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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 281,975 ― 12,641 ― 15,412 ― 5,657 ―

20年3月期第2四半期 281,697 △2.5 7,381 △69.4 8,938 △65.9 10,463 △31.1

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 2,456.35 ―

20年3月期第2四半期 4,543.45 ―

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 673,965 457,478 67.2 196,535.60
20年3月期 677,000 456,077 66.7 195,967.51

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  452,640百万円 20年3月期  451,331百万円

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 ― 1,800.00 ― 1,800.00 3,600.00
21年3月期 ― 1,800.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,800.00 3,600.00

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  有  
 

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 571,100 △0.8 24,400 0.1 28,700 6.1 13,200 △16.3 5,731.42

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  無  

(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、７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。 
   なお、平成20年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。上記予想に関する事項は、６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。 
 ３．当社は平成20年10月１日付で認定放送持株会社体制に移行し、商号を「株式会社フジテレビジョン」から「株式会社フジ・メディア・ホールディングス」に変更しており
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  2,364,298株 20年3月期  2,364,298株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  61,202株 20年3月期  61,202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  2,303,096株 20年3月期第2四半期  2,303,096株
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(％表示は対前期増減率) 

 
(注)１ 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

２ 当社は平成20年10月１日付で認定放送持株会社体制へ移行したため、対前期増減率は記載しておりません。 

  

  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。 
 なお、当社は平成20年10月１日付で認定放送持株会社体制へ移行したため、これまでは通期の個別業績
予想を公表しておりませんでした。上記予想に関する事項は、６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。 

  

（参考）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）

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 180,000 (―) 9,500 (―) 13,700 (―) 4,600 (―) 1,997 31

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期のわが国の経済は、政府の月例報告によると７月までの「景気回復は足踏み状態にあるが

このところ一部に弱い動きがみられる」という表現から、８月以降は「景気はこのところ弱含んでいる」

と一歩後退し、さらに「アメリカ経済や株式・為替市場、原油価格動向等によっては、景気がさらに下振

れするリスクが存在する」としております。  

 こうした経済環境の中、テレビ広告市況は、アメリカの金融不安・景気後退や、原油、穀物など原材料

の高騰による企業業績の悪化を反映し厳しいセールス環境でした。  

 

 当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、放送事業、放送関連事業、通信販売事業が減収となったも

のの、映像音楽事業、その他事業が増収となったことで、前年同期比0.1％増収の2,819億75百万円となり

ました。営業利益は、放送関連事業が減益となり、その他事業で営業損失が拡大しましたが、放送事業と

映像音楽事業が大幅に増益となり、通信販売事業でも営業損失を大きく圧縮したことで、前年同期比

71.3％増益の126億41百万円となりました。また、経常利益は、営業外損益の改善で、前年同期比72.4％

増益の154億12百万円となりました。しかし、四半期純利益は、前期に投資有価証券売却益28億82百万円

と出資金売却益61億18百万円が特別利益に計上されたため、前年同期比45.9％減益の56億57百万円となり

ました。 

事業の種類別セグメントの業績の状況は以下の通りであります。 

  

 
  

テレビ放送部門の放送収入は、ネットタイムは「北京オリンピックバレーボール世界 終予選」や

「北京オリンピック」の放送があったこと等により増収となりましたが、スポットセールスは厳しい広

告市況を反映して前期を下回り、放送収入全体は1,368億96百万円と前年同期比5.1％の減収となりまし

た。  

 テレビ放送部門のその他事業収入では、イベント事業、ビデオ事業、映画事業等が好調だった前期の

反動で減収となり、その他事業収入は234億89百万円と前年同期比28.7％の減収となりました。  

 一方、営業費用は、放送事業原価のコストコントロールが奏功し大幅に減少したことに加えて、その

他事業原価が減収に伴って減少したほか、原価率の改善により減少しました。また、販管費も代理店手

数料の減少や、宣伝広告費、業務委託費の節減で減少いたしました。これにより、テレビ放送部門の営

業費用は前期比10.3％減少の1,658億29百万円となりました。 

【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

売 上 高 営業利益又は営業損失(△)

