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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 34,787 ― 2,800 ― 2,762 ― 754 ―
20年3月期第3四半期 36,251 7.3 3,935 △7.1 3,827 △14.3 2,011 △19.4

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 20.11 ―
20年3月期第3四半期 57.01 ―

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 61,520 45,452 73.5 1,235.63
20年3月期 70,974 48,545 67.6 1,257.44

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  45,194百万円 20年3月期  47,995百万円

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
21年3月期 ― 11.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 11.00 22.00

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 47,000 △6.2 4,200 △29.0 4,000 △30.2 1,200 △61.0 32.00

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、２ページ［定性的情報・財務情報等］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、２ページ［定性的情報・財務情報等］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．上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の２ページをご参照ください。 
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）および「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  39,006,803株 20年3月期  39,006,803株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,430,332株 20年3月期  838,046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  37,502,396株 20年3月期第3四半期  35,276,535株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローンに端を発した世界的な金融危機や景気
後退の影響から、株式・金融市場の大幅な変動による企業収益の減少や、雇用環境が厳しさを増したことにより個人
消費が弱まるなど、景気悪化の傾向が顕著となりました。 
 このような経済情勢のもと、当社グループにおきましては、タレントマネージメントを基盤としたコンテンツ制作
会社として、グループ全体における「モノ創り」機能の強化に努めてまいりました。 
 その一環として、「LIVE STAND 08」と題したお笑いフェスティバルの開催や、ヤフー株式会社との提携によるブ
ロードバンド配信「よしもと劇場」を開始いたしました。また、新たな劇場として「京橋花月」をオープンし、漫
才、落語、新喜劇に加えてコメディ芝居の上演を行うなどさまざまな分野での「モノ創り」を推し進めてまいりまし
た。 
 当第３四半期連結累計期間におきましては、タレントの番組出演、テレビ番組の制作受託ならびに劇場などが堅調
に推移いたしました。また、CD・DVD販売につきましても年末のテレビ番組の編成に合わせて新たなタイトルを発売
するなど、好調に推移いたしました。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における営業収入は 千円（前年同期比4.0％減）、経常利益は

千円（前年同期比27.8％減）となりました。四半期純利益は、固定資産売却損ならびに投資有価証券評価
損などを計上した結果 千円（前年同期比62.5％減）となりました。 
 事業の種類別セグメントの業績といたしましては、制作においては、タレントの番組出演やイベントが堅調に推移
したほか、各劇場において特別公演やキャンペーンなどの実施により入場者数の増加に努めた結果、営業収入は
30,788,181千円（前年同期比2.3％減）となりました。不動産は、昨年３月に賃貸用不動産の一部を売却したことに
より、当該賃貸用不動産の保有により得ていた不動産賃貸収入が減少し、また、一部テナントが未入居となっている
ことなどから、営業収入は998,227千円（前年同期比44.0％減）となりました。その他の事業は、「LIVE STAND 08 
OSAKA」でのグッズ販売に加え新たな商品の開発ならびに販売経路の拡大に努めた結果、営業収入は3,011,196千円
（前年同期比1.7％増）となりました。 

 なお、上記に記載の前年同四半期増減率ならびに前年同四半期の金額につきましては、参考として記載しておりま
す。 

  

①資産、負債及び資本の状況 
 当第３四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ9,453,977千円（13.3％）減少し、

千円となりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ7,721,740千円（23.6％）減少し、
千円となりました。固定資産は 千円となり、前連結会計年度末に比べ1,732,237千円（4.5％）減少いた
しました。 
 当第３四半期連結累計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ6,360,411千円（28.4％）減少し、

千円となりました。流動負債は、未払法人税等や引当金が減少した結果、前連結会計年度末に比べ
6,096,817千円（32.7％）減少し、 千円となりました。固定負債は長期預り保証金の減少などにより、
前連結会計年度末に比べ263,594千円（7.0％）減少し、 千円となりました。 
 当第３四半期連結累計期間末における純資産の部は、自己株式の取得などにより3,093,565千円（6.4％）減少
し、 千円となりました。 
 以上の結果、自己資本比率は73.5％（前連結会計年度末67.6％）となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 
 当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は9,989,840千円と
なりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益ならびに減価償却費の計上などにより増
加し、売上債権ならびにたな卸資産の増加や預り保証金および法人税等の支払額などが減少要因となりました。こ
の結果、当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは  千円の資金減少となりまし
た。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支出や無形固定資産の取得による支出に
より  千円の資金減少となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いや自己株式の取得による支出により、  千
円の資金減少となりました。  

