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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 49,586 ― 4,470 ― 4,374 ― 724 ―

20年3月期第3四半期 51,721 7.9 3,023 △0.2 3,285 0.8 1,373 25.9

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 15.87 ―

20年3月期第3四半期 30.16 30.11

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 103,549 51,743 49.6 1,130.00
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3四半期  51,362百万円 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  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 74,671 △1.5 8,225 38.0 7,955 28.4 2,591 0.1 56.87

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3四半期  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3四半期  1,281,966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3四半期  45,655,094株 20年3月期第3四半期  45,546,869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３四半期における当社グループの業績は、売上高49,586百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益4,470百万円（前

年同期比47.9％増）、経常利益4,374百万円（前年同期比33.1％増）となりました。一方、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」の適用に伴い、たな卸資産評価損2,539百万円、減損処理による投資有価証券評価損618百万円を含む特別損失を

4,019百万円計上したため、四半期純利益は724百万円（前年同期比47.3％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2.4％減の31,135百万円となり、営業利益は前年同期に比べ8.6％減の

5,089百万円となりました。セールスプロモーション部門の売上高は前年を若干上回り、ポストプロダクション部門の

売上高は前年並みに推移しましたが、広告市場の低迷の影響を受け、ＣＭ制作部門の売上高が減少しました。加えて、

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10.5％増の7,877百万円となり、営業利益は前年同期に比べ28.8％増

の2,095百万円となりました。チャンネル向けコンテンツ制作、販売、その他受託業務が増収となり、ＨＤ化の投資や

編成強化のための費用増がありましたが、増益となりました。 

（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21.0％減の6,974百万円となり、営業損失は1,171百万円（前年同期は

2,668百万円の損失）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減少いたしました。ライツ事業は前年同期に比べてヒット作が少なく、

減収減益となりました。日本語版制作その他業務は、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1.4％増の5,952百万円となり、営業利益は前年同期に比べ27.9％減の167百万

円となりました。スーパー事業、ＤＶＤプリント業務、業務用ハード販売において増収となりましたが、インテリア事

業の売上が減少し、減益となりました。 

（５）その他事業 

   教育事業等の売上高は、前年同期に比べ0.9％増の219百万円となり、営業利益は前年同期に比べ38.8％増の62百万円

となりました。生徒数が増加したこと、費用の効率化により、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３四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7,362百万円減少し25,675百万円となりました。 

 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、2,577百万円となりました。これは仕入債務の減少3,694百万円及び法人税等の

支払3,397百万円等で資金は減少しましたが、売上債権の減少7,700百万円,映像使用権の減少848百万円、投資有価証券評

価損618百万円及び税金等調整前四半期純利益595百万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、△3,173百万円となりました。これは定期預金の払戻による収入3,136百万円等

で資金は増加しましたが、定期預金の預入による支出3,524百万円、貸付けによる支出1,688百万円、投資有価証券の取得

による支出777百万円等で資金が減少した結果であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、△6,557百万円となりました。これは、短期借入れによる収入51,336百万円等

で資金は増加しましたが、短期借入金の返済による支出57,128百万円、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。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年11月12日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づいて作成しており、実際の

業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

  

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） 

 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３四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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ630,856千円減少し、税金等調整

前四半期純利益は、3,170,160千円減少しています。 

 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。  
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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 28,763,650 36,478,339 

受取手形及び売掛金 21,741,621 29,442,875 

有価証券 467,988 － 

映像使用権 15,390,320 16,238,385 

仕掛品 3,871,650 3,384,520 

その他のたな卸資産 468,638 446,883 

その他 4,080,066 2,216,104 

貸倒引当金 △68,147 △79,068 

流動資産合計 74,715,788 88,128,040 

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,269,873 12,806,734 

その他（純額） 6,502,606 6,139,409 

有形固定資産合計 19,772,480 18,946,144 

無形固定資産 313,347 270,896 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,345,039 5,975,545 

その他 5,703,986 4,306,144 

貸倒引当金 △2,292,846 △1,806,596 

投資損失引当金 △7,999 △7,999 

投資その他の資産合計 8,748,179 8,467,093 

固定資産合計 28,834,007 27,684,134 

資産合計 103,549,796 115,812,175 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,627,636 21,322,070 

短期借入金 26,320,000 31,611,624 

未払法人税等 241,625 1,888,652 

賞与引当金 391,569 803,879 

その他 2,832,479 2,752,100 

流動負債合計 47,413,310 58,378,327 

固定負債   

長期借入金 511,711 1,011,711 

退職給付引当金 881,399 991,685 

役員退職慰労引当金 2,405,870 2,322,635 

持分法適用による負債 － 990,827 

その他 594,231 29,206 

固定負債合計 4,393,212 5,346,066 
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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) 

負債合計 51,806,522 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 47,526,485 47,464,373 

自己株式 △1,401,699 △1,347,573 

株主資本合計 52,341,821 52,333,834 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △252,184 △210,242 

繰延ヘッジ損益 6,953 △98,652 

為替換算調整勘定 △734,393 △226,012 

評価・換算差額等合計 △979,624 △534,907 

少数株主持分 381,076 288,854 

純資産合計 51,743,273 52,087,781 

負債純資産合計 103,549,796 115,812,175 
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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 49,586,256

