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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 280,597 ― 19,499 ― 21,662 ― 5,379 ―

20年3月期第3四半期 237,646 △1.0 18,858 △10.6 21,590 △2.3 19,285 52.6

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 28.31 28.31
20年3月期第3四半期 101.52 101.40

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 567,083 348,197 59.4 1,773.51
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3四半期  337,004百万円 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  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 370,000 17.4 16,500 △20.0 18,000 △22.0 3,000 △84.2 15.79

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．その他をご覧下さい。  

(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．平成20年11月４日に公表しました連結及び個別の業績予想は、本資料において修正しています。 
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。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、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、５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及び本日（平成21年２月４日）公表の「業績予想の修正に関するお知
らせ」をご覧下さい。 
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。  

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3四半期  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3四半期  414,361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3四半期  190,018,526株 20年3月期第3四半期  189,956,205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 2,000 △88.4 10 50

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 



  当第３四半期連結累計期間においては国内外の景気の悪化が進んで、輸出産業のみならず広範な業種にわたって企業

収益は大幅に減少し、雇用情勢も急激に深刻化しました。また、個人消費も上向く材料に乏しく、不況への懸念が強ま

りました。 

 テレビ・ラジオの広告市場へのこうした影響も顕著となり、各企業における宣伝広告費の大幅な削減が第２四半期連

結累計期間に増して随所に現れるようになりました。当社のテレビ部門につきましても、ミニ番組枠の新設によるネッ

トタイムセールスや深夜単発ドラマのローカルタイムセールス等での増収はあったものの、レギュラー番組のタイム収

入の減少やスポット出稿の大幅な落ち込みを埋めるまでには至らず、当第３四半期連結累計期間の当社のテレビ部門の

営業収入は 1,673億２千２百万円、前年同期比△6.9％の減収となりました。 

 ラジオの営業も、プロ野球のクライマックスシリーズや日本シリーズ、年末特番のセールスでは、ほぼ前年並みの成

績を収めましたが、レギュラー番組のタイム収入の減少やスポット出稿の縮小に加えて、ネット局を網羅してスポット

ＣＭを放送するネットスポットのセールスの不振等により、当第３四半期連結累計期間のラジオ部門の営業収入は、

103億１千４百万円、前年同期比△9.9％の減収となりました。 

 このような厳しい企業環境の中にあって、当社及び当社グループは、当第３四半期連結会計期間におきましても、番

組連動や「赤坂サカス」等のイベント活用を通じて、事業収入や営業開発収入の積み上げに努めました。また、第２四

半期連結会計期間から新規連結を開始したスタイリングライフグループ各社の小売・ショッピング事業等の新たな収益

源を放送に付加・連動して、当社グループが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、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は2,805億９千７百万円となり、前年同期比