  

 当第３四半期までの業績の進捗状況および今後の事業環境などを勘案した結果、通期の連結業績予想を修正してお
ります。詳細につきましては、平成21年２月12日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

①簡便な会計処理 
一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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

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 

34,787,604
2,762,311

754,336

２．連結財政状態に関する定性的情報 

61,520,958 24,930,642
36,590,315

16,068,633
12,552,158

3,516,474

45,452,324

8,484,632

2,409,166
2,877,187

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 
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り、簿価切下げを行う方法によっております。 

固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

繰延税金資産およ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関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 
税金費用の計算 

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。 

  
  

  

（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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月
14日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。 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法 
 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として最終仕入原価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」（企業会計基準委員会 
平成18年７月５日 最終改正平成20年９月25日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として最
終仕入原価法による原価法（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。 
 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行
っております。 
 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準等の適用 
 「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 最終改正平成19年３月30日 
企業会計基準第13号）および「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 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に
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ております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用
しております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。 
 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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：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 10,289,840 23,752,157

営業未収入金 6,116,597 5,534,594

有価証券 － 9,615

商品 1,072,943 690,335

その他 7,594,684 2,819,526

貸倒引当金 △143,423 △153,846

流動資産合計 24,930,642 32,652,382

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,859,417 6,401,402

土地 6,271,556 6,271,556

その他（純額） 492,096 410,277

有形固定資産合計 12,623,070 13,083,236

無形固定資産   

のれん 4,747,264 5,005,048

その他 2,630,481 2,410,068

無形固定資産合計 7,377,746 7,415,116

投資その他の資産   

投資有価証券 8,788,335 9,989,065

その他 7,914,561 7,965,037

貸倒引当金 △113,398 △129,902

投資その他の資産合計 16,589,498 17,824,199

固定資産合計 36,590,315 38,322,552

資産合計 61,520,958 70,974,935

負債の部   

流動負債   

営業未払金 7,057,417 7,072,671

短期借入金 2,200,000 2,200,000

未払法人税等 13,769 5,630,864

引当金 209,628 433,689

その他 3,071,342 3,311,750

流動負債合計 12,552,158 18,648,975

固定負債   

長期借入金 1,000,000 1,000,000

退職給付引当金 586,065 562,006

役員退職慰労引当金 244,689 195,217

長期預り保証金 1,452,539 1,926,896

負ののれん 32,097 35,949
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（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) 

その他 201,083 60,000

固定負債合計 3,516,474 3,780,069

負債合計 16,068,633 22,429,045

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,806,956 4,806,956

資本剰余金 14,219,396 14,219,456

利益剰余金 28,184,060 28,292,821

自己株式 △2,249,440 △354,979

株主資本合計 44,960,973 46,964,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 295,880 1,046,701

為替換算調整勘定 △62,025 △15,951

評価・換算差額等合計 233,854 1,030,750

少数株主持分 257,495 550,885

純資産合計 45,452,324 48,545,890

負債純資産合計 61,520,958 70,974,935
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（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) 

営業収入 34,787,604

営業原価 28,166,006

営業総利益 6,621,598

販売費及び一般管理費 3,820,871

営業利益 2,800,727

営業外収益  

受取利息 18,149

受取配当金 133,260

その他 87,799

営業外収益合計 239,209

営業外費用  

支払利息 34,635

持分法による投資損失 194,242

その他 48,747

営業外費用合計 277,625

経常利益 2,762,311

特別利益  

関係会社株式売却益 7,053

貸倒引当金戻入額 20,278

その他 1,300

特別利益合計 28,631

特別損失  

固定資産売却損 120,624

固定資産除却損 74,364

減損損失 158,869

投資有価証券評価損 679,122

その他 31,821

特別損失合計 1,064,802

税金等調整前四半期純利益 1,726,140

法人税等 1,016,123

少数株主損失（△） △44,319

四半期純利益 754,336
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収入 12,563,147

