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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 178,409 ― 9,778 ― 11,334 ― 4,675 ―

20年3月期第2四半期 158,861 2.4 10,867 △2.8 12,459 7.3 6,906 5.9

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 24.61 24.60
20年3月期第2四半期 36.36 36.30

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 575,225 360,232 60.9 1,842.82
20年3月期 537,211 360,376 66.6 1,884.02

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  350,175百万円 20年3月期  357,956百万円

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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 370,000 17.4 16,500 △20.0 18,000 △22.0 8,000 △57.9 42.10

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  

(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．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、４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下さい。 
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。  

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2四半期  190,434,968株 20年3月期  190,406,968株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  413,253株 20年3月期  410,731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  190,017,278株 20年3月期第2四半期  189,947,631株



（参考）個別業績予想 

平成21年３月期の個別業績予想（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）

  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 269,500 △0.7 10,500  △31.1 12,500  △30.5 7,000  △59.2 36 76

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 



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 

当連結会計年度の第２四半期連結累計期間においては、欧米の金融危機に端を発する世界同時株安や不安定な為替

市場の動向が日本の実体経済に深刻な影響を与え始め、輸出産業を中心とする企業収益の悪化や、買い控え傾向が強

まることによる個人消費の落ち込み等で、景気の陰りは一層顕著になりました。 

こうした国内外の経済状況によって、テレビ・ラジオの広告市況も低迷が続いております。当第２四半期連結累計

期間のテレビ部門の営業収入につきましては、北京五輪やバレー、テニスやゴルフ等のスポーツの大型企画のネット

タイムセールスによって売上高を一部で伸ばしたものの、世界陸上大阪大会があった前年実績には届かず、さらに、

当第２四半期のスポット収入も第１四半期に続いて前年割れの展開となったことから、当第２四半期連結累計期間の

営業収入は、1,123億２千９百万円と、前年同期比△6.9％の減収となりました。 

ラジオの営業につきましても、スポット収入の落ち込みを業界他社との比較においては小幅に止めたものの、主力

のタイム収入については、プロ野球のナイターセールスを始めとするＣＭ出稿の不振が続き、営業収入全体では、当

第２四半期連結累計期間で72億３千６百万円、前年同期比△7.7％の減収となりました。 

一方、企業環境が厳しさを増す逆境下での当社の営業上の取組みですが、先ず、番組連動や本社・赤坂エリアの

「赤坂サカス」でのイベント活用を通じて事業収入・営業開発収入の積み上げを積極的に行いました。また、今春か

ら各施設が一斉稼動を始めた「赤坂サカス」の不動産収益に加えて、当第２四半期においては、当社グループ成長戦

略の一環として、㈱スタイリングライフ・ホールディングスの経営権を取得し、小売・流通事業等の新たな収益を放

送事業にも付加・連動させることによって、環境変化をできるだけ吸収しながらメディアグループとして持続的に発

展するための経営基盤づくりを推進しました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間において当社グループの連結売上高の規模は一挙に拡大し、当第２四半期連

