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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 18,078 ― 343 ― 452 ― 151 ―
20年3月期第2四半期 19,397 △3.4 1,576 △15.7 1,664 △15.0 881 △16.1

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 5.81 ―
20年3月期第2四半期 33.82 ―

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 62,409 45,189 71.3 1,707.30
20年3月期 64,500 45,947 70.2 1,736.71

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  44,510百万円 20年3月期  45,278百万円

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 ― 5.00 ― 12.50 17.50
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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 36,270 △6.8 1,370 △62.2 1,560 △59.2 670 △67.9 25.70

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、５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、５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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
・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。 
 なお、当第２四半期から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項
第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

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2四半期  26,400,000株 20年3月期  26,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  329,357株 20年3月期  328,713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  26,071,071株 20年3月期第2四半期  26,071,825株
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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) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

（参考）個別業績予想

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 31,700 △7.5 1,000 △68.5 1,190 △64.9 510 △73.2 19 56
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※定性的情報における前年同期比に関する金額および増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

 
 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題を端緒とした欧米の金融危機が深刻化して

いる中、景気の停滞が続きました。エネルギー・原材料価格高により企業収益が減少するもとで、設備投資は減少

傾向が顕著となりました。雇用者所得の伸び悩みと消費者物価の上昇などから、個人消費も弱めの動きとなりまし

た。  

 このように景況感が一段と悪化している状況のもと、企業が広告出稿を抑制する傾向を強めていることにより、

マスコミ四媒体（新聞・雑誌・ラジオ・テレビ）を取り巻く環境は、依然厳しい状態であります。  

 このような事業環境のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、180億78百万円（前年同期比

6.8％減）となりました。  

 利益面では、営業利益は３億43百万円（前年同期比78.2％減）、経常利益は４億52百万円（前年同期比72.8％

減）となりました。また、特別損失に番組中止損失を計上したことなどから四半期純利益は１億51百万円（前年同

期比82.8％減）となりました。  

 部門別の概況は以下のとおりであります。  

  

〈放送関連部門〉 

 放送関連部門は、収入の大きな柱であるテレビスポット収入が、名古屋地区全体の広告投下量が減少する中で苦

戦が続き、「金融・保険」「化粧品・洗剤」「輸送機器」など多くの業種で出稿が落ち込みました。この結果、売

上高は160億55百万円（前年同期比7.9％減）となりました。  

 また利益面では、売上高の減少に加え、株式市場低迷により退職給付費用が増加したことから、営業損失３億17

百万円（前年同期は営業利益９億45百万円）となりました。  

  

〈不動産賃貸部門〉 

 不動産賃貸部門は、昨年７月に開始した当社保有地を利用した賃貸マンションの事業や、東京の賃貸ビルにおけ

るテナント増加により、売上高は12億86百万円（前年同期比6.8％増）となりました。また、営業利益は６億８百万

円（前年同期比9.0％増）となりました。 

  

〈その他部門〉 

 ゴルフ場事業、保険代理業、タクシー業などで構成されるその他部門の売上高は、７億36百万円(前年同期比

2.6％減)となりました。また利益面では、売上高の減少に加え、原材料費の上昇などにより、営業利益は52百万円

(前年同期比27.3％減)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
(百万円)

営業利益
(百万円)

経常利益 
(百万円)

四半期純利益
(百万円)

平成21年３月期第２四半期 
連結累計期間

18,078 343 452 151

平成20年３月期第２四半期 
連結累計期間

19,397 1,576 1,664 881

増減率（％） △6.8 △78.2 △72.8 △82.8
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 当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて20億91百万円減少し、624億９百万円と

なりました。これは、保有株式の時価下落に伴い投資有価証券が11億18百万円減少し、また受取手形及び売掛金が

７億73百万円減少したことなどによるものです。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて13億32百万円減少し、172億19百万円と