営業原価 10,097,834

営業総利益 2,465,312

販売費及び一般管理費 1,247,835

営業利益 1,217,477

営業外収益  

受取利息 2,614

受取配当金 47,034

その他 4,485

営業外収益合計 54,134

営業外費用  

支払利息 13,571

持分法による投資損失 3,288

その他 17,533

営業外費用合計 34,393

経常利益 1,237,219

特別利益  

関係会社株式売却益 7,053

貸倒引当金戻入額 859

その他 604

特別利益合計 8,517

特別損失  

固定資産売却損 120,624

固定資産除却損 19,775

減損損失 1,414

投資有価証券評価損 363,313

その他 11,718

特別損失合計 516,846

税金等調整前四半期純利益 728,890

法人税等 369,936

少数株主損失（△） △18,208

四半期純利益 377,161
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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 1,726,140

減価償却費 1,639,967

減損損失 158,869

のれん償却額 209,265

持分法による投資損益（△は益） 194,242

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,058

賞与引当金の増減額（△は減少） △180,837

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 49,472

返品調整引当金の増減額（△は減少） 15,775

受取利息及び受取配当金 △151,409

支払利息 34,635

投資有価証券評価損益（△は益） 679,122

関係会社株式売却損益（△は益） △7,053

固定資産除却損 74,364

固定資産売却損益（△は益） 120,624

売上債権の増減額（△は増加） △661,754

たな卸資産の増減額（△は増加） △382,607

仕入債務の増減額（△は減少） △30,325

その他の流動資産の増減額（△は増加） △496,057

その他の固定資産の増減額（△は増加） △27,879

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113,595

その他の固定負債の増減額（△は減少） 79,093

預り保証金の増減額（△は減少） △548,320

その他 15,354

小計 2,362,145

利息及び配当金の受取額 155,969

利息の支払額 △29,176

法人税等の支払額 △10,973,570

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,484,632
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（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  

有形固定資産の取得による支出 △86,420

無形固定資産の取得による支出 △1,266,742

関係会社株式の取得による支出 △157,997

関係会社株式の売却による収入 16,000

投資有価証券の取得による支出 △1,362,788

投資有価証券の売却による収入 322,131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

52,111

子会社の清算による収入 54,537

短期貸付けによる支出 △101,240

短期貸付金の回収による収入 122,258

投資その他の資産の取得による支出 △79,701

その他 78,686

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,409,166

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 3,600,000

短期借入金の返済による支出 △3,600,000

少数株主からの払込みによる収入 4,000

自己株式の取得による支出 △1,734,967

配当金の支払額 △889,551

少数株主への配当金の支払額 △242,000

その他 △14,668

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,877,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,770,986

現金及び現金同等物の期首残高 23,761,773

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △945

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,989,840
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

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 各事業の主要な内容 

制作―――テレビ・ラジオ番組の制作・配給及び演芸・演劇の制作・配給・興行、ブロードバンドを利用し

たコンテンツの配信、ＣＤ・ＤＶＤの制作及び販売 

不動産――不動産の賃貸 

事業―――キャラクター商品等の販売 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,917,338千円であり、その主なも

のは、本社及び㈱よしもとアドミニストレーションの総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 「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」３．(3)に記載のとおり、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）および「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）を早期適用して

おります。これに伴うセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

  

 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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報
の記載を省略しております。 

  

  

 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） 

（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〕 

  
制作 

（千円） 
不動産 

（千円） 
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  11,436,140  283,302  843,704  12,563,147     ―  12,563,147

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 45,522  359,374  55,987  460,884  (460,884)     ― 

計  11,481,663  642,676  899,691  13,024,031  (460,884)  12,563,147

営業費用  9,903,003  553,990  943,914  11,400,908  (55,238)  11,345,669

営業利益  1,578,660  88,685  △44,222  1,623,123  (405,645)  1,217,477

  
制作 

（千円） 
不動産 

（千円） 
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  30,788,181  998,227  3,001,196  34,787,604     ―  34,787,604