18.1％の増収となりました。また、同営業利益は194億９千９百万円、同経常利益は216億６千２百万円となり、前年同

期との比較では、それぞれ、3.4％、0.3％の増益となりました。 

 放送事業収入のうち、当第３四半期連結累計期間のテレビ部門のタイムセールスは、当社事業局主催の「フェルメー

ル展」に連動した「第一生命スペシャル世界芸術ミステリー フェルメールの暗号」の放送や、22時台のネットミニ番

組枠の増設による収入が貢献したものの、レギュラー番組のタイム収入が減少したことや、今期は前年のような大型の

単発セールスがなかったことなどから、売上高は921億１百万円となり、前年同期比△4.8％の減収でした。スポットセ

ールスについては、前年同期比△10.6％（東京地区スポット投下量は前年同期比△10.3％）と落ち込み、在京キー５局

シェアについても0.1ポイント減の21.3％となりました。業種別売上高を見ますと、「エンタテインメント・趣味」分

野が前年を上回りましたが、「金融」「外食・サービス」「流通」分野が前年同期比の70％台に止まる等、各業種とも

落ち込んでいます。 

 テレビの視聴率は、当第３四半期連結累計期間において、ゴールデンタイムが11.2％（６局中４位）、プライムタイ

ムが11.1％（同５位）、全日帯7.4％（同４位）と依然厳しい状況が続いています。しかしながら、番組の中には視聴

者から支持を得たものも多く、東野圭吾氏の原作を宮藤官九郎氏が脚本化した金曜ドラマ「流星の絆」は、最終回

22.6％という記録的なヒットとなりました。その他についても、日曜劇場「ＳＣＡＮＤＡＬ」、土曜20時台ドラマの

「ブラッディ・マンデイ」等が好評でした。 

 単発特番では、「あの戦争は何だったのか 日米開戦と東条英機」を報道局・制作局の共同制作で放送して話題とな

りました。バラエティ部門では、レギュラー番組の「関口宏の東京フレンドパークⅡ」「ぴったんこカン・カン」が

15％前後で安定し、「リンカーン」「ザ・イロモネア」「うたばん」も女性・若者に引き続き強い支持を得ました。年

末恒例の「輝く！日本レコード大賞」は、50回を迎えて視聴率も16.9％という実績を残すことができました。スポーツ

番組では、内藤大助選手の３度目の世界防衛戦が25.6％で、世界チャンピオンが多くの人々に感動を与えました。土曜

放送の新情報番組「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」は、10月にスタートして以来最高視聴率16.3％を記録する

等、早くも人気が定着しつつあります。 

 ラジオ部門は、子会社のＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズが２ヶ月に一度行われる首都圏聴取率調査において、

12月調査まで45期連続で首位を守っております。また開局して２年目となるインターネット＆デジタルラジオ 

「ＯＴＴＡＶＡ（オッターヴァ）」のインターネットサービス登録者数は 28万５千人と順調に推移しています。しか

しながら、ラジオ業界をとりまく環境は一段と厳しさを増しており、タイムセールスは前年同期比△11.8％、スポット

も同△7.8％に止まりました。ラジオ事業につきましては、経営効率の追求と収益拡大のため、構造的な経営改革に取

り組んでまいります。 

 映像・文化事業は、当第３四半期連結会計期間も引き続き好調です。美術展関係では、「フェルメール展」が93万４

千人の入場者を記録し、日本の歴代美術展の入場者数で第４位となりました。映画「おくりびと」は、人の死に対して

真摯に取組む職業を描いて国内外で賞を独占したほか、米国アカデミー賞外国語映画賞部門のノミネート５作品に選ば

れて話題となり、およそ30億円の興行収入を記録しています。ＤＶＤセールスでは、「落語研究会 古今亭志ん朝全

集」や、アニメ「ＣＬＡＮＮＡＤ～ＡＦＴＥＲ ＳＴＯＲＹ～」が大好評でした。また、映画「花より男子ファイナ

ル」のＤＶＤは、12月19日発売で既に記録的な売上で推移しています。 

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 



 さらに、スタイリングライフグループの業績は、中核企業である小売事業の「プラザスタイル」が、12月のクリスマ

ス商戦で大成功を収めるなど好調な売り上げを維持しました。外食事業の「マキシム・ド・パリ」は、当社事業局主催

のＫバレエカンパニー「くるみ割り人形」とのコラボレーションにより12月単月の売上高営業利益率が25％を超える

等、業務提携の効果が実を結び始めています。しかし、カタログ販売の「ライトアップショッピングクラブ」は、個人

消費の落ち込みの影響を受けて減収減益となりました。 

 以上の結果、映像・文化事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は889億６千６百万円で前年同期比465億１千５百

万円、109.6％の増収となり、また、営業利益は109億８百万円で前年同期比40億６千２百万円、59.3％の増益となりま

した。  

 不動産事業は、アイススケートリンク人気で連日賑わいを見せている「ホワイト・サカス」等イベント効果もあり、

赤坂サカス関連諸施設が当四半期においても順調な売上を記録しました。この結果、不動産事業の当第３四半期連結累

計期間の売上高は129億２千８百万円で前年同期比109億６千７百万円、559.2％の増収となり、また、営業利益は61億

８千４百万円で前年同期比57億５百万円、1,192.9％の増益となりました。 

 一方、当第３四半期連結累計期間での費用面では、まず売上原価が283億３千４百万円増加しました。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・文化事業の売上に連動した支出により、当社の事

