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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 6,779 ― 384 ― 355 ― 195 ―
20年3月期第3四半期 6,273 △0.8 322 △47.7 285 △50.1 121 △82.7

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 2,918.19 ―
20年3月期第3四半期 1,810.28 ―

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 15,103 9,032 59.8 134,789.67
20年3月期 16,100 8,984 55.8 134,067.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,032百万円 20年3月期  8,984百万円

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 ― 2,200.00 2,200.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,200.00 2,200.00

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 9,600 6.0 998 2.1 944 1.8 550 8.2 8,220.28

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って大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２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」をご覧ください。 
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）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 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  67,014株 20年3月期  67,014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  67,014株 20年3月期第3四半期  67,014株
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 当第３四半期連結累計期間における、当社グループの経営成績は以下のとおり進捗しております。 

  放送サービス事業においては、11月より「ＶＯＤサービス（ビデオ・オン・デマンド）」を、12月からは新しいデ

ジタルコース「デジタルライト」の提供をそれぞれ開始いたしました。また、一部の専門チャンネルをハイビジョン

化、ならびにオプションチャンネルを新たに４番組追加するなど、コンテンツの充実を図り積極的な販売促進に努め

てまいりました。これにより、主要売上品目である「利用料収入」はデジタル化率の伸長などにより 千円

（前年同期比7.6％増）となり、放送サービス事業全体の売上高は 千円（同8.8％増）となりました。 

  通信サービス事業においては、12月に提供メニュー全般の再編成を実施、あわせて放送サービスとの新しいセット

メニューとして「マンションパック」の提供も開始し、放送サービス同様に販売促進を展開いたしました。これによ

り、通信関連事業全体の売上高は 千円（同7.7％増）となりました。 

  映画興行事業においては、良質な上映作品の選定に努めた結果、売上高は 千円（同0.1％増）となりまし

た。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 千円（同8.1％増）、営業利益

千円（同19.3％増）経常利益 千円（同24.7％増）、四半期純利益 千円（同61.2％増）となり

ました。 

  なお、（ ）内の前年同四半期連結累計期間比の増減率は、当期より四半期会計基準等が適用されたため、参考数

値として表示しております。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりま

した。これは主に、借入金の返済及び社債の償還等による預金の減少及び減価償却等によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。これは主に、社債

の償還、借入金の返済及び設備未払金の減少等によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。これは主に、利益

剰余金の増加等によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.0ポイント増加し、59.8％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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、減価償却費の内部留

保、固定資産の取得及び長期借入金の返済等を総合し、前連結会計年度末に比べ 千円の減少となり、当

第３四半期連結累計期間末には 千円となりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー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） 

当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は 千円（前年同期比 千円の

増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上及び減価償却費の内部留保によるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は 千円（前年同期比 千円の増

加）となりました。これは主に、幹線延長に伴う固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は 千円（前年同期比 千円の

減少）となりました。これは主に、借入金の返済によるものです。 

  

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 

3,543,442

5,382,864

994,800

402,105

6,779,770

384,772 355,540 195,559

２．連結財政状態に関する定性的情報 

997,060 15,103,506

1,045,483 6,070,711

48,423 9,032,794

579,382

1,877,378

1,447,561 861,644

973,895 199,582

1,053,049 88,660

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第４四半期以降の施策として、引き続きこの期に提供を開始した「ＶＯＤサービス」「マンションパック」など

を中心に販売促進を更に強化し、新規加入者の獲得に注力してまいります。また、電波障害改善業務による収益が年

度末に集中する傾向も加え、平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に発表いたしました

連結業績予想から変更はございません。 
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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

られる場合には、前連結会計年度末に算定した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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。  

  

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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、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、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への影響は 

 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、賃貸借取引に係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（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。 

   なお、リース取引開始日がリース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

  これによる、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への影響は軽

 微であります。 

  

（追加情報） 

① 平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半期連結会計期間より機械 

 装置の一部について耐用年数を変更しております。 

  この結果、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 

 6,568千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、該当箇所に記載しております。 

② 当第３四半期連結会計期間において、受注した契約に損失が見込まれることとなったため、当該損失見込額

 を受注損失引当金として計上しております。 

  この結果、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 

 40,800千円減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、該当箇所に記載しております。 

      

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 
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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 1,877,378 2,456,761

受取手形及び売掛金 1,438,050 1,743,534

商品 2,341 1,895

番組勘定 3,170 2,879

その他 394,494 310,443

貸倒引当金 △13,230 △14,471

流動資産合計 3,702,204 4,501,044

固定資産   

有形固定資産   

構築物（純額） 9,093,171 9,626,468

その他（純額） 1,767,827 1,407,830

有形固定資産合計 10,860,999 11,034,298

無形固定資産 133,047 147,489

投資その他の資産 407,254 417,734

固定資産合計 11,401,301 11,599,522

資産合計 15,103,506 16,100,566
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 740,724 733,342