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 211,816  1,058,818  185,169  1,455,804  (1,455,804)     ― 

計  30,999,997  2,057,045  3,186,365  36,243,408  (1,455,804)  34,787,604

営業費用  27,430,656  1,626,522  3,176,254  32,233,433  (246,556)  31,986,877

営業利益  3,569,340  430,523  10,111  4,009,974  (1,209,247)  2,800,727

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 
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 海外売上高は、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 

 当社は、単元未満株式の買取のほか、平成20年５月23日および平成20年９月９日開催の取締役会における自己
株式の取得決議に基づく自己株式の取得1,512,400株ならびに持分法適用会社による当社株式の取得321,000株
（うち当社帰属分79,351株）により、自己株式が前連結会計期間末（平成20年３月31日）に比べ1,894,461千円
増加いたしました。 
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「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 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業収入  36,251

Ⅱ 営業原価  28,417

営業総利益  7,834

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,898

営業利益  3,935

Ⅳ 営業外収益  236

 1. 受取利息      40

 2. 受取配当金      129

 3. 負ののれん償却額  1

 4. その他  64

Ⅴ 営業外費用  344

 1. 支払利息  55

 2. 持分法による投資損失  98

 3. 為替差損  142

 4. その他  47

経常利益  3,827

Ⅵ 特別利益  0

 1. その他  0

Ⅶ 特別損失  62

 1. 固定資産除却損  45

 2. 固定資産売却損  0

 3. その他  16

税金等調整前四半期純利益  3,765

税金費用  1,789

少数株主利益（△は損失）      35

四半期純利益  2,011
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（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（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 １ 税金等調整前四半期純利益  3,765

 ２ 減価償却費  1,559

 ３ のれん償却額（費用）  123

 ４ 持分法による投資損益（△は利益）  98

 ５ 返品調整引当金の増減額（△は減少）      34

 ６ 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △125

 ７ 賞与引当金の増減額（△は減少）  △157

 ８ 受取利息及び受取配当金  △170

 ９ 支払利息  55

 10 為替差損  142

 11 固定資産除却損  45

 12 固定資産売却損  0

 13 売上債権の増減額（△は増加）  △1,876

 14 たな卸資産の増減額（△は増加）  △76

 15 仕入債務の増減額（△は減少）  996

 16 その他流動資産の増減額（△は増加）  △635

 17 その他固定資産の増減額（△は増加）  11

 18 その他流動負債の増減額（△は減少）  △318

 19 その他固定負債の増減額（△は減少）  △30

 20 役員賞与の支払額  △66

 21 その他  220

小計  3,596

 22 利息及び配当金の受取額  175

 23 利息の支払額  △47

 24 法人税等の支払額  △3,236

営業活動によるキャッシュ・フロー  487
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 １ 有形固定資産の取得による支出   △333

 ２ 無形固定資産の取得による支出  △827

 ３ 投資有価証券の取得による支出  △67

 ４ 投資有価証券の売却による収入  2

 ５ 関係会社株式の取得による支出  △57

 ６ 関係会社株式の売却による収入  1,190

 ７ 短期貸付けによる支出  △129

 ８ 短期貸付金の回収による収入  165

 ９ 投資その他の資産の取得による支出  △500

 10 その他  156

投資活動によるキャッシュ・フロー  △399

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 １ 短期借入金の純増減額（△は減少）  △900

 ２ 少数株主への株式の発行による収入  50

 ３ 自己株式の取得による支出  △1

 ４ 親会社による配当金の支払   △831

 ５ 少数株主への配当金の支払  0

 ６ 減資に伴う少数株主への支払  △2,000

 ７ その他  △10

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,694

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △64

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △3,670

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  13,586

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少  △1,764

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高  8,151
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）                      

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
制作 

（百万円） 
不動産 

（百万円） 
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             

⑴ 外部顧客に対する売上高  31,518  1,781  2,951  36,251     ―  36,251

⑵ セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 161  323  626  1,111  (1,111)     ― 

計  31,680  2,105  3,578  37,363  (1,111)  36,251

 営業費用  27,537  1,308  3,362  32,208  107  32,316

 営業利益  4,142  796  215  5,154  (1,219)  3,935
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