結累計期間の連結売上高は 1,784億９百万円と、前年に比べて12.3％の増収となりました。しかしながら、放送事業

の落込みを反映し、連結営業利益は97億７千８百万円、同経常利益は113億３千４百万円となり、前年同期との比較で

見ますと、連結営業利益で△10.0％、同経常利益で△9.0％の減益となりました。 

放送事業の収入のうち、当第２四半期連結累計期間のテレビ部門のタイムセールスは630億８千８百万円で、北京五

輪関連のほか、「女子バレーボールワールドグランプリ」、「サッカーＥＵＲＯ2008」、「東レ パン・パシフィッ

ク・オープン・テニス」、ゴルフの「パナソニックオープン」等の大型単発番組のセールスにも取り組みましたが、

「世界陸上大阪大会」のあった前年同期に及ばず△4.1％の減収となり、スポットセールスについても、関東地区のス

ポット投下量が第１四半期において前年の90％を割り込んだのに続いて、当第２四半期においても前年同期比の

90.6％と落ち込みは止まらず、このため、当社もスポット収入は433億３千３百万円にとどまり、前年同期比△11.7％

の減収となりました。業種別売上高では、「総合電気機器」「精密機器・事務機」等の業種が前年を上回ったもの

の、売上高の大きい「酒・飲料」「食品」「化粧品・トイレタリー」といった分野での落ち込みが目立っています。 

テレビの視聴率につきましては、ドラマ・バラエティのレギュラー番組の伸び悩みと、ＮＨＫが北京五輪放送等で

数字を伸ばしたこともあって、当第２四半期累計期間においても、ゴールデン帯11.1％（６局中４位）、プライム帯

10.9％（同５位）等と苦戦が続きました。その一方で、「うたばん」「リンカーン」「イロモネア」等のレギュラー

番組については若い視聴者層に着実に定着してきており、これらの番組の強化を図りつつ、全日視聴率向上も含めて

引き続き総合的な編成強化に取り組んでいるところです。また、レギュラー番組のうち、「ぴったんこカン・カン」

「ドリームプレス社」「中居正広の金曜日のスマたちへ」等は平均視聴率12～14％と、安定して視聴者の支持をいた

だいております。さらに、日曜劇場「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」は、地域医療の厳しい現状を訴える社会派ドラマとして高

い評価をいただくことができました。 

ラジオ部門は、子会社である㈱ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズが、２ヶ月に１度実施される首都圏聴取率調

査において43期連続して首位を守り、聴取率トップの連続記録も８年目に入りました。しかしながら、営業面でのラ

ジオ業界全体の苦境に加えて経済状況の激しい変動により、ラジオ事業の経営環境が厳しさを増していることは上述

のとおりです。ラジオ放送につきましては、経営の効率化をさらに追求しながら、新たな事業開拓と収益の拡大に取

り組んでまいります。 

映像・文化事業は、第２四半期連結累計期間の売上高が前年同期比81.0％の増収、同営業利益が33.7％の増益と、

スタイリングライフグループの新規連結効果もあり、大幅な増加となりました。映画については、６月公開の映画

「花より男子ファイナル」が興行収入77億円の大ヒットとなって利益を上げたほか、同テレビシリーズのＤＶＤ、さ

らには、ドラマ「ＲＯＯＫＩＥＳ」のＤＶＤ等の売上高・利益が部門実績に大きく貢献しました。 

当第２四半期から当社連結子会社として連結会計への適用を開始したスタイリングライフグループは、持株会社で

ある㈱スタイリングライフ・ホールディングスの傘下に雑貨小売、通信販売、化粧品製造販売、外食・洋菓子製造販

売の各子会社を擁する企業集団ですが、個人消費が減速する中にあって、各子会社とも、当第２四半期は前年同期比

で１～40％規模の増収と健闘しました。また、当社グループ持分法適用の㈱ビーエス・アイの当第２四半期における

累計実績は、北京五輪関連の視聴需要もあってＢＳデジタル放送の受信機累計出荷台数が８月に4,000万台を突破する



等の背景の中で、増収増益となりました。  

 不動産事業は、赤坂サカスのビジネス・ショッピング・文化等各施設の稼動により、当第２四半期連結累計期間で

は、70億円を超える押し上げ効果を発揮して、当社グループの収益基盤の安定化に順調に貢献し続けております。 

費用面では、まず売上原価が約148億円増加しました。これは赤坂サカスの各施設の一斉稼動やイベント開催等に伴

う不動産事業、映像・文化事業での新規支出により、当社の事業費が当第２四半期までの累計で61億円あまり増加し

たことと、スタイリングライフグループの新規連結により売上原価が増加したためです。また、販売費及び一般管理

費は、同社の新規連結による費用増を含めた当第２四半期連結累計期間で、前年同期を58億４千４百万円、16.1％増

加し、営業費用全体では206億３千６百万円、13.9％増加することとなり、当第２四半期連結累計期間の連結営業利益

は、前年同期比△10.0%、10億８千８百万円減益の97億７千８百万円となりました。 

さらに、前年同期に比べて、受取配当金の増加による営業外での若干の収益増もあったものの、世界同時株安等の

深刻な市況を背景に、投資有価証券評価損等の特別損失を計上し、当第２四半期連結累計期間での四半期純利益は、

前年同期比△32.3％、22億３千万円減益の46億７千５百万円という結果になりました。 

なお、以上の前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は参考として記載しています。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末では、前連結会計年度末に比べて総資産は380億１千４百万円増加し、一方で自己資本