前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

増減

(百万円) (百万円) (％) (百万円) (百万円) (％)

放送事業 204,208 187,294 △ 8.3 7,972 10,659 33.7

放送関連事業 27,302 25,654 △ 6.0 1,555 1,485 △ 4.5

通信販売事業 29,967 29,139 △ 2.8 △ 1,999 △ 286 ―

映像音楽事業 32,732 34,613 5.7 101 1,369 ―

その他事業 25,422 39,579 55.7 △ 220 △ 549 ―

消去又は全社 (37,935) (34,306) ― (29) (36) ―

合  計 281,697 281,975 0.1 7,381 12,641 71.3

（放送事業）
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 ラジオ放送部門も、放送収入やイベント収入の減少で売上高は111億53百万円と前年同期比6.5％の

減収となりました。 

 その結果、放送事業全体としては、売上高は1,872億94百万円と前年同期比8.3％の減収となり、営業

利益は106億59百万円と前年同期比33.7％の増益となりました。 

  

放送事業の売上高内訳 

 
  

各子会社は厳しい受注環境の中で売上の拡大に努めましたが、イベント関連の受注が減少したこと等

により、売上高は256億54百万円と前年同期比6.0％の減収となりました。また、営業利益も費用の節減

に努めたものの減収の影響で14億85百万円と前年同期比4.5％の減益となりました。 

  

通信販売事業は㈱ディノスの業績であります。カタログ通販はファッション系カタログの売上が好調

に推移して増収となりましたが、テレビ通販は減収となり、催事事業も不採算催事の見直し等により減

収となったことで、売上高は291億39百万円と前年同期比2.8％の減収となりました。費用面では、テレ

ビ通販の原価率の改善や通販経費等の削減に努めたことにより、営業損失は２億86百万円となり、前年

同期比で大幅に損失が縮小しました。 

  

㈱ポニーキャニオンは、オーディオ部門ではaikoを筆頭に、テレビ番組からデビューしたユニット、

羞恥心、悲愴感等が貢献して前期売上を大きく上回りました。ビジュアル部門では「DRAGON BALL GT」

や韓流ドラマの「朱蒙(チュモン)」、フジテレビドラマ「医龍Ⅱ」等が堅調に推移し、その他にも羞恥

心の配信関連の収入が伸びて、㈱ポニーキャニオンは増収・大幅増益となりました。また、㈱フジパシ

フィック音楽出版も著作権部門、原盤部門ともに邦楽を中心に好調で増収増益となりました。この結

果、映像音楽事業の売上高は346億13百万円と前年同期比5.7％の増収、営業利益は大幅増益の13億69百

万円となりました。 

  

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減

（百万円） （百万円） （％）

テレビ放送部門

放送事業収入 159,338 152,668 △ 4.2

  放送収入 144,202 136,896 △ 5.1

   ネットタイム 67,681 68,167 0.7

   ローカルタイム 10,792 10,446 △ 3.2

   スポット 65,727 58,282 △ 11.3

  その他放送事業収入 15,135 15,771 4.2

その他事業収入 32,966 23,489 △ 28.7

小 計 192,304 176,157 △ 8.4

ラジオ放送部門 11,929 11,153 △ 6.5

セグメント内消去 (26) (16) ―

合 計 204,208 187,294 △ 8.3

（放送関連事業）

（通信販売事業）

（映像音楽事業）
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㈱フジミックはソフトウェア開発の受注が低調だったこと等で減収減益となりました。㈱扶桑社は出

版業界が低迷する中で、書籍はテレビ番組連動の「ヘキサゴンドリルⅠ・Ⅱ」のベストヒットや「赤め

だか」等の単行本の販売が好調でしたが、雑誌部門が販売、広告ともに苦戦したことで売上高は微減収

となり、利益面でも営業損失を計上いたしました。また、昨年10月に４社統合して一周年を迎えた㈱ク

オラスも、広告市況の低迷の影響を受けて営業損失を計上いたしました。これらに、新たに連結子会社

となった㈱サンケイリビング新聞社と㈱リビングプロシードの業績が加わり、その他事業の売上高は

395億79百万円と前年同期比55.7％の増収となりましたが、営業損益は５億49百万円の損失となりまし

た。 

  