なりました。これは、保有株式の時価下落に伴い繰延税金負債が４億41百万円減少し、また未払費用が４億18百万

円、未払法人税等が２億１百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて７億58百万円減少し、451億89百万円

となりました。これは、保有株式の時価下落に伴いその他有価証券評価差額金が５億92百万円、四半期純利益と配

当金の支払との差額により利益剰余金が１億74百万円それぞれ減少したことによるものです。 

  

 

 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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て３億84百万円増加し、76億28百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動の結果得られた資金は、19億65百万円と前年同期に比べて２億86百万円増加しました。これは、税金等

調整前四半期純利益の減少12億83百万円などが資金の減少要因となったものの、法人税等の支払額の減少６億68百

万円、売上債権の減少額の増加４億１百万円、その他の資産の増減額の増加６億14百万円が資金の増加要因となっ

たことなどによるものです。  

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、12億７百万円と前年同期に比べて43億91百万円減少しました。これは、投資有

価証券の取得による支出が21億７百万円減少したこと、有形及び無形固定資産の取得による支出が19億53百万円減

少したこと、定期預金の預入による支出が５億92百万円減少したことなどによるものです。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、３億73百万円と前年同期に比べて11百万円増加しました。これは、預り保証金

の預りによる収入が16百万円減少したことなどによるものです。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債、純資産の状況）

①資産の部

②負債の部

③純資産の部

（キャッシュ・フローの状況）

平成20年３月期
第２四半期 
連結累計期間 
(百万円)

平成21年３月期 
第２四半期 
連結累計期間 
(百万円)

増減額
(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,678 1,965 286

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,599 △1,207 4,391

財務活動によるキャッシュ・フロー △362 △373 △11

現金及び現金同等物の増減額 △4,283 384 4,667

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,868 7,628 1,760
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 一段と悪化する景況感や放送業界を取り巻く厳しい環境のもと、当第２四半期連結累計期間における

当社グループの業績は、予想以上に厳しい結果となりました。  

 第３四半期以降につきましても、積極的な営業活動を展開するとともに、費用についても一層の削減

を行いますが、景気の先行きに関する不透明感は一層拡大しており、平成20年５月13日付決算短信に記

載した通期の連結および個別業績の予想を以下のとおり修正いたします。  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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、前連結会計年度の決算において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを使用しております。 
  

税金費用の計算 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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。 

 なお、当第２四半期から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

(単位：百万円、％)

当初予想 今回予想 増減額 増減率 前期実績

連結

売上高 37,690 36,270 △1,420 △3.8 38,926

営業利益 1,580 1,370 △210 △13.3 3,623

経常利益 1,770 1,560 △210 △11.9 3,826

当期純利益 810 670 △140 △17.3 2,090

個別

売上高 32,930 31,700 △1,230 △3.7 34,288

営業利益 1,120 1,000 △120 △10.7 3,177

経常利益 1,280 1,190 △90 △7.0 3,395

当期純利益 570 510 △60 △10.5 1,903

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

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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
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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 7,266 7,031 

受取手形及び売掛金 7,265 8,039 

有価証券 994 852 

たな卸資産 80 37 

繰延税金資産 412 411 

その他 841 787 

貸倒引当金 △4 △3 

流動資産合計 16,856 17,157 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 24,626 24,482 

減価償却累計額 △12,842 △12,451 

建物及び構築物（純額） 11,783 12,031 

機械装置及び運搬具 24,879 24,289 

減価償却累計額 △19,392 △18,675 

機械装置及び運搬具（純額） 5,486 5,613 

土地 10,167 10,158 

建設仮勘定 10 17 

その他 1,466 1,398 

減価償却累計額 △1,127 △1,094 

その他（純額） 338 304 

有形固定資産合計 27,787 28,125 

無形固定資産 597 701 

投資その他の資産 

投資有価証券 12,961 14,080 

前払年金費用 2,843 3,108 

繰延税金資産 198 198 

その他 1,412 1,364 

貸倒引当金 △248 △235 

投資その他の資産合計 17,167 18,516 

固定資産合計 45,553 47,342 

資産合計 62,409 64,500 
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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 222 246 