（純資産から少数株主持分を控除した額）は、77億８千万円減少しています。この結果自己資本比率は66.6％から

60.9％に下落しています。自己資本比率の変動は、主としてスタイリングライフグループ新規連結に伴い、総資産お

よそ470億円、総負債およそ310億円を受け入れたためです。 

資産の部では、現金及び預金が利益獲得などにより84億１千４百万円、新規連結に伴う製商品の受入により商品及

び製品が73億３千９百万円増加し、また減価償却等で有形固定資産が全体で24億２千２百万円減少しています。ま

た、時価の下落などに伴い投資有価証券が140億４千５百万円減少しています。 

負債の部では、新規連結に伴う影響などにより支払手形及び買掛金65億５千２百万円、設備資金の支払、子会社株

式の取得のための新規借入により短期借入金が470億６千４百万円増加した一方、設備資金等の未払金が250億４千４

百万円、未払法人税等が48億４千万円が、それぞれ主として支払いにより減少しています。 

純資産の部では、四半期純利益の計上等により利益剰余金が23億９千万円、スタイリングライフグループ新規連結

などにより少数株主持分が76億３千６百万円増加した一方で、保有株式の含み損の増加によりその他有価証券評価差

額金が105億５千９百万円減少するなどしています。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書に関する定性的情報） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は381億６千万円で、前連結会計年度末に比べて83億９千

５百万円増加しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、164億８百万円の獲得になりました。税金等調整前四半期純利益が89億３百

万円、減価償却費の91億９千６百万円、未収消費税の入金などの増加要因が、法人税等の支払78億７千８百万円など

の減少要因を大きく上回ったためです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは522億７千５百万円の使用になりました。赤坂サカス関連の設備未払金の支払

により、有形固定資産の取得による支出が244億６千１百万円、新規子会社株式取得による支出が203億５千５百万円

あったことなどが主な要因です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは442億４千４百万円の獲得となりました。コミットメントラインの行使などに

よる短期借入475億４千９百万円などがその主な要因です。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

上期の連結業績は、㈱スタイリングライフ・ホールディングスの連結子会社化の影響に加え、当社個別におけるテ

レビタイム収入の上振れと事業部門の収益向上により、売上高、営業利益、経常利益は、予想を大きく上回る結果と

なりました。ただし、当期利益につきましては、当社個別において、特別損失として投資有価証券評価損等の計上が

あり、ほぼ予想通りの数字となっております。 

下期につきましては、上期同様、㈱スタイリングライフ・ホールディングスの連結子会社化により、売上について

は、大幅に従来予想を上回る見込みです。しかし、その一方で、昨今の金融市場の混乱もあって、テレビ広告市況の

冷え込みが一段と厳しさを増しており、当社個別においては業績の落ち込みが予想され、連結全体では、営業利益、

経常利益、純利益ともに、計画を下回る見通しです。 

以上の結果、通期の連結業績は、売上高は従来予想を上回り、営業利益と経常利益はほぼ予想通りの数字となりま

すが、当期純利益段階では計画を下回る見込みです。この状況を勘案して、平成20年８月６日に公表した業績予想を

下記の通り修正し、平成20年11月４日に発表いたしました。 



（通期） 

  

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 

前回発表予想（A）  314,500  16,500  18,500  10,500 55  26

今回修正予想（B）  370,000  16,500  18,000  8,000 42  10

増減額（B-A）  55,500  0  △500  △2,500 －

増減率 17.6% 0.0% △2.7% △23.8% －   

前期実績  315,175  20,624  23,088  19,022 100  14

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） 

該当事項はない。  

  

（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 

簡便な会計処理 

 ①たな卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の商品等のたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末等

の実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっている。 

また、簿価切下げに関して、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

行う方法によっている。 

②減価償却方法 

減価償却の方法に定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して減価償却費を計上している。 

  

（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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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

ている。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いる。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法に基づく原価法によっていた 

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、主として個別法に基づく原価法（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）により算定している。 

この変更による損益に与える影響はない。 

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 

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 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っている。 

この変更による損益に与える影響はない。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

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 

っていたが、「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、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計 