持分法適用会社では、新たに加わった３社(㈱ニッポンプランニングセンター、㈱ポニーキャニオンミ

ュージック、日本映画衛星放送㈱)の利益がプラス要因となるとともに、開局８年目の㈱ビーエスフジも

ＢＳデジタル放送の視聴可能件数が９月末で4,333万件に達したことを背景に順調に推移いたしました。

また、メモリーテック㈱も営業損失を大幅に圧縮し、純利益は黒字となりました。これらにより、持分法

による投資利益は前年同期比５億54百万円増の16億15百万円となりました。 

  
（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用しているため、前年同四半期実績との比較等

は参考として記載しております。 

  

  

  

当第２四半期末の総資産は6,739億65百万円となり、前期末比30億35百万円の減少となりました。  

 流動資産は2,570億38百万円で、前期末比34億61百万円の増加となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が135億11百万円、流動資産のその他に含まれる有価証券が176億55百万円減少した一方で、

現金及び預金が304億82百万円増加したことや、流動資産のその他にリース投資資産を71億77百万円計

上したこと等によるものであります。 

  固定資産は4,169億26百万円で、前期末比64億96百万円の減少となりました。これは主に、改正後の

「リース取引に関する会計基準」の適用により、前期末に有形固定資産のその他に含めて計上していた

リース資産46億９百万円をリース投資資産として流動資産のその他に含めて計上したこと等によりま

す。 

  負債は2,164億86百万円で、前期末比44億36百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が61億22百万円減少したこと等によります。 

  純資産は、剰余金の配当により41億45百万円減少したことや、為替換算調整勘定が11億11百万円減

少した一方で、四半期純利益を56億57百万円計上し、連結子会社及び持分法適用会社の増加により利益

剰余金が11億11百万円増加した結果、四半期末残高は4,574億78百万円で前期末比14億円の増加となり

ました。 

  

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。  

  営業活動によるキャッシュ・フローは、382億３百万円の収入となり、前年同期比312億29百万円の

収入増加となりました。これは、売上債権の増減額が132億90百万円増加したことや、法人税等の支払

額が135億64百万円減少し、当期には法人税等の還付額が23億円あったこと等によります。  

（その他事業）

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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  投資活動によるキャッシュ・フローは147億93百万円の支出となり、前年同期比44億８百万円の支

出減少となりました。これは、前期に米国音楽事業の投資・出資売却による収入が169億49百万円あっ

たことや、当期に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が34億51百万円あった一方で、

有形固定資産の取得による支出が170億70百万円減少したことや、投資有価証券の取得による支出が44

億25百万円減少したこと等によります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは51億38百万円の支出となり、前年同期比８億５百万円の支出

減少となりました。これは短期借入金の純増減額が９億66百万円減少し、長期借入による収入が10億85

百万円減少した一方で、配当金の支払額が25億26百万円減少したこと等によります。 

  この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は976億８百万円で、前期末に比べ174億36百万円増

加、前年同四半期末に比べ113億32百万円の増加となりました。 

  

  

  

