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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 34,180 ― 3,640 ― 3,395 ― 558 ―

20年3月期第2四半期 34,806 11.0 1,376 6.4 1,579 8.8 610 167.1

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 12.24 ―

20年3月期第2四半期 13.40 13.38

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 107,774 51,724 47.7 1,124.91
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2四半期  51,373百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 74,671 △1.5 8,225 38.0 7,955 28.4 2,591 0.1 56.76

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 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  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2四半期  1,066,346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2四半期  45,655,179株 20年3月期第2四半期  45,539,809株
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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２四半期における我が国経済は、米国を中心とする金融市場の混乱や資源価格の高騰と輸出の鈍化を背景に景況感

が悪化しました。 

 このような状況下、当社グループは積極的な営業活動と費用の効率化を図ってまいりました。その結果、平成20年11月

12日に発表した「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載しましたとおり、営業利益、経常利益及び純利益は期初予想

を上回りました。 

 当第２四半期における当社グループの業績は、売上高34,180百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益3,640百万円（前

年同期比164.4％増）、経常利益3,395百万円（前年同期比115.0％増）となりました。一方、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」の適用に伴うたな卸資産評価損2,539百万円を含む特別損失を3,268百万円計上したため、四半期純利益は558

百万円（前年同期比8.5％減）となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

（１）制作関連事業 

 制作関連事業の売上高は、前年同期に比べ3.3％増の22,613百万円となり、営業利益は前年同期に比べ2.1％減の

3,859百万円となりました。セールスプロモーション部門、海外プロダクション部門は堅調でしたが、ＣＭ制作部門の

売上高は前年同期を若干下回り推移しました。ポストプロダクション部門はテレビ番組等の受注増、ＣＧ制作の受注増

により売上高が増加しました。しかし、設備のＨＤ化投資の負担増等により減益となりました。 

（２）衛星放送関連事業 

 衛星放送関連事業の売上高は、前年同期に比べ9.7％増の4,984百万円となり、営業利益は前年同期に比べ37.8％増の

1,318百万円となりました。ＨＤ化の投資や編成強化のための費用増の影響はあったものの、チャンネル向けコンテン

ツ制作業務、販売業務等が増益となり、営業利益増となりました。 

（３）映像関連事業 

 映像関連事業の売上高は、前年同期に比べ28.5％減の4,164百万円となり、営業損失は502百万円（前年同期は2,582 

百万円の損失）となりました。テレビ放映権販売は、前年同期に比べ大型作品の販売が少なかったため減収となりまし

たが、放映権償却額が減少し、営業損失は大幅に減少いたしました。ライツ事業も償却を伴う新規作品が前年に比して

少なく減収となりましたが、営業損失は改善しました。日本語版制作その他は、堅調に推移し増収、増益となりまし

た。 

（４）物販事業 

 物販事業の売上高は、前年同期に比べ1.5％増の3,837百万円となり、営業利益は前年同期に比べ59.7％減の60百万円

となりました。スーパー事業、ＤＶＤプリント業務、業務用ハード販売で売上を伸ばしましたが、利益面においてはス

ーパー事業の原価率が高まったこと、インテリア事業の売上が減少し、利益額が大幅に減少いたしました。 

（５）その他事業 

   教育事業等の売上高は、前年同期に比べ4.1％増の148百万円となり、営業利益は前年同期に比べ53.0％増の46百万円

となりました。生徒数が増加し、費用の効率化に努め、増収増益となりました。 

（注）上記事業の種類別セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んだ金額を記載しております。 

 なお、当連結会計年度より会計基準が変更されているため、前期の金額および前年同期比は参考として記載しておりま

す。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末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、前連結会計年度末

に比べ6,360百万円減少し26,676百万円となりました。 

 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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、2,258百万円となりました。これは法人税等の支払2,145百万円及び仕入債務の

減少1,138百万円等で資金は減少しましたが、売上債権の減少5,184百万円等で資金が増加した結果であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、△2,731百万円となりました。これは定期預金の払戻による収入2,808百万円等

で資金は増加しましたが、定期預金の預入による支出2,961百万円、貸付けによる支出1,483百万円、投資有価証券の取得

による支出777百万円及び有形固定資産の取得による支出523百万円等で資金が減少した結果であります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、△5,888百万円となりました。これは、短期借入れによる収入50,336百万円等

