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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 68,132 △10.1 6,537 9.7 6,392 3.1 1,483 △42.7

20年3月期 75,780 8.6 5,959 27.0 6,197 25.0 2,589 46.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 32.55 ― 2.9 5.8 9.6
20年3月期 56.85 56.75 5.0 5.3 7.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △162百万円 20年3月期  △29百万円

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 105,784 51,685 48.4 1,137.20
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  51,252百万円 20年3月期  51,798百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 6,670 △3,277 △7,168 29,010
20年3月期 3,531 △885 2,435 33,037

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00 638 24.6 1.2
21年3月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00 630 43.0 1.2

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 14.00 14.00 40.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

30,005 △12.2 2,222 △39.0 2,355 △30.6 900 61.1 19.98

通期 62,947 △7.6 3,814 △41.7 4,110 △35.7 1,547 4.3 34.34
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  1,666,366株 20年3月期  1,133,246株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 43,694 △13.2 2,225 137.3 5,670 79.2 1,347 △8.7

20年3月期 50,352 8.6 937 284.9 3,163 38.0 1,476 42.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 29.57 ―

20年3月期 32.40 32.34

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 86,920 36,079 41.5 800.55
20年3月期 94,979 35,599 37.5 780.65

（参考） 自己資本 21年3月期  36,079百万円 20年3月期  35,599百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

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

第2四半期 
累計期間

19,500 △11.1 448 △71.1 1,939 △37.3 1,132 ― 25.14

通期 40,964 △6.2 86 △96.1 3,014 △46.8 1,812 34.5 40.23
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

  当期の日本経済は、世界的な金融危機と景気の急速な悪化の影響を受け、生産の大幅減、雇用情勢の悪化、個人消

費の低迷と、企業・家計ともに深刻さを増しました。かかる景気の急速な冷え込みを背景に、日本国内の広告費は前

年を下回り減少しました。 

 このような状況下、当社グループは積極的な営業活動と費用の効率化を図ってまいりました。しかしながら広告需

要減少は当社グループ業績に影響を与え、平成21年５月20日に発表した「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載

しましたとおり、売上、営業利益、経常利益および純利益は平成20年11月12日発表の予想を下回りました。  

  当期における当社グループの業績は売上高は68,132百万円（前年同期比10.1％減）、営業利益は6,537百万円（前

年同期比9.7％増）、経常利益は6,392百万円（前年同期比3.1％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623百万円を含む特

別損失を4,213百万円を計上したため、当期純利益は1,483百万円（前年同期比42.7％減）となりました。 

 事業のセグメント別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6.5％減の43,380百万円となり、営業利益は前年同期に比べ9.3％減の

7,351百万円となりました。 

  第３四半期以降、広告市場の低迷の影響を受けＣＭ制作部門、セールスプロモーション部門の売上及び営業利益

が低調に推移いたしました。ポストプロダクション部門の売上高はほぼ前年並みに推移しましたが、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6.1％増の10,315百万円となり、営業利益は前年同期に比べ2.2％

増の2,645百万円となりました。  

  関連チャンネルが堅調に推移し、チャンネル向けコンテンツ制作やその他受託業務が増収となりました。 

ＨＤ化に向けて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32.8％減の9,861百万円となり、営業損失は1,320百万円（前年同期は

2,709百万円の損失）となりました。 

 テレビ放映権販売は前年同期に比べ、テレビ配給市場の縮小の影響を受け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。ライツ事業は縮小傾向にあるＤＶＤソフト市場において、前年同期に比し

て収益に寄与する作品が少なかったことから減収となりましたが、キャラクター事業が堅調であったため営業損失

は減少しました。日本語版制作その他業務は、堅調に推移しました。  

④ 物販事業 

  物販事業の売上高は、前年同期に比べ2.1％減の7,667百万円となり、営業利益は前年同期に比べ50.3％減の138

百万円となりました。  

  スーパー事業、ＤＶＤプリント事業、業務用ハード販売において売上は若干前年を上回りましたが、インテリア

事業の売上及び営業利益が大幅に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1.7％増の294百万円となり、営業利益は前年同期に比べ44.4％増の84百

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）上記の事業のセグメント別売上高は、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。   
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次期の見通し 

  

  景気が下げ止まり反転する確かな道筋は見えておらず、先行き不透明の様相を呈し、依然厳しい状況にあります。

 制作関連事業はＣＭ制作及びセールスプロモーションの分野で広告市場低迷の影響を受け、平成21年３月期の第３

四半期以降の水準で推移するものと予想し、減収減益の見込みです。 

 放送関連事業は平成22年３月期もＨＤ化を推進していくための費用増により、減益を見込んでおります。 

 映像関連事業は、テレビ配給市場の縮小傾向が続くため、営業損失が増加するものと予想しております。 

 平成22年３月期の連結業績は、売上高は62,947百万円（前期比7.6％減）、営業利益は3,814百万円（前期比41.7％

減）、経常利益は4,110百万円（前期比35.7％減）、当期純利益1,547百万円（前期比4.3％増）を予想しておりま

す。 

  また、平成22年３月期の個別業績見通しにつきましては、売上高は40,964百万円（前期比6.2％減）、営業利益86

百万円（前期比96.1％減）、経常利益3,014百万円（前期比46.8％減）、当期純利益は1,812百万円（前期比34.5％

増）を予想しております。  

     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。 

（注）平成22年３月期からセグメント名称を「衛星放送関連事業」から「放送関連事業」に変更する予定でありま

す。この名称変更に伴う事業内容及び組織等の変更はございません。 

(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度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 