10月の月例経済報告によると「景気は弱まっている」とし、当面、世界経済が減速する中で下向きの動

きが続くとしております。  

 こうした経済環境の中、企業マインドは冷え込みが感じられ、個人消費も弱い動きとなっており、広告

出稿の動きは一段と鈍くなっております。  

 連結業績の見通しですが、放送事業のテレビ放送収入は、タイムにおける10月改編が厳しい状況であっ

たことに加え、スポットは第３四半期以降も景気減速の影響を受けて引き続き低調と予想しております。

一方、テレビ放送以外のイベント、映画、ビデオ、番組グッズ販売等については堅調に推移すると予想し

ておりますが、なお一層の消費マインドの低下による影響も懸念されます。引き続き費用コントロールに

努めるものの、主力のテレビ放送収入の減少により放送事業は前回予想を下回る見込みです。  

 これに前回予想を上回る見通しの好調な映像音楽事業等を加味した、通期の連結業績予想は、売上高

5,711億円、営業利益244億円、経常利益287億円、当期純利益132億円を見込んでおります。  

 当社は、平成20年10月１日付けで認定放送持株会社体制に移行しました。個別業績の見通しについて

は、第２四半期までは会社分割前の㈱フジテレビジョンの業績、第３四半期以降は認定放送持株会社㈱フ

ジ・メディア・ホールディングスの業績となりますが、これらを合算した通期の個別業績予想としては、

売上高1,800億円、営業利益95億円、経常利益137億円、当期純利益46億円を見込んでおります。  

 なお、平成20年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。個別業績

予想については、平成20年５月15日時点では公表していなかったため、前回発表予想はありません。 

  

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

(1) 連結(通期)                            

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 579,100 28,700 32,800 18,500

今回修正予想（Ｂ） 571,100 24,400 28,700 13,200

増減額  （Ｂ－Ａ） △ 8,000 △ 4,300 △ 4,100 △ 5,300

増減率      （％） △ 1.4 △ 15.0 △ 12.5 △ 28.6
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前年度との比較可能な情報として、平成20年10月１日に認定放送持株会社に移行せず、従来の組織

体制を維持したと仮定した場合の平成21年３月期の通期個別業績予想は、次の通りです。 

 
(注)上記の「前回発表予想」は平成20年５月15日公表の平成20年３月期決算短信７ページ「１ 経営成績(1)経営成績に関す

る分析［次期の見通し］」において、参考として発表したものであります。 

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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。 

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」（企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準を原価法から原価法（収益性の低下による簿
価切下げの方法）に変更しております。これによる影響は軽微であります。 

第１四半期連結会計期間より「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）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、リース資
産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却方法は、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。 
 これによる影響額は軽微であります。 

第１四半期連結会計期間より「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）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、リース投
資資産として計上しております。 
 また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売
上原価を計上する方法によっております。 

(2) 個別(通期)

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） ― ― ― ―

今回修正予想（Ｂ） 180,000 9,500 13,700 4,600

増減額  （Ｂ－Ａ） ― ― ― ―

増減率      （％） ― ― ― ―

（ご参考)

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 359,000 24,300 25,700 15,200

今回修正予想（Ｂ） 349,700 20,100 24,600 10,700

増減額  （Ｂ－Ａ） △ 9,300 △ 4,200 △ 1,100 △ 4,500

増減率      （％） △ 2.6 △ 17.3 △ 4.3 △ 29.6

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)

(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

(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

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

③リース取引に関する会計基準等の適用（借手側)

④リース取引に関する会計基準等の適用（貸手側）
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 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、
期首に前連結会計年度末における固定資産の減価償却累計額控除後の額で契約したものとして、リー
ス投資資産に計上する方法によっております。 
 この結果、当第２四半期連結会計期間末において、流動資産にリース投資資産が7,177百万円計上
されておりますが、損益に与える影響額は軽微であります。 
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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：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 95,110 64,627 

受取手形及び売掛金 104,648 118,160 

たな卸資産 20,369 21,743 

その他 37,281 49,390 

貸倒引当金 △370 △344 

流動資産合計 257,038 253,577 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 111,105 114,378 

その他（純額） 60,023 66,767 

有形固定資産合計 171,129 181,146 

無形固定資産 

のれん 9,183 7,385 

その他 40,673 40,543 

無形固定資産合計 49,856 47,929 

投資その他の資産 

投資有価証券 175,371 173,152 

その他 22,328 23,095 

貸倒引当金 △1,759 △1,900 

投資その他の資産合計 195,940 194,347 

固定資産合計 416,926 423,423 

資産合計 673,965 677,000 
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（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 48,093 54,216 

返品調整引当金 993 972 

役員賞与引当金 155 309 

その他 61,032 59,926 

流動負債合計 110,275 115,425 

固定負債 

社債 49,988 49,987 

退職給付引当金 32,883 32,239 

役員退職慰労引当金 2,137 3,172 

負ののれん 9,874 10,154 

その他 11,326 9,944 

固定負債合計 106,211 105,497 

負債合計 216,486 220,922 

純資産の部 

株主資本 

資本金 146,200 146,200 

資本剰余金 173,664 173,664 

利益剰余金 148,136 146,322 

自己株式 △15,505 △15,505 

株主資本合計 452,496 450,682 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,212 1,416 