で資金は増加しましたが、短期借入金の返済による支出55,628百万円、配当金の支払638百万円等で資金が減少した結果

であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の通期見通しにつきましては、景気減速懸念から広告市場を取り巻く環境も厳しさを増すものと予想さ

れます。制作関連事業においてＣＭ制作部門、セールスプロモーション部門及びポストプロダクション部門のＣＭ受注へ

の影響を考慮し、第３、４四半期の業績は期初予想を下回るものと予想します。また、映像関連事業において作品の販売

状況、収入の進捗状況を勘案し、今後の予想を見直して通期の業績予想を修正いたします。 

  

（通期）                                         （単位：百万円） 

  

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 

  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。 

（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 当連結会計年度から「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。 

 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から「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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ485,781千円減少し、税金等調整

前四半期純利益は、3,025,085千円減少しています。 

 なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。  

 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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってい

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（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

降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適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 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の方法については、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おります。 

 この変更による損益に与える影響額は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

 ④ 第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（Ａ） 77,709 8,294 8,080 2,695

 今回発表予想（Ｂ） 74,671 8,225 7,955 2,591

 増減額（Ｂ－Ａ） △3,038 △68 △124 △103

 増減率（％） △3.9 △0.8 △1.5 △3.8

（ご参考） 

  前期(平成20年３月期）通期実績 
75,780 5,959 6,197 2,589
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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：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 29,591,371 36,478,339

受取手形及び売掛金 24,258,311 29,442,875

有価証券 480,224 －

映像使用権 16,864,562 16,238,385

仕掛品 3,465,280 3,384,520

その他のたな卸資産 482,024 446,883

その他 3,503,158 2,216,104

貸倒引当金 △75,043 △79,068

流動資産合計 78,569,889 88,128,040

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,277,048 12,806,734

その他（純額） 6,473,565 6,139,409

有形固定資産合計 19,750,614 18,946,144

無形固定資産 272,151 270,896

投資その他の資産   

投資有価証券 5,687,002 5,975,545

その他 5,595,422 4,306,144

貸倒引当金 △2,092,666 △1,806,596

投資損失引当金 △7,999 △7,999

投資その他の資産合計 9,181,758 8,467,093

固定資産合計 29,204,523 27,684,134

資産合計 107,774,413 115,812,175

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,183,753 21,322,070

短期借入金 26,820,000 31,611,624

未払法人税等 723,399 1,888,652

賞与引当金 785,090 803,879

その他 3,232,752 2,752,100

流動負債合計 51,744,996 58,378,327

固定負債   

長期借入金 511,711 1,011,711

退職給付引当金 921,276 991,685

役員退職慰労引当金 2,377,989 2,322,635

持分法適用による負債 7,332 990,827

その他 486,706 29,206

固定負債合計 4,305,016 5,346,066
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（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) 

負債合計 56,050,012 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 47,361,014 47,464,373

自己株式 △1,263,811 △1,347,573

株主資本合計 52,314,238 52,333,834

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △346,907 △210,242

繰延ヘッジ損益 － △98,652

為替換算調整勘定 △593,992 △226,012

評価・換算差額等合計 △940,899 △534,907

少数株主持分 351,062 288,854

純資産合計 51,724,400 52,087,781

負債純資産合計 107,774,413 115,812,175
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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：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 34,180,423

売上原価 25,543,249

売上総利益 8,637,174

販売費及び一般管理費 4,996,293

営業利益 3,640,880

営業外収益  

受取利息 151,666

受取配当金 43,968

経営指導料 64,275

その他 69,332

営業外収益合計 329,242

営業外費用  

支払利息 255,226

持分法による投資損失 161,080

シンジケートローン手数料 150,000

その他 8,141

営業外費用合計 574,448

経常利益 3,395,674

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 1,472

投資有価証券売却損 363,781

貸倒引当金繰入額 287,012

その他 77,023

特別損失合計 3,268,594

税金等調整前四半期純利益 128,888

法人税等 △492,214

少数株主利益 62,207

四半期純利益 558,894
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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 128,888