業費が当第３四半期までの累計で96億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、同グループとの連結による費用増を含め、当第３四半期連結

累計期間で、前年同期より139億７千５百万円、26.3％増加して、その結果、営業費用全体では423億１千万円、19.3％

増加することとなりました。当第３四半期連結累計期間の営業利益につきましては、前年同期比3.4％、６億４千１百

万円増益の194億９千９百万円となりました。 

さらに、経常利益段階につきましても増益を達成しましたが、深刻な株式市況を背景に、投資有価証券評価損等の

特別損失を計上したことや、前期に計上した投資有価証券売却益がないことなどから、当第３四半期連結累計期間で

の四半期純利益は、前年同期比△72.1％、139億５百万円減益の53億７千９百万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３四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298億７千２百万円増加し、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209億５千１百万円減少しています。この結果自己資本比率は66.6％から

59.4％に下落いたしました。自己資本比率の変動は、主として第２四半期連結会計期間におけるスタイリングライフグ

ループの新規連結に伴い、総資産およそ470億円、総負債およそ310億円を受け入れたことによるものです。 

 資産の部では、現金及び預金が利益獲得や借入の増加などにより126億４千９百万円、新規連結に伴う製商品の受入

により商品及び製品が80億７千３百万円、同じく新規連結に伴って発生または受け入れたのれんが291億８千４百万円

増加しています。また、有形固定資産が減価償却などにより全体で42億６千９百万円減少したほか、時価の下落などに

伴い、投資有価証券が411億８千２百万円減少しています。評価損の計上や評価差益の減少に伴い、繰延税金資産が124

億２千３百万円増加しています。 

 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が95億８千５百万円、設備資金の支払、子会社株

式の取得のための借入により、短期借入金が長期借入金と合わせて643億８千万円増加しています。一方、設備資金等

の未払金が253億５千１百万円、未払法人税等が45億１千８百万円、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や配当金の支払いなどにより利益剰余金が15億７千１百万円、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87億７千３百万円増加した一方で、保有株式の含み損益の増減により

その他有価証券評価差額金が218億９千９百万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３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は424億２千１百万円で、前連結会計年度末に比べて126億

５千７百万円増加しました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは246億４千２百万円の獲得になりました。税金等調整前四半期純利益が112億８

百万円あったほか、減価償却費が144億１千９百万円、投資有価証券評価損97億４千万円などの増加項目が、法人税等

の支払額103億１千万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552億９百万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いを

含めた有形固定資産の取得による支出が272億５千７百万円、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432億７千５百万円の獲得になりました。長期、短期を合わせた借入が998億１

千７百万円あり、返済による支出526億８千７百万円を上回ったためです。  

  



 当第３四半期の業績は、売上高、営業利益、経常利益につきましては、世界的な景気後退がテレビ広告市場に及ぼ

す影響を盛り込んだ前回予想に近い水準で推移しました。ただし、特別損失として投資有価証券評価損等の計上があ

り、当期利益は想定を下回る結果となりました。 

 また、第４四半期の業績に関しましては、現時点では、従来予想と大きく乖離することはない見通しであります。

 従いまして、通期の連結業績は、売上高、営業利益、経常利益につきましては、ほぼ計画通りの数字を確保するも

のの、当第３四半期に計上した特別損失の影響で、当期純利益段階では予想を下回る見込みです。かかる状況を勘案

して、平成20年11月4日に公表した業績予想を下記の通り修正いたします。 

  

（通期） 

  

  該当事項はない。  

  

  簡便な会計処理 

 ①たな卸資産の評価方法 

当第３四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．連結業績予想に関する定性的情報 

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）  370,000  16,500  18,000  8,000 42  10

今回修正予想（B）  370,000  16,500  18,000  3,000 15  79

増減額（B-A）  0  0  0  △5,000 －

増減率 0.0% 0.0% 0.0% △62.5% －   

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） 

（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 

従来、通常の販売目的で保有するたな卸資産のうち、番組及び仕掛品については主として個別法に基づく 

原価法、商品及び製品については主として移動平均法または総平均法に基づく原価法にによっていたが、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、それぞれ主として個別法に基づく原価法、移動平均法または総平均法に基づ 