処理によっている。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いる。 

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いる。 

この変更による損益に与える影響は軽微である。 



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 38,459 30,045

受取手形及び売掛金 39,632 38,497

商品及び製品 7,436 97

番組及び仕掛品 9,592 8,189

原材料及び貯蔵品 967 262

前払費用 7,041 8,977

繰延税金資産 3,724 4,927

その他 8,570 5,988

貸倒引当金 △192 △51

流動資産合計 115,233 96,934

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 190,932 184,789

減価償却累計額 △62,676 △56,643

建物及び構築物（純額） 128,256 128,146

機械装置及び運搬具 81,615 80,808

減価償却累計額 △64,748 △62,343

機械装置及び運搬具（純額） 16,866 18,464

工具、器具及び備品 16,712 14,716

減価償却累計額 △12,895 △11,450

工具、器具及び備品（純額） 3,816 3,265

土地 84,755 84,752

リース資産 151 －

減価償却累計額 △7 －

リース資産（純額） 144 －

建設仮勘定 2,763 4,396

有形固定資産合計 236,602 239,025

無形固定資産   

ソフトウエア 5,171 5,189

のれん 29,586 －

その他 1,735 1,372

無形固定資産合計 36,493 6,561

投資その他の資産   

投資有価証券 169,252 183,297

長期貸付金 549 487

繰延税金資産 3,054 1,711

長期前払費用 2,354 1,914

その他 12,257 7,856

貸倒引当金 △571 △578

投資その他の資産合計 186,895 194,689

固定資産合計 459,991 440,276

資産合計 575,225 537,211



（単位：百万円）

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 38,652 32,100

短期借入金 49,138 2,073

1年内返済予定の長期借入金 1,125 －

未払金 10,721 35,766

未払法人税等 3,087 7,927

未払消費税等 1,345 466

未払費用 5,964 5,010

役員賞与引当金 165 329

その他の引当金 1,111 －

その他 4,577 3,762

流動負債合計 115,888 87,438

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 35,625 20,000

退職給付引当金 11,990 9,706

繰延税金負債 5,797 12,867

その他 15,691 16,823

固定負債合計 99,104 89,397

負債合計 214,993 176,835

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,986 54,959

資本剰余金 60,254 60,227

利益剰余金 220,082 217,691

自己株式 △84 △79

株主資本合計 335,240 332,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,087 25,647

繰延ヘッジ損益 △97 △417

為替換算調整勘定 △54 △72

評価・換算差額等合計 14,935 25,157

少数株主持分 10,056 2,420

純資産合計 360,232 360,376

負債純資産合計 575,225 537,211



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 178,409

売上原価 126,411

売上総利益 51,997

販売費及び一般管理費 42,218

営業利益 9,778

営業外収益  

受取利息 121

受取配当金 1,858

持分法による投資利益 113

その他 276

営業外収益合計 2,370

営業外費用  

支払利息 514

固定資産除却損 129

その他 171

営業外費用合計 814

経常利益 11,334

特別利益  

移転補償金 125

その他 26

特別利益合計 151

特別損失  

固定資産除却損 91

投資有価証券評価損 1,657

その他 832

特別損失合計 2,582

税金等調整前四半期純利益 8,903

法人税、住民税及び事業税 3,029

法人税等調整額 1,383

法人税等合計 4,413

少数株主損失（△） △185

四半期純利益 4,675



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 8,903

減価償却費 9,196

長期前払費用償却額 355

のれん償却額 401

投資有価証券評価損益（△は益） 1,657

退職給付費用 280

固定資産除却損 221

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △1,979

支払利息 514

持分法による投資損益（△は益） △113

売上債権の増減額（△は増加） 3,194

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,132

前払費用の増減額（△は増加） 2,515

仕入債務の増減額（△は減少） △197

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,831

その他 △4,736

小計 22,909

利息及び配当金の受取額 1,963

利息の支払額 △585

法人税等の支払額 △7,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,408

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 △24,461

無形固定資産の取得による支出 △621

投資有価証券の取得による支出 △5,757

投資有価証券の売却による収入 124

長期預り敷金の増加による収入 157

長期預り敷金の減少による支出 △1,388

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△20,355

その他 27

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,275

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 47,549

短期借入金の返済による支出 △485

長期借入金の返済による支出 △500

配当金の支払額 △2,385

少数株主への配当金の支払額 △82

その他 147

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,244

現金及び現金同等物に係る換算差額 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,395

現金及び現金同等物の期首残高 29,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,160



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）を適用している。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いる。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はない。 

  

（５）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 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）  

（注） １．事業区分は売上集計基準によっている。 

     ２．各事業区分の主要な事業内容 

  

  
放送事業 
（百万円） 

映像・文化
事業 

（百万円）

不動産事業
（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 
 120,283  49,624  8,458  42  178,409  －  178,409

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,248  2,634  2,621  733  7,238  △7,238  －