減価償却費 261,891

のれん償却額 16,511

貸倒引当金の増減額（△は減少） 282,046

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,788

退職給付引当金の増減額（△は減少） △70,408

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 55,353

受取利息及び受取配当金 △195,634

為替差損益（△は益） △95,594

支払利息 255,226

持分法による投資損益（△は益） 161,080

投資有価証券売却損益（△は益） 363,781

売上債権の増減額（△は増加） 5,184,209

映像使用権の増減額（△は増加） △626,176

仕掛品の増減額（△は増加） △96,613

その他のたな卸資産の増減額（△増加） △35,141

繰延消費税等の増減額（△は増加） △207,665

前渡金の増減額（△は増加） △203,933

仕入債務の増減額（△は減少） △1,138,317

未払金の増減額（△は減少） △57,612

未払消費税等の増減額（△は減少） △127,821

前受金の増減額（△は減少） 584,636

その他 8,794

小計 4,428,713

利息及び配当金の受取額 218,803

利息の支払額 △242,909

法人税等の支払額 △2,145,685

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,258,923

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 △2,961,569

定期預金の払戻による収入 2,808,842

有形固定資産の取得による支出 △523,928

有形固定資産の売却による収入 5,816

無形固定資産の取得による支出 △61,590

投資有価証券の取得による支出 △777,329

投資有価証券の売却による収入 314,096

貸付けによる支出 △1,483,762

貸付金の回収による収入 5,000

その他 △56,845
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（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 △2,731,271

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 50,336,650

短期借入金の返済による支出 △55,628,274

リース債務の返済による支出 △17,947

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 △23,708

配当金の支払額 △638,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,888,274

現金及び現金同等物に係る換算差額 △187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,360,810

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 26,676,791
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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。 

（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）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．事業区分の方法 

販売市場及び販売品目の類似性に基づいて区分しております。 

２．各事業の主な内容 

(1）制作関連事業   ＣＭ、テレビ番組及び映画制作、販売促進物の制作及びイベント・展示会等の設計・

         施工等、ポストプロダクション業務等 

(2）衛星放送関連事業 ＣＳ・ＢＳチャンネルの運営、映像コンテンツの制作・販売、衛星放送関連業務の受

託等     

(3）映像関連事業   映像コンテンツの仕入、販売及び編集、劇場公開作品配給、映像コンテンツへの共同

         出資、版権事業等 

(4）物販事業     スーパーマーケットの運営、映像用テープの販売等 

(5）その他事業    教育事業等 

３．会計処理の方法の変更  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  第１四半期連結会計期間から「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累

計期間の営業利益が制作関連事業で8,719千円、映像関連事業で477,062千円それぞれ減少しております。 

（リース取引に関する会計基準等） 

  第１四半期連結会計期間から「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）)を適用しております。これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益に与える影響

額は軽微であります。 

〔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〕 

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） 

 海外売上高の合計は、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ております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

  
制作関連事
業（千円） 

衛星放送関連

事業（千円） 

映像関連事
業（千円） 

物販事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
22,049,380 4,784,651 3,884,355 3,349,647 112,388 34,180,423 ― 34,180,423 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
564,156 200,186 279,973 487,576 36,021 1,567,915 (1,567,915) ― 

計 22,613,536 4,984,837 4,164,329 3,837,224 148,410 35,748,338 (1,567,915) 34,180,423 

営業利益（△損失） 3,859,563 1,318,891 △502,379 60,516 46,990 4,783,581 (1,142,700) 3,640,880 
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「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） 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 34,806,521 100.0

Ⅱ 売上原価   28,556,968 82.0

売上総利益 6,249,552 18.0

Ⅲ  販売費及び一般管理費 4,872,747 14.0

営業利益 1,376,805 4.0

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息 219,359

２ 受取配当金 33,193

３ 持分法による投資利益 66,139

４ 受取家賃 29,477

５ 経営指導料 62,614

６ 受取生命保険金 634

７ 為替差益 48,818

８ その他 22,665 482,902 1.3

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 270,278

２ その他 10,339 280,618 0.8

経常利益 1,579,089 4.5

Ⅵ 特別利益 

    固定資産売却益 2 2 0.0

Ⅶ 特別損失 

１  固定資産売却損 7,803

２  投資有価証券評価損 3,097

３  貸倒引当金繰入額 192,048

４  役員退職慰労引当金 
繰入額  36,382

５  社屋移転費用  13,005

６  その他 5,822 258,159 0.7

税金等調整前中間 
(当期)純利益 1,320,932 3.8

法人税、住民税 
及び事業税 755,524

法人税等調整額 △74,478 681,045 1.9

少数株主利益 29,342 0.1

中間(当期)純利益 610,543 1.8
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（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） 

