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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,830 ― 551 ― 575 ― 323 ―

20年3月期第3四半期 9,801 28.0 552 13.1 565 21.7 283 15.2

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3四半期 3,023.70 ―

20年3月期第3四半期 2,648.36 ―

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3四半期 7,666 4,289 55.3 39,623.81
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3四半期  4,236百万円 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．その他をご覧ください。  

(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．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「平成21年3月第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3四半期 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3四半期 ―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3四半期 106,908株 20年3月期第3四半期 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３四半期連結累計期間(９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を背景として、企業業績の悪化による設備投資の減少及び、実質所得

の低下や金融資産の目減り、雇用環境悪化等の影響による個人消費の鈍化などにより、景気後退色は一段と強ま

っております。当社グループの属するＣＳ放送業界につきましては、「スカパー！(124/128°CS放送)」経由の加

入者が減少傾向にある中で、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いることから、「スカパ

ー！ｅ２(110°ＣＳ放送)」の契約者は順調に増加しております。また、デジタル化が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も堅調に増加しております。 

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791万９千世帯

（平成20年12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、ケーブルテレビ局やブロードバンド系プラットフォーム、「スカパー！ｅ２」経由の加

入者は堅調に推移しており、番組販売売上は前年同期比増加いたしました。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。当社連結子会社のバウンディ㈱におきま

しては、ＣＤ・ＤＶＤのパッケージ売上が第２四半期後半より減少傾向にありますが、市場の拡大にともない、

音楽配信売上は堅調に伸びました。また、平成19年11月に連結子会社化した㈱ブルース・インタ―アクションズ

で発売したアルバムＣＤの一つがヒットしたことや、㈱セップの音楽映像制作において大型案件を受注したこと

などが当社連結業績に大きく貢献いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,830,444千円と前第３四半期連結累計期間と比べ1,028,871

千円増(前年同期比10.5％増)となりました。 

利益につきましては、上述のアルバムＣＤのヒットや音楽映像制作の大型案件受注、イベント収益の増加など

が役務利用放送売上及び広告営業売上の減少を補う結果となり、営業利益は551,715千円と前第３四半期連結累計

期間と比べ861千円減(前年同期比0.2％減)となりました。経常利益につきましては、575,715千円と前第３四半期

連結累計期間と比べ10,415千円増(前年同期比1.8％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、当第３四半期連結累計期間の純利益は、323,257千円と前第３四半期連結累計期間

と比べ40,126千円増(前年同期比14.2％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、1,448,203千円と前第３四半期連結累計期間と

比べ174,797千円減（前年同期比10.8％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、1,702,428千円と同190,740千円増（同12.6％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、660,319千円と同240,806千円減（同

26.7％減）となりました。 

④ 制作売上 ：映像制作において大型案件の受注があったことにより、1,365,824千円と同147,964千

円増（同12.1%増）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音楽配信売上

は堅調に伸びていること、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等により、4,298,419千円と同

709,967千円増（同19.8%増）となりました。 

⑥ その他売上 ：当社主催のイベント売上が増加したことや、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

などにより1,355,248千円と同395,802千円増（同41.3%増）となりました。 



当第３四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、893,851千円

の獲得となり、資金の四半期末残高は、2,987,308千円となりました。これは、営業活動により731,417千円、投

資活動により305,868千円獲得した資金を、財務活動により143,599千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、731,417千円（前第３四半期連結累計期間は712,257千円の獲得）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670,782千円、無形固定資産償却費により115,160千円、そ

の他流動負債の増加により157,390千円獲得した一方で、法人税等の支払により144,180千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、305,868千円（前第３四半期連結累計期間は503,636千円の使用）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、保険積立金の払戻により162,962千円獲得した一方

で、無形固定資産の取得により111,269千円、有形固定資産の取得により54,291千円、敷金及び保証金の差入れに

より10,832千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、143,599千円（前第３四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、配当金の支払により133,635千円、リース債務の返済により9,964千円使用したことによるものであ

ります。 

  