計  121,531  52,258  11,080  776  185,647  △7,238  178,409

営業費用  120,752  47,378  7,073  723  175,928  △7,298  168,630

営業利益  779  4,879  4,006  52  9,718  59  9,778

 事業区分  事業内容 

 放送事業  テレビ・ラジオの放送事業及び関連事業 

 映像・文化事業 
 各種催物、ビデオソフト等の企画・制作、野球興行、雑貨小売、通信販売、 

 化粧品製造販売、外食・洋菓子製造販売等 

 不動産事業  土地及び建物の賃貸等 

 その他事業  車両運行、調査・研究等 

〔所在地別セグメント情報〕 

 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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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た。  

  

〔海外売上高〕  

 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） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略した。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はない。 



（７）重要な後発事象 

  

会社分割（吸収分割）契約の締結について 

  

当社は、平成20年11月５日開催の当社取締役会において、以下に掲げる内容の吸収分割契約（以下「本契約」とい

います。）が本年12月16日開催予定の臨時株主総会における承認を受け、かつ本吸収分割の効力発生日（平成21年４

月１日予定）に当社が放送法の規定による認定放送持株会社の認定を受けることが確実であると見込まれること、及

び本吸収分割の効力発生日までに当社完全子会社の株式会社TBSテレビ(以下「TBSテレビ」といいます。)が電波法に

基づく当社の放送事業者の免許人としての地位を承継する許可を取得していること等を条件として、当社のテレビ放

送事業および映像・文化事業を当社から分割してTBSテレビに承継させることを決議し、平成20年11月５日付けでTBS

テレビと本契約を締結しました。本吸収分割の概要は次のとおりです。 

  

(1) 会社分割の目的 

当社は、現在、番組制作力・企画力の強化、および売上シェアの拡大と利益水準の確保を通じた放送事業の強化

に取り組む一方、コンテンツの多面的な利用と多メディア展開、および番組連動を起点とする広汎な周辺事業の収

益確保によって、グループ収益の持続的な拡大を目指しております。本年20年７月29日付けおよび同月31日付けプ

レスリリースにおいて発表いたしました株式会社スタイリングライフ・ホールディングスの経営権取得も、当社の

上記グループ成長戦略の一環でありますが、こうした放送周辺事業との連携によるシナジーを更に増大させ、ま

た、今後とも予想される経営環境の激しい変化に機動的かつ柔軟に対応していくためには、各部門の経営目標と責

任を一層明確化しつつ、グループ全体の収益を押し上げることを可能にする新たなグループ体制の確立が急務であ

ると判断するに至りました。 

かかる新たなグループ体制の下、当社グループは、引き続き中核とする放送事業においては、その独立性を保ち

ながら創造力を高めて収益確保に邁進する一方、グループ全体としても、社会に向けた発信力の幅を広げて、情

報・娯楽から生活・文化に至るまで、 強のコンテンツ・ソフトを提供し続けることのできる、 良のメディア・

グループの構築を目指してまいる所存です。 

具体的なグループ体制の在り方についてですが、そもそも当社は、経営の効率化を図り、持続的な成長を遂げる

ため、平成12年より、持株会社化を視野に入れた組織再編に取り組んでまいったところでございます。その一環と

して、当社は、同年４月に、株式会社TBSラジオ＆コミュニケーションズ、株式会社TBSエンタテインメント等を分

社化した後、平成16年10月には、株式会社TBSエンタテインメント等の子会社３社を合併させてTBSテレビを発足さ

せるなど、従来の法制度下におきましても可能な範囲で、グループ経営の基盤づくりとしての持株会社体制の確立

を進めてまいりました。こうした状況の中で、本年４月の改正放送法の施行により、認定放送持株会社制度が導入

され、放送事業における本格的な持株会社化の途が開かれました。当社といたしましては、グループ経営のさらな

る「効率化」と「安定化」を追求し、当社グループの企業価値と株主の皆様共同の利益の 大化を図る観点から、

今般導入された認定放送持株会社制度を活用したグループ体制の再編が 適であると判断したものです。 

  

(2) 会社分割の方法 

当社を分割会社とし、TBSテレビを承継会社とする吸収分割 

  

(3) 会社分割の日程 

  

（注）本吸収分割は、分割承認株主総会の承認が得られること、本吸収分割の効力発生日に当社が放送法第52条の

30第１項の規定による認定放送持株会社の認定を受けることが確実であると見込まれること、および本吸収分割の

効力発生日までにTBSテレビが電波法第20条第２項に基づく当社の有する放送事業者の免許人の地位承継に関する

許可を取得していること等を条件とします。 

  