未払費用 2,651 3,070 

未払法人税等 174 375 

引当金 138 185 

その他 1,582 1,711 

流動負債合計 4,769 5,589 

固定負債 

引当金 965 1,007 

繰延税金負債 2,298 2,739 

長期預り保証金 8,538 8,530 

その他 647 684 

固定負債合計 12,450 12,963 

負債合計 17,219 18,552 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,320 1,320 

資本剰余金 654 654 

利益剰余金 41,481 41,656 

自己株式 △349 △348 

株主資本合計 43,106 43,281 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,403 1,996 

評価・換算差額等合計 1,403 1,996 

少数株主持分 678 669 

純資産合計 45,189 45,947 

負債純資産合計 62,409 64,500 
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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 18,078 

売上原価 10,769 

売上総利益 7,308 

販売費及び一般管理費 6,964 

営業利益 343 

営業外収益 

受取利息 17 

受取配当金 101 

その他 51 

営業外収益合計 169 

営業外費用 

支払利息 46 

固定資産除却損 2 

貸倒引当金繰入額 11 

その他 0 

営業外費用合計 60 

経常利益 452 

特別利益 

投資有価証券売却益 0 

貸倒引当金戻入額 0 

特別利益合計 0 

特別損失 

投資有価証券評価損 2 

会員権評価損 1 

固定資産除却損 11 

貸倒引当金繰入額 2 

番組中止損失 82 

特別損失合計 99 

税金等調整前四半期純利益 353 

法人税等 180 

少数株主利益 21 

四半期純利益 151 
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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 353 

減価償却費 1,603 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 

引当金の増減額（△は減少） △90 

受取利息及び受取配当金 △118 

支払利息 46 

固定資産除却損 14 

投資有価証券売却損益（△は益） △0 

投資有価証券評価損益（△は益） 2 

会員権評価損 1 

売上債権の増減額（△は増加） 773 

たな卸資産の増減額（△は増加） △42 

仕入債務の増減額（△は減少） △23 

未払消費税等の増減額（△は減少） △29 

その他の資産の増減額（△は増加） 225 

その他の負債の増減額（△は減少） △508 

小計 2,221 

利息及び配当金の受取額 118 

法人税等の支払額 △374 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,965 

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 △238 

定期預金の払戻による収入 287 

有価証券の取得による支出 △150 

有価証券の償還による収入 30 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,234 

投資有価証券の取得による支出 △1 

投資有価証券の売却による収入 105 

その他の支出 △35 

その他の収入 30 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,207 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

預り保証金の預りによる収入 50 

預り保証金の返還による支出 △85 

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △325 

少数株主への配当金の支払額 △12 

財務活動によるキャッシュ・フロー △373 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 384 

現金及び現金同等物の期首残高 7,244 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,628 

中部日本放送㈱ (9402) 平成21年３月期　第２四半期決算短信

－9－



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。 

 なお、当第２四半期から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期

連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

    該当事項はありません。 

  

【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) 

 
  

    該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

放送関連 
(百万円)

不動産賃貸
(百万円)

その他
(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

16,055 1,286 736 18,078 ― 18,078

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

64 93 347 505 (505) ―

計 16,119 1,380 1,084 18,583 (505) 18,078

営業利益(又は営業損失(△)) △317 608 52 343 0 343

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

中部日本放送㈱ (9402) 平成21年３月期　第２四半期決算短信

－10－



(1)前中間連結損益計算書 
  

 
  

「参考資料」

1. 前中間期に係る財務諸表等

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)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 19,397 100.0

