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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 7,431 ― 408 ― 432 ― 261 ―

20年3月期第2四半期 6,763 57.8 366 19.0 381 29.6 188 15.0

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2四半期 2,443.71 ―

20年3月期第2四半期 1,766.71 ―

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2四半期 7,994 4,236 52.2 39,054.52
20年3月期 6,984 4,107 57.9 37,839.83

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  4,175百万円 20年3月期  4,045百万円

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 ― 1,250.00 1,250.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,250.00 1,250.00

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） 
（％表示は対前期増減率） 

（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

通期 14,068 6.2 488 △26.8 500 △27.2 268 △11.4 2,512.65

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  

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

(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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．上記の業績予想につきましては、平成20年４月28日に公表いたしました内容から変更しております。詳細につきましては、平成20年10月16日付の「平成21年３月期 
  第２四半期累計期間（連結・単独）業績予想との差異及び通期（連結・単独）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。 
３．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2四半期 106,908株 20年3月期 106,908株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 ―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2四半期 106,908株 20年3月期第2四半期 106,908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２四半期連結累計期間（６か月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発した欧米金

融機関の破綻による国際金融資本市場の混乱や、企業収益を圧迫しているエネルギー及び原材料高騰の影響、設

備投資の減少等により個人消費は冷え込み、景気の不透明感は増しております。当社グループの属するＣＳ放送

業界につきましては、デジタル化が順調に進むケーブルテレビやブロードバンド系プラットフォームの加入者が

堅調に増加していることに加えて三波共用受信機内蔵テレビの普及率が上昇傾向を維持しており、「スカパー！

ｅ２(110°ＣＳ放送)」の契約者も順調に増加しております。一方、「スカパー！(124/128°CS放送)」経由の加

入者は依然として減少傾向にあります。また、音楽業界では音楽配信市場が拡大している一方でＣＤ・ＤＶＤ等

のパッケージ市場の縮小傾向は続いております。 

このような状況のなか、当社グループの運営する「スペースシャワーＴＶ」の番組視聴可能世帯数は「スカパ

ー！」「スカパー！ｅ２」とケーブルテレビ局、ブロードバンド系プラットフォームを合わせての773万７千世帯

（平成20年９月末現在）となりました。「スカパー！」の加入者減少の影響により役務利用放送売上は前年同期

比減少となりましたが、ケーブルテレビ局経由の加入者やブロードバンド系プラットフォーム経由の加入者、

「スカパー！ｅ２」の加入者はすべて順調に伸びており、番組販売売上は堅調に推移いたしました。広告営業に

つきましては、テレビ広告市場の低迷の影響を受け、前年同期実績を下回る結果となりました。当社最大のイベ

ントである夏の野外ライブイベント「Ｓｗｅｅｔ Ｌｏｖｅ Ｓｈｏｗｅｒ２００８」を昨年同様、山中湖畔で

拡大開催し、昨年以上の成功を収めることができました。また、当社連結子会社のバウンディ㈱におきまして

は、市場の拡大を受け、音楽配信売上が前年同期比80％増加いたしました。ＣＤ・ＤＶＤのパッケージ売上につ

きましては当第２四半期後半より売上が減少傾向にありますが、平成19年11月に連結子会社化した「Ｐ－Ｖｉｎ

ｅグループ」で発売したアルバムＣＤの一つがヒットし、当社連結業績に大きく貢献いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,431,995千円と前第２四半期連結累計期間と比べ668,651千

円増(前年同期比9.9％増)となりました。 

利益につきましては、上述のアルバムＣＤのヒットやイベント収益が増加したことなどにより、営業利益は

408,300千円と前第２四半期連結累計期間と比べ41,749千円増(前年同期比11.4％増)となりました。経常利益につ

きましては、432,237千円と前第２四半期連結累計期間と比べ50,474千円増(前年同期比13.2％増)となりました。

また、投資有価証券の売却益及び保険満期返戻金を計上したことにより、当四半期純利益は、261,252千円と前第

２四半期連結会計期間と比べ72,377千円増(前年同期比38.3％増)となりました。 

  