(4) 分割に際して発行する株式及び割当 

承継会社は、当社の完全子会社であるため、本件吸収分割に際して、当社に対する承継会社の株式その他の金銭

等の交付はなされません。 

認定放送持株会社体制移行発表 

株主総会基準日 

  平成20年９月11日（木） 

平成20年９月30日（火） 

分割決議取締役会   平成20年11月５日（水） 

分割承認株主総会   平成20年12月16日（火）（予定） 

分割の予定日（効力発生日）   平成21年４月１日（水）（予定） 



(5) 分割により減少する資本金等 

該当事項はありません。 

  

(6) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

当社の新株予約権の取扱いについては、本件吸収分割によって変更はありません。なお、当社は、新株予約権付

社債を発行しておりません。 

  

(7) 承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、本件吸収分割の効力発生日における本件事業に係る一切の契約（但し、雇用契約は除きます。）上

の地位並びに本件事業に係る資産、債務、契約その他の権利義務（但し、平成20年11月５日付け吸収分割契約書に

おいて特段の定めのあるものを除きます。）を当社から承継いたします。なお、承継会社が当社から承継する債務

については、承継会社が免責的にこれを引き受けます。 

  

(8) 債務履行の見込み 

本吸収分割において、当社に残存する資産額と承継会社に承継する資産額はともに負債の額を上回っており、収

益状況についても負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予測されていないことから、債務履行の見込みは十

分に確保されていると判断いたします。 

  

(9) 分割するテレビ放送事業および映像・文化事業の経営成績（平成20年３月期） 

（単位：百万円） 

  

(10) 分割する資産、負債の状況（平成20年９月30日現在） 

（単位：百万円） 

     

(11) 分割当事会社の概要 

  本件事業部門(a) 平成20年3月期実績(b) 比 率(a／b) 

売上高 265,788 271,404 97.9% 

営業利益 14,295 15,231 93.9% 

                             

資   産 負   債 

項   目 帳 簿 価 額 項   目 帳 簿 価 額 

流 動 資 産 71,980 流 動 負 債 36,196 

固 定 資 産 202,509 固 定 負 債 43 

合   計 274,490 合   計 36,239 

    
分 割 会 社 承 継 会 社 

（１） 商 号 株式会社東京放送（平成21年４月１日

付けで「株式会社東京放送ホールディ

ングス」に商号変更予定） 

株式会社TBSテレビ 

（２） 事 業 内 容 放送事業、映像・文化事業、不動産 

事業等 

各種放送番組の企画、製作および 

販売等 

（３） 設 立 年 月 日 昭和26年５月 平成12年３月 

（４） 本 店 所 在 地 東京都港区赤坂五丁目３番６号 東京都港区赤坂五丁目３番６号 

（５） 代 表 者 の 

役 職 ・ 氏 名 
代表取締役社長  井上 弘 代表取締役社長  井上 弘 

（６） 資 本 金 54,986百万円 300百万円 

（７） 発 行 済 株 式 数 190,434,968株 2,000株 

（８） 純 資 産 360,232百万円（連結） 

（平成20年９月30日現在） 

926百万円（単体） 

（平成20年９月30日現在） 



  

  

(12) 会計処理の概要 

企業結合会計上、本吸収分割は、共通支配下の取引に該当します。なお、のれんの発生はありません。 

  

(13) 今後の見通し 

本吸収分割において事業を承継する承継会社は、当社の完全子会社であるため、本吸収分割による当社連結業績

への影響はありません。次年度以降の単体業績につきましては、分割後当社が持株会社となるため、当社の収入は

不動産収入の一部および経営指導料収入、並びに子会社・関係会社等からの配当収入等となり、費用は持株会社と

しての機能に関わるものが中心となります。 

  

    
分 割 会 社 承 継 会 社 

（９） 総 資 産 575,225百万円（連結） 

（平成20年９月30日現在） 

13,734百万円（単体） 

（平成20年９月30日現在） 

（10） 決 算 期 ３月31日 ３月31日 

（11） 大 株 主 お よ び 

持 株 比 率 
楽天㈱                      19.83%

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

（退職給付信託口・株式会社電通口）

                             4.88%

日本生命保険相互会社         4.10%

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

（信託口）          3.86%

 ㈱毎日放送               3.23%

㈱三井住友銀行               3.01%

三井不動産㈱                 3.00%

三井物産㈱          2.25%

野村證券㈱          2.08%

  

（平成20年９月30日現在） 

  

（注）持株比率は、発行済株式数 

（190,434,968株）に対する割合です。

当社                       100.00%

６．その他の情報  

該当事項はない。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）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） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高        158,861