く原価法（いずれも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 42,694 30,045

受取手形及び売掛金 42,993 38,497

商品及び製品 8,171 97

番組及び仕掛品 9,778 8,189

原材料及び貯蔵品 1,025 262

前払費用 9,142 8,977

繰延税金資産 2,785 4,927

その他 9,443 5,988

貸倒引当金 △203 △51

流動資産合計 125,832 96,934

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 191,543 184,789

減価償却累計額 △64,400 △56,643

建物及び構築物（純額） 127,143 128,146

機械装置及び運搬具 82,330 80,808

減価償却累計額 △66,061 △62,343

機械装置及び運搬具（純額） 16,269 18,464

工具、器具及び備品 17,431 14,716

減価償却累計額 △13,834 △11,450

工具、器具及び備品（純額） 3,596 3,265

土地 84,751 84,752

リース資産 164 －

減価償却累計額 △13 －

リース資産（純額） 150 －

建設仮勘定 2,844 4,396

有形固定資産合計 234,755 239,025

無形固定資産   

ソフトウエア 5,021 5,189

のれん 29,184 －

その他 1,739 1,372

無形固定資産合計 35,945 6,561

投資その他の資産   

投資有価証券 142,115 183,297

長期貸付金 523 487

繰延税金資産 14,135 1,711

長期前払費用 2,046 1,914

その他 12,304 7,856

貸倒引当金 △575 △578

投資その他の資産合計 170,549 194,689

固定資産合計 441,251 440,276

資産合計 567,083 537,211



（単位：百万円）

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 41,685 32,100

短期借入金 15,904 2,073

1年内返済予定の長期借入金 1,125 －

未払金 10,415 35,766

未払法人税等 3,409 7,927

未払消費税等 1,970 466

未払費用 3,564 5,010

役員賞与引当金 221 329

その他の引当金 985 －

その他 5,223 3,762

流動負債合計 84,503 87,438

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 69,425 20,000

退職給付引当金 12,398 9,706

繰延税金負債 5,202 12,867

その他 17,356 16,823

固定負債合計 134,382 89,397

負債合計 218,885 176,835

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 219,263 217,691

自己株式 △85 △79

株主資本合計 334,419 332,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,747 25,647

繰延ヘッジ損益 △1,039 △417

為替換算調整勘定 △123 △72

評価・換算差額等合計 2,584 25,157

少数株主持分 11,193 2,420

純資産合計 348,197 360,376

負債純資産合計 567,083 537,211



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 280,597

売上原価 193,944

売上総利益 86,653

販売費及び一般管理費 67,153

営業利益 19,499

営業外収益  

受取利息 177

受取配当金 2,821

持分法による投資利益 185

その他 468

営業外収益合計 3,652

営業外費用  

支払利息 903

固定資産除却損 161

その他 424

営業外費用合計 1,489

経常利益 21,662

特別利益  

移転補償金 323

その他 26

特別利益合計 349

特別損失  

固定資産除却損 159

投資有価証券評価損 9,740

投資有価証券売却損 305

その他 598

特別損失合計 10,803

税金等調整前四半期純利益 11,208

法人税、住民税及び事業税 5,891

法人税等調整額 △1,014

法人税等合計 4,877

少数株主利益 951

四半期純利益 5,379



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 11,208

減価償却費 14,419

長期前払費用償却額 574

のれん償却額 802

投資有価証券評価損益（△は益） 9,740

退職給付費用 689

固定資産除却損 321

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

受取利息及び受取配当金 △2,998

支払利息 903

持分法による投資損益（△は益） △185

売上債権の増減額（△は増加） △166

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,112

前払費用の増減額（△は増加） 413

仕入債務の増減額（△は減少） 2,835

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,830

その他 △7,245

小計 33,043

利息及び配当金の受取額 2,938

利息の支払額 △1,029

法人税等の支払額 △10,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,642

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 △27,257

無形固定資産の取得による支出 △948

投資有価証券の取得による支出 △5,798

投資有価証券の売却による収入 128

長期預り敷金の増加による収入 208

長期預り敷金の減少による支出 △1,462

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 274

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,209

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 49,267

短期借入金の返済による支出 △35,437

長期借入れによる収入 50,550

長期借入金の返済による支出 △17,250

配当金の支払額 △3,805

少数株主への配当金の支払額 △82

その他 33

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,657

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 42,421



 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。 

  