売上区分別の概況は、次のとおりであります。 

  
① 役務利用放送売上：「スカパー！」の加入者減少により、980,012千円と前第２四半期連結累計期間と比べ

114,604千円減（前期比10.5％減）となりました。 

② 番組販売売上    ： ケーブルテレビ及びブロードバンド系プラットフォーム、「スカパー！ｅ２」の視聴世

帯数の伸びにともない、1,113,808千円と同123,434千円増（同12.5％増）となりまし

た。 

③ 広告営業売上    ： 全体的に低調なＣＳ放送広告市場の影響を受け、433,178千円と同172,905千円減（同

28.5％減）となりました。 

④ 制作売上        ： 主にプロモーションビデオの受注本数の減少により、791,199千円と同71,671千円減（同

8.3%減）となりました。 

⑤ 音楽流通売上    ： 連結子会社のバウンディ㈱のパッケージ等の売上は減少しているものの、前連結会計年

度第４四半期に連結子会社となった㈱ブルース・インタ―アクションズのパッケージ等

の売上増加により、3,040,229千円と同539,635千円増（同21.6%増）となりました。 

⑥ その他売上      ： 連結子会社の㈱ブルース・インターアクションズの書籍関連売上が加わったこと、バウ

ンディ㈱の印税収入等が増加したこと、及びイベント売上が増加したことなどにより

1,073,567千円と同364,761千円増（同51.5%増）となりました。   



２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、560,030千円

の獲得となり、資金の四半期末残高は、2,653,487千円となりました。これは、営業活動により506,588千円、投

資活動により191,479千円獲得した資金を、財務活動により138,124千円使用したことによるものであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の獲得は、506,588千円（前第２四半期連結累計期間は206,286千円の獲得）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益において528,102千円、仕入債務の増加により286,322千円、その他

流動負債の増加により199,813千円獲得した一方で、売上債権の増加により247,328千円、その他の流動資産の増

加により221,739千円使用したことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の獲得は、191,479千円（前第２四半期連結累計期間は48,419千円の使用）となりました。

これは主に、投資有価証券の売却により276,400千円獲得したものの、無形固定資産の取得により85,285千円使用

したことによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の使用は、138,124千円（前第２四半期連結累計期間は133,635千円の使用）となりまし

た。これは主に、配当金の支払により133,635千円使用したことによるものであります。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年10月16日付「平成21年３月期第２四半期累計期間（連結・単独）業績予想との差異及び通期(連結・単

独)業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想から修正はおこなっ

ておりません 

        (ご参考)                                  (単位：百万円) 

  
詳細につきましては、平成20年10月16日付「平成21年３月期第２四半期累計期間（連結・単独）業績予想との

差異及び通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

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 一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債権者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法については、

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ため、前連結会計年度決算に

おいて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

   ② 第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、一部の連結子会社において、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。 

   ③ 定率法を採用している固定資産の減価償却費は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算して

おります。 

   ④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法については、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会

計年度末以降に経営環境等、及び、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ため、前連結会計年

度決算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。 

  
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 

通期連結業績予想 14,068   488   500 268   2,512円65銭 



   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、主として個別法による原価法によっておりました

が、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、主として個別法による原価法（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。これによる損益に与える影響はありません。 

   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、通常の賃貸借取引にかか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）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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、平成20年４月

１日以降契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれ

ぞれ302千円減少しております。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,977,957 1,760,549

受取手形及び売掛金 2,027,337 1,780,809

商品 226,033 208,335

製品 4,712 1,950

仕掛品 273,065 84,741

貯蔵品 1,612 811

関係会社預け金 702,368 401,742

繰延税金資産 290,895 199,083

その他 739,373 389,224

貸倒引当金 △167,614 △156,778

流動資産合計 6,075,742 4,670,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 560,369 554,484