Ⅱ 売上原価        111,619

売上総利益        47,241

Ⅲ 販売費及び一般管理費        36,374

営業利益        10,867

Ⅳ 営業外収益            

１．受取利息  122      

２．受取配当金  1,726      

３．保険金収入  101      

４．負ののれん償却額  172      

５．為替差益   15      

６．その他  126  2,265

Ⅴ 営業外費用            

１．支払利息  405      

２．固定資産除却損  98      

３．持分法による投資損失  9      

４．売掛債権売却損   98      

５．その他  61  673

経常利益        12,459

Ⅵ 特別利益            

１．投資有価証券売却益  2,068      

２．その他  17  2,085

Ⅶ 特別損失            

１．年金制度移行解決金  70      

２．投資有価証券評価損  2,383      

３．固定資産除却損  74  2,528

税金等調整前中間純利益        12,017

法人税、住民税及び事業税  4,515      

法人税等調整額  893  5,409

少数株主損失（△）        △297

中間純利益        6,906

      



（２）（要約）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） 

区分 金額（百万円）

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  12,017

減価償却費   6,680

長期前払費用償却額  342

負ののれん償却額   △172

退職給付費用   103

貸倒引当金の減少額   △26

受取利息及び受取配当金   △1,849

支払利息   405

持分法による投資損失  9

投資有価証券売却益   △2,068

投資有価証券評価損   2,383

固定資産除却損  173

売上債権の減少額   4,463

たな卸資産の減少額   1,421

仕入債務の増加額   668

その他の固定負債の減少額   △4,141

その他営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,587

小計  17,821

利息及び配当金の受取額   1,854

利息の支払額   △386

法人税等の支払額   △3,426

営業活動によるキャッシュ・フロー  15,862

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入（純額）  4

有形固定資産の取得による支出   △5,558

有形固定資産の売却による収入   1

無形固定資産の取得による支出   △866

投資有価証券の取得による支出   △7,816

投資有価証券の売却による収入   9,122

その他投資活動によるキャッシュ・フロー  57

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,055

Ⅲ 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  495

短期借入金の返済による支出   △327

長期借入金の返済による支出   △40

株式の発行による収入  146

自己株式の取得による支出  △10

配当金の支払額   △1,179

少数株主への配当金の支出額  △92

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,007

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △7

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  9,792

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  48,866

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  58,658



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 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） 

 （注） １．事業区分は売上集計区分によっている。 

     ２．各事業区分の主要な事業内容 

  

  
放送事業 
（百万円） 

映像・文化
事業 

（百万円）

不動産事業
（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 
 130,028  27,409  1,279  144  158,861  －  158,861

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,042  2,400  1,937  769  6,149  △6,149  －

計  131,070  29,809  3,216  913  165,010  △6,149  158,861

営業費用  124,262  26,160  2,839  886  154,148  △6,154  147,993

営業利益  6,808  3,649  376  27  10,862  5  10,867

 事業区分  事業内容 

 放送事業  テレビ・ラジオの放送事業及び関連事業 

 映像・文化事業  各種催物、ビデオソフト等の企画・制作、野球興行等 

 不動産事業  土地及び建物の賃貸等 

 その他事業  車両運行、喫茶・飲食業等 

〔所在地別セグメント情報〕 

 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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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た。 

  

〔海外売上高〕 

 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） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略した。 



「参考」  

四半期個別財務諸表 

（１）（要約）四半期貸借対照表  

（単位：百万円）

  

科   目 

前事業年度 

(20.3.31現在) 

当第２四半期 

(20.9.30現在) 
増 減 

前年同四半期 

(19.9.30現在) 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部）           

流動資産           

現金及び預金  26,201  34,806 8,605 32.8%  55,030

受取手形  585  457 △128 △21.9%  696

売掛金  34,498  30,701 △3,797 △11.0%  33,968

その他  23,276  12,953 △10,322 △44.3%  15,639

貸倒引当金  △4  △3 1   △25.0%  △3

流動資産合計  84,558  78,915 △5,642 △6.7%  105,330

固定資産          

有形固定資産  231,348  226,492 △4,855 △2.1%  190,031

無形固定資産  5,007  4,481 △525 △10.5%  5,428

投資その他の資産  187,548  196,372 8,823 4.7%  214,847

投資有価証券  170,064  157,044 △13,019 △7.7%  197,773

その他  28,494  50,338 21,843 76.7%  28,087

貸倒引当金  △270  △270 0    △0.0%  △274

投資評価引当金  △10,739  △10,739 －  －  △10,739

固定資産合計  423,904  427,346 3,441 0.8%  410,307

資産の部合計  508,463  506,262 △2,200 △0.4%  515,638



（単位：百万円）

 （注）１．この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しているが、法定開示におけるレビュー対

象ではない。 

    ２．当第２四半期の数値については、四半期財務諸表等規則に基づいて作成している。 

科   目 

前事業年度 

(20.3.31現在) 

