売却益 1,808

特別利益合計 1,808

特別損失  

たな卸資産評価損 2,539,304

固定資産売却損 1,455

貸倒引当金繰入額 198,607

その他 13,344

特別損失合計 2,752,711

税金等調整前四半期純損失（△） △1,222,866

法人税、住民税及び事業税 △1,053,506

少数株主利益 30,668

四半期純損失（△） △200,028
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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損失（△） △1,222,866

減価償却費 122,670

のれん償却額 8,255

貸倒引当金の増減額（△は減少） 204,971

賞与引当金の増減額（△は減少） △403,054

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,219

受取利息及び受取配当金 △127,711

為替差損益（△は益） △130,600

支払利息 149,043

持分法による投資損益（△は益） 145,635

売上債権の増減額（△は増加） 1,581,627

映像使用権の増減額（△は増加） 1,094,226

仕掛品の増減額（△は増加） 20,921

その他のたな卸資産の増減額（△増加） △48,931

繰延消費税等の増減額（△は増加） △112,042

前渡金の増減額（△は増加） △41,253

仕入債務の増減額（△は減少） △2,290,787

未払金の増減額（△は減少） 743,826

未払消費税等の増減額（△は減少） △141,646

前受金の増減額（△は減少） △27,033

その他 △129,219

小計 △604,302

利息及び配当金の受取額 137,009

利息の支払額 △151,852

法人税等の支払額 △1,856,286

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,475,431

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △125,000

定期預金の払戻による収入 148,028

有形固定資産の取得による支出 △420,857

有形固定資産の売却による収入 5,797

無形固定資産の取得による支出 △57,002

投資有価証券の取得による支出 △250,120

貸付けによる支出 △200,000

その他 △14,981

投資活動によるキャッシュ・フロー △914,136
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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 26,336,650

短期借入金の返済による支出 △25,436,650

リース債務の返済による支出 △3,249

自己株式の処分による収入 83,435

自己株式の取得による支出 △3,958

配当金の支払額 △638,429

財務活動によるキャッシュ・フロー 337,797

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,100,085

現金及び現金同等物の期首残高 33,037,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,937,516
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