 該当事項はない。 

  

 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）  

（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 

  

 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） 

  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。  

  

  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） 

 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。 

  

 該当事項はない。 

  

（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〕 

  
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 
 178,638  88,966  12,928  64  280,597  －  280,597

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,783  5,052  3,193  1,101  11,130  △11,130  －

計  180,421  94,019  16,122  1,165  291,728  △11,130  280,597

営業費用  178,121  83,111  9,937  1,100  272,270  △11,172  261,097

営業利益  2,300  10,908  6,184  65  19,458  41  19,499

 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〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

                       （単位：百万円） 

科  目 

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） 

 売上高  237,646

 売上原価  165,610

 売上総利益  72,035

    

 販売費及び一般管理費  53,177

 営業利益  18,858

    

  受取利息  182

  受取配当金  2,943

  負ののれん償却額  258

  その他  514

 営業外収益  3,900

    

  支払利息  622

  固定資産除却損  187

  その他  357

 営業外費用  1,167

 経常利益  21,590

    

  投資有価証券売却益  14,201

  その他  21

 特別利益  14,223

    

  投資有価証券評価損  2,528

  固定資産除却損  74

  その他  70

 特別損失  2,673

 税金等調整前四半期純利益  33,140

 法人税、住民税及び事業税  11,542

 法人税等調整額  1,842

 少数株主利益  470

 四半期純利益  19,285



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
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） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  33,140

減価償却費   10,297

長期前払費用償却額  518

負ののれん償却額   △258

退職給付費用   286

貸倒引当金の減少額   △31

受取利息及び受取配当金   △3,126

支払利息   622

持分法による投資利益  △35

投資有価証券売却益   △14,201

投資有価証券評価損   2,528

固定資産除却損  262

売上債権の減少額   3,945

たな卸資産の減少額   1,024

仕入債務の減少額   △3,548

その他営業活動によるキャッシュ・フロー  △11,522

小計  19,901

利息及び配当金の受取額   3,129

利息の支払額   △669

法人税等の支払額   △6,921

営業活動によるキャッシュ・フロー  15,439

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）  8

有形固定資産の取得による支出   △8,357

投資有価証券の取得による支出   △13,981

投資有価証券の売却による収入   21,266

その他投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,283

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,348

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  981

短期借入金の返済による支出   △446

長期借入金の返済による支出   △40

株式の発行による収入  161

配当金の支払額   △3,464

その他  △106

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,914

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △24

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  10,152

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四半期期末残高  59,018



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前年同四半期（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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 
 193,067  42,450  1,961  166  237,646  －  237,646

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,547  4,160  3,672  1,146  10,525  △10,525  －

計  194,614  46,610  5,633  1,313  248,172  △10,525  237,646

営業費用  183,139  39,765  5,155  1,258  229,318  △10,531  218,787

営業利益   11,474  6,845  478  54  18,853  5  18,858

 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 



「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 

前事業年度末 

(20.3.31現在) 

当第３四半期末 

(20.12.31現在) 
増 減 

前年同四半期末 

(19.12.31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  37,847 11,646 44.4%  55,608

受取手形  585  548 △36 △6.3%  677

売掛金  34,498  35,621 1,122 3.3%  36,902

その他  23,276  13,720 △9,555 △41.1%  14,492

貸倒引当金  △4  △3 1   △25.0%  △4

流動資産合計  84,558  87,735 3,177 3.8%  107,677

固定資産          

有形固定資産  231,348  224,714 △6,634 △2.9%  189,891

無形固定資産  5,007  4,155 △851 △17.0%  5,155

投資その他の資産  187,548  181,106 △6,442 △3.4%  198,126

投資有価証券  170,064  131,184 △38,879 △22.9%  181,209

その他  28,494  60,935 32,440 113.8%  27,926

貸倒引当金  △270  △273 △2    1.1%  △270

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

固定資産合計  423,904  409,977 △13,927 3.3%  393,173

資産の部合計  508,463  497,712 △10,750 △2.1%  500,850



（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３四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 