 売上高につきましては概ね予想通り推移しております。利益につきましては、当第３四半期連結累計期間におい

て、平成20年10月16日に発表いたしました平成21年３月期の利益予想を超えておりますが、第4四半期連結会計期間

における広告営業の弱含み及び音楽ソフト市場の冷え込みによる音楽流通売上の減少見込みなどを反映し、前回発表

いたしました業績予想を変更しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

    

  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３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、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。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

  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。 

   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３四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637千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３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 2,309,344 1,760,549 

受取手形及び売掛金 1,752,582 1,780,809 

商品 255,107 208,335 

製品 8,765 1,950 

仕掛品 137,912 84,741 

貯蔵品 3,625 811 

関係会社預け金 702,669 401,742 

繰延税金資産 282,826 199,083 

その他 476,943 389,224 

貸倒引当金 △168,824 △156,778 

流動資産合計 5,760,952 4,670,469 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 601,628 554,484 

機械装置及び運搬具 110,764 103,978 

工具、器具及び備品 375,886 372,750 

土地 198,780 198,780 

建設仮勘定 － 29,483 

減価償却累計額 △565,095 △618,077 

有形固定資産合計 721,963 641,400 

無形固定資産   

のれん 296,042 359,199 

ソフトウエア 214,481 209,228 

その他 91,339 73,738 

無形固定資産合計 601,863 642,166 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,594 256,378 

長期前払費用 － 1,292 

敷金及び保証金 223,661 214,524 

保険積立金 － 79,390 

繰延税金資産 272,535 404,292 

その他 86,750 104,257 

貸倒引当金 △8,702 △29,909 

投資その他の資産合計 581,840 1,030,225 

固定資産合計 1,905,667 2,313,792 

資産合計 7,666,620 6,984,261 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 1,213,481 1,304,284 

短期借入金 100,000 100,000 

未払金 200,976 215,207 

預り金 621,972 566,638 

リース債務 22,221 － 

未払法人税等 216,482 － 

賞与引当金 117,676 83,122 

役員賞与引当金 39,484 13,616 

返品調整引当金 107,403 89,471 

売上割戻引当金 3,124 3,431 

その他 199,055 124,420 

流動負債合計 2,841,879 2,500,193 

固定負債   

退職給付引当金 310,746 272,010 

役員退職慰労引当金 115,189 97,900 

リース債務 101,470 － 

その他 7,842 7,122 

固定負債合計 535,249 377,033 

負債合計 3,377,129 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 1,603,170 1,413,548 

株主資本合計 4,238,288 4,048,666 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,187 △3,285 

評価・換算差額等合計 △2,187 △3,285 

少数株主持分 53,389 61,653 

純資産合計 4,289,491 4,107,034 

負債純資産合計 7,666,620 6,984,261 



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,830,444 

売上原価 8,236,150 

売上総利益 2,594,293 

返品調整引当金繰入額 17,932 

差引売上総利益 2,576,361 

販売費及び一般管理費 2,024,645 

営業利益 551,715 

営業外収益  

受取利息 2,819 

受取配当金 6,946 

違約金収入 4,321 

その他 14,547 

営業外収益合計 28,634 

営業外費用  

支払利息 2,469 

その他 2,166 

営業外費用合計 4,635 

経常利益 575,715 

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 721 

固定資産除却損 15,449 

特別損失合計 19,917 

税金等調整前四半期純利益 670,782 

法人税、住民税及び事業税 308,539 

法人税等調整額 47,250 

法人税等合計 355,789 

少数株主損失（△） △8,264 

四半期純利益 323,257 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31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 670,782 

減価償却費 79,617 

無形固定資産償却費 115,160 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,045 

のれん償却額 63,157 

受取利息及び受取配当金 △9,766 

出資金償却 1,815 

支払利息 2,469 

有形固定資産除売却損益（△は益） 15,228 

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） 721 

保険満期返戻金 △83,572 

長期前払費用償却額 1,292 

売上債権の増減額（△は増加） 26,440 

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,572 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △124,669 