機械装置及び運搬具 113,192 103,978

工具、器具及び備品 370,275 372,750

土地 198,780 198,780

建設仮勘定 27,985 29,483

減価償却累計額 △538,487 △618,077

有形固定資産合計 732,115 641,400

無形固定資産   

のれん 317,094 359,199

ソフトウエア 226,907 209,228

その他 90,483 73,738

無形固定資産合計 634,486 642,166

投資その他の資産   

投資有価証券 9,639 256,378

長期前払費用 430 1,292

敷金及び保証金 214,470 214,524

保険積立金 － 79,390

繰延税金資産 249,868 404,292

その他 86,208 104,257

貸倒引当金 △8,702 △29,909

投資その他の資産合計 551,915 1,030,225

固定資産合計 1,918,517 2,313,792

資産合計 7,994,259 6,984,261



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,590,607 1,304,284

短期借入金 100,000 100,000

未払金 190,890 215,207

預り金 588,362 566,638

リース債務 22,092 －

未払法人税等 207,396 －

賞与引当金 120,214 83,122

役員賞与引当金 23,701 13,616

返品調整引当金 128,638 89,471

売上割戻引当金 2,687 3,431

その他 262,851 124,420

流動負債合計 3,237,442 2,500,193

固定負債   

退職給付引当金 295,697 272,010

役員退職慰労引当金 109,364 97,900

リース債務 107,074 －

その他 8,042 7,122

固定負債合計 520,179 377,033

負債合計 3,757,621 2,877,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,789,059 1,789,059

資本剰余金 846,059 846,059

利益剰余金 1,541,165 1,413,548

株主資本合計 4,176,283 4,048,666

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,043 △3,285

評価・換算差額等合計 △1,043 △3,285

少数株主持分 61,397 61,653

純資産合計 4,236,638 4,107,034

負債純資産合計 7,994,259 6,984,261



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,431,995

売上原価 5,604,164

売上総利益 1,827,831

返品調整引当金繰入額 39,167

差引売上総利益 1,788,664

販売費及び一般管理費 1,380,363

営業利益 408,300

営業外収益  

受取利息 2,324

受取配当金 6,946

違約金収入 4,321

その他 11,779

営業外収益合計 25,372

営業外費用  

支払利息 1,357

その他 77

営業外費用合計 1,434

経常利益 432,237

特別利益  

投資有価証券売却益 30,641

保険満期返戻金 83,572

その他 770

特別利益合計 114,984

特別損失  

投資有価証券売却損 3,746

投資有価証券評価損 615

固定資産除却損 14,758

特別損失合計 19,120

税金等調整前四半期純利益 528,102

法人税、住民税及び事業税 206,053

法人税等調整額 61,052

法人税等合計 267,106

少数株主損失（△） △256

四半期純利益 261,252



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 528,102

減価償却費 50,347

無形固定資産償却費 74,936

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,835

のれん償却額 42,104

受取利息及び受取配当金 △9,271

出資金償却 1,389

支払利息 1,357

有形固定資産除売却損益（△は益） 14,537

無形固定資産除売却損益（△は益） 221

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △26,895

投資有価証券評価損益（△は益） 615

保険満期返戻金 △83,572

長期前払費用償却額 861

売上債権の増減額（△は増加） △247,328

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,584

その他の流動資産の増減額（△は増加） △221,739

仕入債務の増減額（△は減少） 286,322

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,091

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,084

その他の流動負債の増減額（△は減少） 199,813

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,687

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,463

その他 832

小計 496,213

利息及び配当金の受取額 9,271

利息の支払額 △1,361

法人税等の還付額 49,849

法人税等の支払額 △47,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 506,588



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 41,996

有形固定資産の取得による支出 △47,203

投資有価証券の売却による収入 276,400

投資有価証券の払戻による収入 200

無形固定資産の取得による支出 △85,285

出資金の払込による支出 △3,543

出資金の回収による収入 477

貸付けによる支出 △5,000

貸付金の回収による収入 3,672

敷金及び保証金の差入による支出 △140

敷金及び保証金の回収による収入 942

保険積立金の払戻による収入 8,962

投資活動によるキャッシュ・フロー 191,479

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △4,489

配当金の支払額 △133,635

財務活動によるキャッシュ・フロー △138,124

現金及び現金同等物に係る換算差額 87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 560,030

現金及び現金同等物の期首残高 2,093,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,653,487