売上原価 37,659,418

売上総利益 11,926,837

販売費及び一般管理費 7,456,636

営業利益 4,470,201

営業外収益  

受取利息 210,064

受取配当金 67,092

経営指導料 96,182

その他 136,091

営業外収益合計 509,430

営業外費用  

支払利息 344,072

持分法による投資損失 98,219

シンジケートローン手数料 150,000

その他 12,616

営業外費用合計 604,909

経常利益 4,374,722

特別利益  

固定資産売却益 1,808

投資有価証券売却益 54

受取和解金 238,095

特別利益合計 239,957

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

投資有価証券評価損 618,745

貸倒引当金繰入額 406,152

その他 89,741

特別損失合計 4,019,198

税金等調整前四半期純利益 595,482

法人税等 △221,105

少数株主利益 92,222

四半期純利益 724,365
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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 595,482

減価償却費 421,959

のれん償却額 28,266

貸倒引当金の増減額（△は減少） 475,329

賞与引当金の増減額（△は減少） △412,309

退職給付引当金の増減額（△は減少） △110,286

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 83,234

受取利息及び受取配当金 △277,156

為替差損益（△は益） 72,582

支払利息 344,072

持分法による投資損益（△は益） 98,219

投資有価証券売却損益（△は益） 363,727

投資有価証券評価損益（△は益） 618,745

移転費用 71,232

売上債権の増減額（△は増加） 7,700,783

映像使用権の増減額（△は増加） 848,064

仕掛品の増減額（△は増加） △503,812

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △21,754

繰延消費税等の増減額（△は増加） △180,648

前渡金の増減額（△は増加） △115,614

仕入債務の増減額（△は減少） △3,694,434

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,624

前受金の増減額（△は減少） △105,756

その他 △198,699

小計 6,037,603

利息及び配当金の受取額 316,962

利息の支払額 △329,196

移転費用の支払額 △50,529

法人税等の支払額 △3,397,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,577,012
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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  

定期預金の預入による支出 △3,524,048

定期預金の払戻による収入 3,136,794

有形固定資産の取得による支出 △581,102

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 △64,128

投資有価証券の取得による支出 △777,386

投資有価証券の売却による収入 314,150

貸付けによる支出 △1,688,762

貸付金の回収による収入 10,000

その他 △4,706

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,173,373

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 51,336,650

短期借入金の返済による支出 △57,128,274

リース債務の返済による支出 △48,838

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 △162,279

配当金の支払額 △638,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,557,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 △207,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,362,049

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 25,675,552

㈱東北新社(2329) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

- 8 -



 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 

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３四半期連結累

計期間の営業利益が制作関連事業で1,724千円、映像関連事業で629,131千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３四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 
30,099,385 7,592,888 6,532,526 5,194,583 166,873 49,586,256 ― 49,586,256 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,036,169 284,846 442,426 757,941 52,638 2,574,022 (2,574,022) ― 

計 31,135,555 7,877,734 6,974,952 5,952,524 219,511 52,160,279 (2,574,022) 49,586,256 

営業利益（△損失） 5,089,743 2,095,805 △1,171,324 167,093 62,766 6,244,083 (1,773,882) 4,470,201 
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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）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 51,721,280 

Ⅱ 売上原価 41,394,533 

売上総利益 10,326,746 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,303,302 

営業利益 3,023,444 

Ⅳ 営業外収益 693,253 

Ⅴ 営業外費用 431,131 

経常利益 3,285,566 

Ⅵ 特別利益 3 

Ⅶ 特別損失 452,781 

税金等調整前四半期純利益 2,832,788 

税金費用 1,392,312 

少数株主利益 66,555 

四半期純利益 1,373,921 

㈱東北新社(2329) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

- 10 -



（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（千円） 

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 2,832,788 

減価償却費 387,189 

売上債権の減少額 6,408,973 

映像使用権の減少額 3,465,279 

その他のたな卸資産の増加額 △1,147,271 

仕入債務の減少額 △7,956,734 

その他 △309,342 

小計 3,680,882 

法人税等の支払額 △2,239,565 

その他 △194,877 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,246,439 

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 △3,394,225 

    定期預金払戻による収入 3,503,960 

   投資有価証券の取得による支出 △499,363 

   投資有価証券の売却による収入  431,202 

 長期貸付金支払いによる支出 △420,000 

 その他 △194,855 

投資活動によるキャッシュ・フロー △573,281 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入による収入 78,888,274 

 短期借入金の返済による支出 △76,038,274 

 配当金の支払額 △455,367 

 その他 42,713 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,437,345 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 △205,981 

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 2,904,522 

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期末残高 31,387,251 
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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〕 

前第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19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〕 

前第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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 
31,117,429 6,859,318 8,445,013 5,132,453 167,066 51,721,280 ― 51,721,280 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
787,224 268,918 384,553 736,893 50,485 2,228,074 (2,228,074) ― 

計 31,904,653 7,128,236 8,829,566 5,869,346 217,551 53,949,355 (2,228,074) 51,721,280 

営業費用 26,334,782 5,501,437 11,497,926 5,637,452 172,323 49,143,922 (446,086) 48,697,835 

営業利益（△損失） 5,569,870 1,626,798 △2,668,360 231,894 45,228 4,805,432 (1,781,988) 3,023,444 

㈱東北新社(2329) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

- 12 -


	01サマリー情報.pdf
	teisei.pdf
	zaihyou.pdf
	cyuki.pdf