土地再評価差額金 345 △463 

為替換算調整勘定 △1,414 △302 

評価・換算差額等合計 143 649 

少数株主持分 4,838 4,745 

純資産合計 457,478 456,077 

負債純資産合計 673,965 677,000 
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(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 281,975 

売上原価 189,430 

売上総利益 92,544 

販売費及び一般管理費 79,902 

営業利益 12,641 

営業外収益 

受取配当金 1,628 

持分法による投資利益 1,615 

その他 1,445 

営業外収益合計 4,689 

営業外費用 

支払利息 452 

投資事業組合運用損 603 

賃貸費用 468 

その他 394 

営業外費用合計 1,918 

経常利益 15,412 

特別利益 

固定資産売却益 127 

貸倒引当金戻入額 47 

その他 35 

特別利益合計 209 

特別損失 

減損損失 809 

投資有価証券評価損 579 

その他 435 

特別損失合計 1,824 

税金等調整前四半期純利益 13,797 

法人税、住民税及び事業税 7,505 

法人税等調整額 511 

法人税等合計 8,017 

少数株主利益 123 

四半期純利益 5,657 
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(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 13,797 

減価償却費 11,459 

受取利息及び受取配当金 △2,002 

支払利息 452 

持分法による投資損益（△は益） △1,615 

売上債権の増減額（△は増加） 16,746 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,402 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,122 

その他 3,098 

小計 37,216 

利息及び配当金の受取額 2,291 

利息の支払額 △439 

法人税等の支払額 △3,165 

法人税等の還付額 2,300 

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,203 

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 △7,205 

無形固定資産の取得による支出 △3,083 

投資有価証券の取得による支出 △4,135 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△3,451 

その他 3,083 

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,793 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △963 

長期借入れによる収入 400 

長期借入金の返済による支出 △663 

配当金の支払額 △3,871 

少数株主への配当金の支払額 △31 

その他 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,138 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,749 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,522 

現金及び現金同等物の期首残高 80,171 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 913 

現金及び現金同等物の四半期末残高 97,608 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

 
（注）１ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な役務・商製品 
  

 
３ 当社は、平成20年11月６日開催の取締役会において、第３四半期連結会計期間より事業の種類別セグメン

トの区分を変更する旨の決議を行いました。 

従来、事業の種類別セグメントにおける事業区分は「放送事業」「放送関連事業」「通信販売事業」「映像

音楽事業」「その他事業」に区分しておりましたが、これを「放送事業」「制作事業」「映像音楽事業」

「生活情報事業」「広告事業」「その他事業」の区分に変更いたします。 

当社グループは、国内外から高く評価される我が国を代表する「メディア・コングロマリット」を目指すと

いう長期的なグループ経営ビジョンを達成するため、平成20年10月１日付で当社（㈱フジ・メディア・ホー

ルディングス）を中核とする認定放送持株会社体制へ移行いたしました。当社は、この認定放送持株会社体

制への移行を、メディアグループとしての「第二の創業期」として捉え、認定放送持株会社を核とした新た

なグループ経営体制構築のスタート台に立ったという認識の下、「グループ経営の強化」、「事業環境に応

じた資源再配分の適正化」等の観点から事業の種類別セグメントの区分の見直しを行った結果、上記のよう

に変更することにいたしました。 

この変更により、従来の「放送関連事業」を「制作事業」とし、従来の㈱ディノスの「通信販売事業」と

「その他事業」に含めていた㈱サンケイリビング新聞社を中心とするフリーペーパー発行事業等を合わせて

「生活情報事業」とし、従来「その他事業」に含めていた㈱クオラスの広告事業等を新たに「広告事業」と

して独立のセグメントといたしました。 

なお、当第２四半期連結累計期間において変更後の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報

は、次の通りであります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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）

放送 
事業 

(百万円)

放送関連
事業 

(百万円)