区分 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 1,320,932

減価償却費 254,233

のれん償却額 16,511

貸倒引当金の増加額 159,848

賞与引当金の増加額 31,404

退職給付引当金の減少額 △174,555

役員退職慰労引当金の増加額 42,230

受取利息及び受取配当金 △252,552

為替差損 107,484

支払利息 270,278

持分法による投資利益 △66,139

投資有価証券売却損 1,920

投資有価証券評価損 3,097

社屋移転費用 13,005

売上債権の減少額 4,286,374

映像使用権の減少額 1,957,908

その他のたな卸資産の増加額 △922,118

前渡金の減少額 386,235

仕入債務の減少額 △4,207,694

未払消費税等の増加額 98,496

前受金の減少額 △376,139

預り金の減少額 △202,493

その他 106,411

小計 2,854,680

利息及び配当金の受取額 252,962

利息の支払額 △264,125

社屋移転費用の支払額 △209,068

法人税等の支払額 △1,658,220

営業活動によるキャッシュ・フロー 976,229
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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（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金預入による支出 △3,370,853

定期預金払戻による収入 3,524,301

有形固定資産の取得による支出 △104,380

有形固定資産の売却による収入 6,203

無形固定資産の取得による支出 △31,404

投資有価証券の取得による支出 △434,310

投資有価証券の売却による収入 431,202

貸付けによる支出  △232,500

貸付金の回収による収入 60

その他投資活動による支出 △57,491

その他投資活動による収入 50,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,656

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 51,651,624

短期借入金の返済による支出 △49,601,624

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △500,000

 自己株式の処分による収入 8,695

自己株式の取得による支出 △21

配当金の支払額 △455,367

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,603,305

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △64,506

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 2,296,371

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 28,431,728

Ⅶ 新規連結に伴う現金同等物の増加額 51,000

 Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高 30,779,100
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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） 

 （注）１ 事業区分の方法 

販売市場及び販売品目の類似性に基づいて区分しております。 

  

２ 各事業の主な内容 

(1）制作関連事業   ＣＭ、テレビ番組及び映画制作、販売促進物の制作及びイベント・展示会等の設・ 

         施工等、ポストプロダクション業務等 

(2）衛星放送関連事業 ＣＳ・ＢＳチャンネルの運営、映像コンテンツの制作・販売、衛星放送関連業務の受

託等 

当中間連結会計年度から事業内容をより明確化するため、「衛星関連事業」を「衛星

放送関連事業」に名称変更しております。この名称変更に伴う事業内容及び組織等の

変更はありません。            

(3）映像関連事業   映像コンテンツの仕入、販売及び編集、劇場公開作品配給、映像コンテンツへの共  

同出資、版権事業等 

(4）物販事業     スーパーマーケットの運営、映像用テープの販売等 

(5）その他事業    教育事業等 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18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〕 

 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） 

 海外売上高の合計は、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ております。 

  
制作関連事
業（千円） 

衛星放送関連

事業（千円） 

映像関連事
業（千円） 

物販事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
21,393,760 4,385,437 5,609,027 3,307,904 110,391 34,806,521 ― 34,806,521 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
504,132 159,535 215,503 470,837 32,168 1,382,177 (1,382,177) ― 

計 21,897,893 4,544,973 5,824,530 3,778,742 142,560 36,188,699 (1,382,177) 34,806,521 

営業費用 17,955,812 3,587,650 8,407,281 3,628,718 111,842 33,691,304 (261,589) 33,429,715 

営業利益（△損失） 3,942,081 957,322 △2,582,750 150,023 30,717 2,497,394 (1,120,588) 1,376,805 
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