仕入債務の増減額（△は減少） △90,802 

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,554 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 25,867 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 157,390 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,736 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,289 

その他 554 

小計 818,065 

利息及び配当金の受取額 9,766 

利息の支払額 △2,084 

法人税等の還付額 49,849 

法人税等の支払額 △144,180 

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,417 



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

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 △10,066 

定期預金の払戻による収入 54,196 

有形固定資産の取得による支出 △54,291 

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 △111,269 

出資金の払込による支出 △4,725 

出資金の回収による収入 479 

貸付けによる支出 △5,000 

貸付金の回収による収入 5,870 

敷金及び保証金の差入による支出 △10,832 

敷金及び保証金の回収による収入 2,442 

保険積立金の払戻による収入 162,962 

その他 △500 

投資活動によるキャッシュ・フロー 305,868 

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 △9,964 

配当金の支払額 △133,635 

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,599 

現金及び現金同等物に係る換算差額 165 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 893,851 

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 2,987,308 



 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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)前弟３四半期連結損益計算書 

                   （単位：千円） 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年4月１日 

  至 平成19年12月31日） 
科目 

金 額 

Ⅰ 売上高 9,801,572

Ⅱ 売上原価 7,648,964

   売上総利益 2,152,608

   返品調整引当金繰入額 2,081

   差引売上総利益 2,150,527

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,597,950

   営業利益 552,576

Ⅳ 営業外収益 

 1．受取利息 2,893

 2．受取配当金 28,432

 3．受取手数料 202

 4．その他 8,355

 営業外収益合計 39,883

Ⅴ 営業外費用 

 1．支払利息 1,060

 2．持分法による投資損失 25,194

 3．その他 906

 営業外費用合計 27,161

   経常利益 565,299

Ⅵ 特別利益 

 1．固定資産売却益 571

 2．投資有価証券売却益 160

 3．貸倒引当金戻入益 521

 特別利益合計 1,253

Ⅶ 特別損失 

 1．固定資産除却損 216

 2．投資有価証券売却損 475

 3．投資有価証券評価損 17,482

 4．その他 1,069

 特別損失合計 19,244

 税金等調整前四半期（当期）

純利益 
547,307

 法人税、住民税及び事業税 185,652

 法人税等調整額 76,007

 法人税等合計 261,659

 少数株主利益又は少数株主

損失(△) 
2,517

 四半期（当期）純利益 283,130

 

 



  

 

 

  （2）前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                      （単位：千円） 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年4月１日 

  至 平成19年12月31日）
科目 

金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前四半期（当期）純利益 547,307

   減価償却費 61,227

   無形固定資産償却 80,576

   のれん償却額 21,477

   貸倒引当金の増減額 △4,306

   受取利息及び受取配当金 △31,325

   支払利息 1,060

   持分法による投資損失 25,194

   有形固定資産売却益 △571

   有形固定資産除売却損 216

   投資有価証券売却益 △160

   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 340,537

   たな卸資産の増減額 △117,361

   その他流動資産の増減額 △102,472

   仕入債務の増減額 △88,503

   その他流動負債の増減額 292,518

   賞与引当金の増減額 △50,996

   役員賞与引当金の増減額 △14,157

   退職給付引当金の増減額 30,463

   役員退職慰労引当金の増減額 9,535

   その他 6,676

   小計 1,024,894

   利息及び配当金の受取額 31,325

   利息の支払額 △1,060

   法人税等の支払額 △342,901

   営業活動によるキャッシュ・フロー 712,257

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年4月１日 

  至 平成19年12月31日）
科目 

金 額 

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 △140,889

   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 9,080

   投資有価証券の払戻による収入 5,701

   連結範囲変更を伴う子会社株式取得による

支出 
△419,549

   無形固定資産の取得による支出 △65,052

   出資金の払込による支出 △1,890

   出資金の返還による収入 96,704

   貸付金の回収による収入 9,147

   敷金保証金の払込による支出 △452

   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 △503,636

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 74,986

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四半期末（期末）残高 1,933,064
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