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 8,955 23,175

引当金 71,147 57,824

その他 1,933,645 2,479,871

流動負債合計 2,854,472 3,394,214

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 2,092,685 2,592,518

引当金 52,243 52,392

その他 71,310 77,070

固定負債合計 3,216,238 3,721,980

負債合計 6,070,711 7,116,195

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,685,005 2,685,005

資本剰余金 2,339,683 2,339,683

利益剰余金 4,010,853 3,962,724

株主資本合計 9,035,541 8,987,412

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,746 △3,041

評価・換算差額等合計 △2,746 △3,041

純資産合計 9,032,794 8,984,371

負債純資産合計 15,103,506 16,100,566
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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) 

売上高 6,779,770

売上原価 4,401,880

売上総利益 2,377,889

販売費及び一般管理費 1,993,117

営業利益 384,772

営業外収益  

受取利息 3,838

受取配当金 1,775

受取手数料 5,884

その他 3,992

営業外収益合計 15,490

営業外費用  

支払利息 39,502

その他 5,219

営業外費用合計 44,722

経常利益 355,540

特別利益  

投資有価証券売却益 324

特別利益合計 324

特別損失  

固定資産除却損 6,601

特別損失合計 6,601

税金等調整前四半期純利益 349,262

法人税、住民税及び事業税 151,042

法人税等調整額 2,660

法人税等合計 153,703

四半期純利益 195,559
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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) 

売上高 2,252,951

売上原価 1,539,521

売上総利益 713,430

販売費及び一般管理費 676,430

営業利益 37,000

営業外収益  

受取利息 1,407

受取配当金 15

受取手数料 4,834

その他 698

営業外収益合計 6,954

営業外費用  

支払利息 12,489

その他 566

営業外費用合計 13,056

経常利益 30,898

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 6,680

特別利益合計 6,680

特別損失  

固定資産除却損 85

特別損失合計 85

税金等調整前四半期純利益 37,493

法人税、住民税及び事業税 14,135

法人税等調整額 5,933

法人税等合計 20,068

四半期純利益 17,424
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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 349,262

減価償却費 1,096,030

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,478

受注損失引当金の増減額（△は減少） 40,800

受取利息及び受取配当金 △5,613

支払利息 39,502

固定資産除却損 6,601

売上債権の増減額（△は増加） 295,685

仕入債務の増減額（△は減少） 7,381

未払金の増減額（△は減少） 28,827

未払費用の増減額（△は減少） 21,869

未払消費税等の増減額（△は減少） △82,455

前受金の増減額（△は減少） △58,580

長期未払金の増減額（△は減少） △10,530

その他 △59,161

小計 1,642,143

利息及び配当金の受取額 5,613

利息の支払額 △36,583

法人税等の支払額 △163,611

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,447,561

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 △896,580

無形固定資産の取得による支出 △71,448

投資有価証券の取得による支出 △79

投資有価証券の売却による収入 400

長期前払費用の取得による支出 △6,305

差入保証金の差入による支出 △87

その他 206

投資活動によるキャッシュ・フロー △973,895

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △575,633

社債の償還による支出 △330,000

配当金の支払額 △147,416

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,053,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △579,382

現金及び現金同等物の期首残高 2,456,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,877,378
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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．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス 

 当社グループでは、放送サービス事業、通信サービス事業、ネットワーク事業、及び映画興行事業を行って

おりますが、放送サービス事業及び映画興行事業を独立区分し、通信サービス事業とネットワーク事業を合わ

せて通信関連事業としております。 

２．追加情報 

 （１）「追加情報（有形固定資産の耐用年数の変更）」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改正を契機に

 有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半期連結会計期間より機械装置の一部について耐用年数を変更して

おります。 

   この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、「通信関連事業」

で6,299千円、「映画興行事業」で268千円増加しております。「放送サービス事業」への影響はありません。

 （２）「追加情報（受注損失引当金）」に記載のとおり、当第３四半期連結会計期間において、受注した契約

に損失が見込まれることとなったため、当該損失見込額を受注損失引当金として計上しております。  

  この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、「放送サービス事業」で40,800千円減少しておりま

す。「通信関連事業」・「映画興行事業」への影響はありません。 

  

  

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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

  海外売上高がないため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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
放送サービス事
業（千円） 

通信関連事業
（千円） 

映画興行事業
（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  5,382,864  994,800  402,105  6,779,770  －  6,779,770

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  29,419  29,419  △29,419  －

計  5,382,864  994,800  431,525  6,809,189  △29,419  6,779,770

営業利益  208,965  350,791  13,674  573,432  △188,659  384,772

〔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 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前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（自平成19年４月１日 至平成19年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（千円） 

Ⅰ 売上高  6,273,702

Ⅱ 売上原価  4,029,581

売上総利益  2,244,121

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,921,730

営業利益  322,390

Ⅳ 営業外収益  14,494

Ⅴ 営業外費用  51,734

経常利益  285,151

Ⅵ 特別利益  107

Ⅶ 特別損失  65,706

税金等調整前四半期純利益  219,552

法人税、住民税及び事業税  69,816

法人税等調整額  28,421

四半期純利益  121,313
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