 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）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」 

 前年同四半期に係る財務諸表 

  (1)中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 
科目 

金  額（千円）  百分比(％) 

Ⅰ 売上高 6,763,344 100.0

Ⅱ 売上原価 5,312,012 78.5

   売上総利益 1,451,332 21.5

   返品調整引当金繰入額 4,857 0.1

   差引売上総利益 1,446,475 21.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

 1. 広告宣伝費 75,003

 2. 役員報酬 86,199

 3. 人件費 387,175

 4. 退職給付引当金繰入額 18,556

 5. 役員退職慰労引当金繰入額 11,056

 6. 賞与引当金繰入額 64,035

 7. 役員賞与引当金繰入額 20,997

 8. 地代家賃 47,826

 9. 賃借料 14,115

 10. 旅費交通費 35,376

 11. 減価償却費 29,086

 12. 貸倒引当金繰入額 12,840

 13. 消耗品費 6,551

 14. 水道光熱費 7,459

 15. 通信費 14,056

 16. 業務委託・協力費 46,130

 17. のれん償却額 14,318

 18. その他 189,139 1,079,924 16.0

   営業利益 366,551 5.4

Ⅳ 営業外収益 

 1. 受取利息 2,309

 2. 受取配当金 28,432

 3. 受取手数料 127

 4. その他 5,811 36,680 0.5

Ⅴ 営業外費用 

 1. 支払利息 698

 2. 商標権償却 60

 3. 持分法による投資損失 19,983

 4. その他 726 21,469 0.3

   経常利益 381,762 5.6



前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 
科目 

金  額（千円）  百分比(％) 

Ⅵ 特別利益 

 1. 固定資産売却益 571

 2. 貸倒引当金戻入益 521 1,093 0.0

Ⅶ 特別損失 

 1. 固定資産除却損 216

 2. 投資有価証券評価損 17,482

 3. 投資有価証券売却損 475

 4. その他 1,069 19,244 0.2

   税金等調整前中間純利益 363,610 5.4

   法人税、住民税及び事業税 132,466

   法人税等調整額 41,324 173,791 2.6

   少数株主利益  944 0.0

   中間純利益 188,875 2.8

 

 

 



  (2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日）
科目 

金  額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前中間純利益 363,610 

   減価償却費 39,064 

   無形固定資産償却 58,869 

   のれん償却額 14,318 

   貸倒引当金の増減額 △18,214 

   受取利息及び受取配当金 △30,741 

   支払利息 698 

   持分法による投資損失 19,983 

   有形固定資産除売却損 216 

   無形固定資産売却益 △571 

   投資有価証券売却益 △0 

   投資有価証券売却損 475 

   投資有価証券評価損 17,482 

   売上債権の増減額 △238,199 

   たな卸資産の増減額 △38,764 

   その他流動資産の増減額 △180,376 

   仕入債務の増減額 139,074 

   その他流動負債の増減額 191,575 

   賞与引当金の増減額 △8,862 

   役員賞与引当金の増減額 △23,350 

   退職給付引当金の増減額 21,683 

   役員退職慰労引当金の増減額 1,999 

   その他 6,245 

   小計 336,216 

   利息及び配当金の受取額 30,741 

   利息の支払額 △717 

   法人税等の支払額 △159,954 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 206,286 



前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日）
科目 

金  額（千円） 

Ⅱ 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 △111,293 

   有形固定資産の売却による収入 3,100 

   投資有価証券の売却による収入 614 

   投資有価証券の払戻による収入 5,701 

   無形固定資産の取得による支出 △50,457 

   出資金の返還による収入 96,332 

   貸付金の回収による収入 7,258 

   敷金保証金の払込による支出 △140 

   敷金保証金の戻入による収入 463 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △48,419 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   配当金の支払額 △133,635 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △133,635 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 24,231 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,858,077 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,882,309 
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