通信販売
事業 

(百万円)

映像音楽
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

177,164 10,430 29,013 33,804 31,561 281,975 ― 281,975

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10,129 15,223 125 808 8,018 34,306 (34,306) ―

計 187,294 25,654 29,139 34,613 39,579 316,281 (34,306) 281,975

 営業利益
又は営業損失(△)

10,659 1,485 △ 286 1,369 △ 549 12,677 (36) 12,641

事業区分 役務・商製品の内容等

放送事業 テレビ放送事業、ラジオ放送事業

放送関連事業 放送番組の企画制作・技術・中継等

通信販売事業 通信販売

映像音楽事業 オーディオ・ビデオソフト等の製造販売、音楽著作権管理等

その他事業 出版、広告、人材派遣、動産リース、ソフトウェア開発、新聞発行等
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（注）１ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な役務・商製品 

 
３ 各事業区分に属する連結子会社は以下の通りです。 

 
※１ 当社は平成20年10月１日付で商号を㈱フジテレビジョンから㈱フジ・メディア・ホールディングスへ

変更するとともに、会社分割によりテレビ放送事業等を営む㈱フジテレビジョンを新たに設立いたしまし

た。 

※２ FUJISANKEI CALIFORNIA ENTERTAINMENT, INC. は、平成20年10月１日付で商号を FUJI ENTERTAINMENT 

AMERICA, INC. に変更しております。 

  

  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

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）

放送 
事業 

(百万円)

制作 
事業 

(百万円)

映像音楽
事業 

(百万円)

生活情報
事業 

(百万円)

広告
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

177,164 9,931 33,804 39,064 14,411 7,597 281,975 ― 281,975

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10,129 14,020 808 420 606 8,754 34,740 (34,740) ―

計 187,294 23,951 34,613 39,485 15,018 16,351 316,715 (34,740) 281,975

 営業利益
又は営業損失(△)

11,177 1,284 1,369 △ 537 △ 170 140 13,262 (621) 12,641

事業区分 役務・商製品の内容等

放送事業 テレビ放送事業、ラジオ放送事業

制作事業 放送番組の企画制作・技術・中継等

映像音楽事業 オーディオ・ビデオソフト等の製造販売、音楽著作権管理等

生活情報事業 通信販売、新聞発行等

広告事業 広告等

その他事業 出版、人材派遣、動産リース、ソフトウェア開発等

事業区分 連結子会社名

放送事業 ㈱フジテレビジョン(※１)、㈱ニッポン放送

制作事業
㈱共同エディット、㈱共同テレビジョン、㈱バスク、㈱八峯テレビ、
㈱バンエイト、㈱フジアール、㈱フジクリエイティブコーポレーショ
ン、㈱フジライティング・アンド・テクノロジイ、㈱ベイシス

映像音楽事業

㈱シンコーミュージック・パブリッシャーズ、㈱フジパシフィック音
楽出版、任意組合フジ・ミュージックパートナーズ、㈱ポニーキャニ
オン、㈱ポニーキャニオンエンタープライズ、 
FUJIPACIFIC MUSIC (USA), INC.、 
FUJISANKEI CALIFORNIA ENTERTAINMENT, INC.(※２)、 
WINDSWEPT CLASSICS, INC.

生活情報事業 ㈱サンケイリビング新聞社、㈱ディノス、㈱リビングプロシード

広告事業 ㈱クオラス

その他事業
㈱ニッポン放送プロジェクト、㈱フジサンケイ人材センター、㈱フジ
ミック、㈱扶桑社、 
FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL, INC.