当第２四半期 

(20.9.30現在) 
増 減 

前年同四半期 

(19.9.30現在) 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（負債の部）           

流動負債           

買掛金  31,405  29,277 △2,128 △6.8%  31,510

短期借入金  25,548  72,368 46,820 183.3%  23,090

一年内返済予定長期借

入金 
 －  － －     －  10,000

その他  42,550  10,920 △31,630 △74.3%  18,102

流動負債合計  99,503  112,565 13,061 13.1%  82,703

固定負債          

社債  30,000  30,000 －     －  30,000

長期借入金  20,000  20,000 －     －  20,000

退職給付引当金  8,212  8,340 128 1.6%  8,121

その他  22,112  14,158 △7,954 △36.0%  26,757

固定負債合計  80,325  72,499 △7,825 △9.7%  84,879

負債の部合計  179,829  185,065 5,235 2.9%  167,582

（純資産の部）          

株主資本          

資本金  54,959  54,986 27 0.1%  54,930

資本剰余金  56,666  56,693 27 0.0%  56,637

利益剰余金  194,173  196,478 2,304 1.2%  185,594

自己株式  △61  △66 △4 7.9%  △56

株主資本合計  305,736  308,092 2,355 0.8%  297,106

評価換算差額等          

その他有価証券評価差

額金 
 23,069  13,215 △9,854 △42.7%  49,910

繰延ヘッジ損益  △172  △109 62 △36.4%  1,038

評価換算差額等合計  22,897  13,105 △9,791 △42.8%  50,948

純資産の部合計  328,633  321,197 △7,436 △2.3%  348,055

負債、純資産合計  508,463  506,262 △2,200 △0.4%  515,638



（２）（要約）四半期損益計算書 

第２四半期累計期間 

（注）１． この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しているが、法定開示におけるレビュー

対象ではない。 

   ２． 当第２四半期の数値については、四半期財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

        (単位：百万円)

科   目 

前年同四半期 

(19.4.1～19.9.30) 

当第２四半期 

(20.4.1～20.9.30)
増 減 

前事業年度 

(19.4.1～20.3.31)

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

事業収入  137,132  138,964 1,832 1.3%  271,404

事業費  96,705  102,829 6,124 6.3%  192,889

売上総利益  40,427  36,134 △4,292 △10.6%  78,515

販売費及び一般管理費  31,796  29,138 △2,658 △8.4%  63,283

営業利益  8,630  6,996 △1,634 △18.9%  15,231

営業外収益  2,500  2,649 149 6.0%  4,306

営業外費用  629  673 43 7.0%  1,543

経常利益  10,501  8,972 △1,528 △14.6%  17,994

特別利益  2,060  － △2,060 △100.0%  14,662

特別損失  2,528  1,961 △566 △22.4%  4,467

税引前四半期純利益  10,033  7,010 △3,023 △30.1%  28,188

法人税、住民税及び 

事業税 
 3,000  975 △2,025 △67.5%  9,350

法人税等調整額  722  1,446 724 100.3%  1,664

四半期純利益  6,311  4,589 △1,722 △27.3%  17,174

  

（３）四半期事業収入の内訳（累計） 

        (単位：百万円)

科   目 

前年同四半期 

(19.4.1～19.9.30) 

当第２四半期 

(20.4.1～20.9.30)
増 減 

前事業年度 

(19.4.1～20.3.31)

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

テレビ  120,623  112,329 △8,294 △6.9%  237,431

タイム・番組制作  65,761  63,088 △2,672 △4.1%  127,697

タイム  33,188  30,495 △2,692 △8.1%  64,205

番組制作  32,572  32,592 20 0.1%  63,491

スポット  49,073  43,333 △5,740 △11.7%  98,205

その他  5,788  5,907 118 2.0%  11,528

事業  14,229  17,512 3,283 23.1%  28,357

不動産  2,278  9,122 6,843 300.3%  5,615

合計  137,132  138,964 1,832 1.3%  271,404
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