前事業年度末 

(20.3.31現在) 

当第３四半期末 

(20.12.31現在) 
増 減 

前年同四半期末 

(19.12.31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  32,205 800 2.5%  27,819

短期借入金  25,548  37,713 12,165 47.6%  22,828

一年内返済予定長期借

入金 
 －  － －     －  10,000

その他  42,550  12,866 △29,683 △69.8%  21,782

流動負債合計  99,503  82,786 △16,717 △16.8%  82,430

固定負債          

社債  30,000  30,000 －     －  30,000

長期借入金  20,000  53,800 33,800 169.0%  20,000

退職給付引当金  8,212  8,400 187 2.3%  8,221

その他  22,112  14,740 △7,372 △33.3%  17,599

固定負債合計  80,325  106,940 26,615 33.1%  75,820

負債の部合計  179,829  189,727 9,897 5.5%  158,251

（純資産の部）          

株主資本          

資本金  54,959  54,986 27 0.1%  54,938

資本剰余金  56,666  56,693 27 0.0%  56,645

利益剰余金  194,173  194,113 △59 △0.0%  194,166

自己株式  △61  △68 △6 10.7%  △60

株主資本合計  305,736  305,725 △10 △0.0%  305,690

評価・換算差額等          

その他有価証券評価差

額金 
 23,069  2,684 △20,385 △88.4%  36,707

繰延ヘッジ損益  △172  △424 △252 145.9%  200

評価・換算差額等合計  22,897  2,259 △20,637 △90.1%  36,908

純資産の部合計  328,633  307,985 △20,648 △6.3%  342,599

負債純資産合計  508,463  497,712 △10,750 △2.1%  500,850



第３四半期累計期間 

（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３四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。 

  

（２） （要約）四半期損益計算書 

        (単位：百万円)

科   目 

前年同四半期 

(19.4.1～19.12.31) 

当第３四半期 

(20.4.1～20.12.31)
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  204,477  209,729 5,252 2.6%  271,404

事業費  143,936  153,567 9,630 6.7%  192,889

売上総利益  60,540  56,161 △4,378 △7.2%  78,515

販売費及び一般管理費  46,952  43,997 △2,955 △6.3%  63,283

営業利益  13,587  12,164 △1,423 △10.5%  15,231

営業外収益  4,064  4,305 240 5.9%  4,306

営業外費用  1,101  1,246 144 13.1%  1,543

経常利益  16,551  15,224 △1,326 △8.0%  17,994

特別利益  14,193  － △14,193 △100.0%  14,662

特別損失  2,673  10,085 7,412 277.2%  4,467

税引前四半期(当期）

純利益 
 28,071  5,138 △22,933 △81.7%  28,188

法人税、住民税及び 

事業税 
 9,990  2,970 △7,020 △70.3%  9,350

法人税等調整額  913  △1,580 △2,493 △273.1%  1,664

四半期（当期）純利

益 
 17,168  3,748 △13,420 △78.2%  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 

(19.4.1～19.12.31) 

当第３四半期 

(20.4.1～20.12.31)
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  179,685  167,322 △12,363 △6.9%  237,431

タイム・番組制作  96,747  92,101 △4,645 △4.8%  127,697

タイム  48,575  45,188 △3,386 △7.0%  64,205

番組制作  48,171  46,912 △1,259 △2.6%  63,491

スポット  74,224  66,368 △7,856 △10.6%  98,205

その他  8,712  8,851 139 1.6%  11,528

事業  21,380  28,423 7,042 32.9%  28,357

不動産  3,411  13,984 10,572 309.9%  5,615

合計  204,477  209,729 5,252 2.6%  271,404
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