【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）
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海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【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）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

前中間連結損益計算書

科目

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)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 281,697 100.0

Ⅱ 売上原価 193,700 68.8

   売上総利益 87,997 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売費 56,284

 ２ 一般管理費 24,331 80,615 28.6

   営業利益 7,381 2.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 211

 ２ 受取配当金 1,327

 ３ 持分法による投資利益 1,060

 ４ 受取賃貸料 553

 ５ その他営業外収益 610 3,763 1.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 464

 ２ 投資事業組合投資損失 859

 ３ 賃貸費用 604

 ４ その他営業外費用 278 2,206 0.8

   経常利益 8,938 3.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 7

 ２ 投資有価証券売却益 2,882

 ３ 貸倒引当金戻入益 364

 ４ 出資金売却益 6,118

 ５ その他特別利益 157 9,531 3.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 3

 ２ 固定資産除却損 242

 ３ 投資有価証券評価損 313

 ４ 会員権等評価損 1

 ５ 会員権預託金貸倒引当金 
   繰入額

2

 ６ その他特別損失 101 664 0.3

   税金等調整前中間純利益 17,804 6.3

   法人税、住民税 
      及び事業税

6,338

   法人税等調整額 650 6,989 2.5

   少数株主利益 351 0.1

   中間純利益 10,463 3.7
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前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

 １ 税金等調整前中間純利益 17,804

 ２ 減価償却費 10,819

 ３ のれん償却額 650

 ４ 貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 400

 ５ その他引当金の増減額（減少：△） △ 325

 ６ 受取利息及び受取配当金 △ 1,539

 ７ 支払利息 464

 ８ 為替差損益 6

 ９ 持分法による投資損益 △ 1,060

 10 固定資産除売却損益 237

 11 投資有価証券売却損益 △ 2,843

 12 出資金売却損益 △ 6,118

 13 売上債権の増減額（増加：△） 3,455

 14 たな卸資産の増減額（増加：△） 1,431

 15 仕入債務の増減額（減少：△） △ 1,151

 16 その他 922

    小計 22,353

 17 利息及び配当金の受取額 1,801

 18 利息の支払額 △ 451

 19 法人税等の支払額 △ 16,729

   営業活動によるキャッシュ・フロー 6,973
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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)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有価証券の取得による支出 △ 50

 ２ 有価証券の売却及び償還による収入 350

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 24,276

 ４ 有形固定資産の売却による収入 1,706

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △ 3,953

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △ 8,561

 ７ 投資有価証券の売却及び償還による収入 1,713

 ８ 子会社株式の取得による支出 △ 658

 ９ 連結範囲の変更を伴う子会社株式 
   の売却による収入

7,440

 10 貸付けによる支出 △ 43

 11 貸付金の回収による収入 175

 12 出資金の売却による収入 9,508

 13 その他 △ 2,553

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19,201

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金純増減額（減少：△） 2

 ２ 長期借入による収入 1,485

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 515

 ４ 新株予約権付社債の償還による支出 △ 382

 ５ 配当金の支払額 △ 6,397

 ６ 少数株主への配当金の支払額 △ 136

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,943

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 
  （減少：△）

121

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 18,049

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 104,324

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 86,275
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（注）１ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な役務・商製品 

 
  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

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）

放送 
事業 

(百万円)

放送関連
事業 

(百万円)

通信販売
事業 

(百万円)

映像音楽
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

193,187 9,343 29,674 32,090 17,401 281,697 ― 281,697

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,020 17,959 292 641 8,021 37,935 (37,935) ―

計 204,208 27,302 29,967 32,732 25,422 319,632 (37,935) 281,697

営業費用 196,235 25,747 31,966 32,630 25,642 312,222 (37,905) 274,316

営業利益又は営業損失(△) 7,972 1,555 △ 1,999 101 △ 220 7,410 (29) 7,381

事業区分 役務・商製品の内容等

放送事業 テレビ放送事業、ラジオ放送事業

放送関連事業 放送番組の企画制作・技術・中継等

通信販売事業 通信販売

映像音楽事業 オーディオ・ビデオソフト等の製造販売、音楽著作権管理等

その他事業 出版、広告、人材派遣、動産リース、ソフトウェア開発等

【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）

【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）
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

以上
    

「参考」個別業績の概要

平成21年３月期第２四半期の個別業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

  個別経営成績(累計)

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 176,157 (―) 10,328 (―) 14,682 (―) 5,129 (―)

20年３月期第２四半期 192,304 (1.7) 7,464 (△61.3) 9,197 (△57.6) 5,657 (△63.1)

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 2,227 43 ―
20年３月期第２四半期 2,456 59 ―
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