Ⅱ 売上原価 10,897 56.2

   売上総利益 8,500 43.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,924 35.7

   営業利益 1,576 8.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 10

 ２ 受取配当金 97

 ３ 有価証券売却益 0

 ４ 雑収入 40 149 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 44

 ２ 固定資産除却損 5

 ３ 貸倒引当金繰入額 5

 ４ 雑損失 5 60 0.3

   経常利益 1,664 8.6

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 0

 ２ 貸倒引当金戻入益 3 4 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 0

 ２ 固定資産除却損 29

 ３ 減損損失 1 31 0.2

   税金等調整前中間純利益 1,637 8.4

   法人税、住民税及び事業税 554

   法人税等調整額 178 732 3.8

   少数株主利益 22 0.1

    中間純利益 881 4.5
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(2)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

   税金等調整前中間純利益 1,637

   減価償却費 1,620

   減損損失 1

   貸倒引当金の増加額 1

   役員賞与引当金の減少額 △43

   退職給付引当金の増加額 8

   役員退職慰労引当金の減少額 △58

   永年勤続表彰引当金の増加額 2

   受取利息及び受取配当金 △108

   支払利息 44

   固定資産除却損 35

   有価証券売却益 △0

   投資有価証券売却益 △0

   投資有価証券評価損 0

   売上債権の減少額 371

   たな卸資産の増加額 △0

   仕入債務の増加額 24

   未払消費税等の減少額 △44

   その他資産の増加額 △389

   その他負債の減少額 △501

小計 2,602

   利息及び配当金の受取額 119

   法人税等の支払額 △1,043

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,678

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金への預入による支出 △830

   定期預金の払戻しによる収入 464

   有価証券の売却による収入 42

   有形・無形固定資産の取得による支出 △3,187

   有形・無形固定資産の売却による収入 1

   投資有価証券の取得による支出 △2,109

   投資有価証券の売却による収入 2

   長期貸付金の回収による収入 5

   保証金等その他投資の取得による支出 △5

   保証金等その他投資の売却による収入 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,599

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

   預り保証金の預りによる収入 66

   預り保証金の返還による支出 △88

   自己株式の取得による支出 △0

   配当金の支払額 △325

   少数株主に対する配当金の支払額 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △362

Ⅳ  現金及び現金同等物の減少額 △4,283

Ⅴ  現金及び現金同等物の期首残高 10,152

Ⅵ  現金及び現金同等物の中間期末残高 5,868
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(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） 

 
   

放送関連
(百万円)

不動産賃貸
(百万円)

その他
(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 17,436 1,203 756 19,397 ― 19,397

  （２）セグメント間の内部売上高
     又は振替高

38 90 382 511 (511) ―

計 17,475 1,294 1,138 19,908 (511) 19,397

 営業利益 945 558 72 1,575 0 1,576
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※四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

  

   

 
  

   

   
  

(3)個別売上高(累計)の内訳 

2. 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）

 (1) 個別経営成績(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 16,008 ― 183 ― 311 ― 106 ―

20年３月期第２四半期 17,250 △2.7 1,360 △17.4 1,481 △16.3 811 △17.0

 (2) 個別財政状態

総資産 純資産

百万円 百万円

21年３月期第２四半期 53,696 41,979

  20年３月期 55,801 42,791

（単位：百万円、％）

 前第２四半期
（平成20年３月期 
  第２四半期）

当四半期
（平成21年３月期 
   第２四半期）

増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ収入 1,885 1,765 △120 △6.4

  放送収入 1,575 1,444 △130 △8.3

    タイム収入 830 802 △27 △3.3

    スポット収入 744 641 △103 △13.8

  制作収入 275 278 2 0.9

  番組販売収入 34 42 8 23.4

テレビ収入 13,399 12,292 △1,107 △8.3

  放送収入 11,777 10,766 △1,011 △8.6

    タイム収入 3,036 2,843 △192 △6.3

    スポット収入 8,741 7,922 △818 △9.4

  制作収入 1,427 1,345 △81 △5.7

  雑収入 194 180 △14 △7.3

その他収入 1,965 1,950 △15 △0.8

合計 17,250 16,008 △1,242 △7.2
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