 4,026百万円減少し、当連結会計年度には29,010百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・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） 

 営業活動の結果生み出した資金は6,670百万円（前連結会計年度は3,531百万円 前期比88.9%増）となりました。

これは主に、法人税等の支払額3,642百万円等で資金は減少しましたが、売上債権の減少額7,262百万円及び税金等調

整前当期純利益2,433百万円等で資金が増加した結果です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、3,277百万円（前連結会計年度は885百万円 前期比270.1％増）となりました。

これは主に、定期預金払戻による収入6,058百万円等で資金が増加しましたが、定期預金預入による支出6,379百万

円,貸付けによる支出1,888百万円及び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す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、7,168百万円（前連結会計年度は2,435百万円の収入）となりました。これは主

に、短期借入れによる収入51,336百万円等で資金が増加しましたが、短期借入金の返済による支出57,448百万円及び

配当金の支払額638百万円等で資金が減少した結果です。 
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自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は経営基盤及び財務体質の強化を図るとともに、利益還元につきましても経営の重点課題の一つとしておりま

す。配当に関しましては、継続的、安定的に行うことを方針としております。また内部留保につきましても財務の健

全性を勘案し、設備投資や映像コンテンツの調達等の将来の事業展開に備えるべく内部留保金の充実を図っておりま

す。 

(4）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を記載しております。ま

た、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事

項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社はこれらのリスク発生の

可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。本項においては、将来に関す

る事項が含まれておりますが、当該事項は当期末現在において判断したものであります。 

① 制作関連事業に関するリスク 

Ａ．広告業界の景気変動によるリスク 

 当社グループの制作関連事業は、広告主・広告代理店・テレビ局等のクライアントにサービスを提供してお

り、景況感の悪化等に伴い広告支出が減少した場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

Ｂ．ＣＭ制作における市場での競合状況及び制作手法の変化によるリスク 

 メディアミックス的ＣＭや双方向ＣＭ等、広告、ＣＭの手法が変化してきております。当社グループは競争

力の強化に努め、合弁会社設立等により新しい広告手法への対応も図っておりますが、ＣＭ制作における市場

での競合状況、制作手法等の変化に当社グループが適応できない場合には、当社グループの経営成績に悪影響

を及ぼす可能性があります。 

Ｃ．撮影延期等に伴うコスト増大に関するリスク 

 ＣＭ、映画及びテレビ番組等の制作時において、予測しがたい自然現象等により意図した撮影ができず撮影

延期や撮り直し等が生ずる場合があります。このため、制作費が予算を超過し利益を圧迫することによって損

失が生じることがあります。稀ではあるものの予算を大幅に超過する作品が発生した場合には、当社グループ

の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

Ｄ．人材確保に関するリスク 

 制作関連事業は全般的に高いクリエイティビティ、ノウハウ、高度な技術及び豊かな経験が要求され、それ

に係る専門的な人材を必要とし、これら高いスキルを持った人材そのものが成長を支える重要な要素となりま

す。そのために当社グループでは、優秀な人材の確保、育成を継続的に行っておりますが、必要な人材の確保

ができない場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

Ｅ．技術革新によるリスク 

 当社グループは、品質および生産性の向上のため 新鋭の映像機器の導入を行っております。機器選定にあ

たっては常時国内外の関連メーカーの動向、関連機器の技術革新の情報を把握するよう心がけ、綿密な調査を

行った上で厳選し、過剰な投資にならない範囲での導入を行っております。しかしながら、映像機器の技術革

新が当社の予想を越えて進行する場合には、保有する設備が陳腐化し新たな設備投資が必要となることがあ

り、その場合には当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 42.9 42.5 44.7 48.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 59.7 48.3 44.5 29.8 

債務償還年数（年） 9.8 210.1 9.2 4.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.2 0.4 6.3 16.5 
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② 衛星放送関連事業に関するリスク 

Ａ．ＣＳ放送事業環境変化及び競合に関するリスク 

 ＢＳ放送、ＣＳ110度デジタル放送及び地上波のデジタル放送化に加え、光ファイバー等を利用したブロー

ドバンドによる映像配信等の普及により、今後ＣＳ放送事業を取り巻く環境は大きく変化していくものと予想

されます。また、多チャンネル化による競合関係の激化に伴い番組コンテンツの奪い合いや視聴料金の低価格

化も予想されます。 

 このような環境の変化に対応すべく、当社グループでは、前述の制作関連事業、後述する映像関連事業との

連携や番組制作会社との緊密な関係を維持することにより有力なコンテンツを調達し、専門チャンネルの特徴

を活かした魅力的な番組編成を行うよう努めております。すでに、国内外の映像使用権のライセンス契約を結

ぶ際には、ブロードバンド配信権も購入するように努めております。 

 しかし、係る環境の変化が当社グループの予想を超えて進行した場合には、当社グループの経営成績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

Ｂ．等々力放送センターの大規模災害等に関するリスク 

  等々力放送センターは、衛星放送に不可欠な衛星向けアンテナや番組送出設備を保有し、衛星放送関連の受

託業務を行っております。地震・火災等の大規模災害によりこれら設備が被害を受ける可能性があり、保険等

による対処は行っておりますが、業務再開までに長期間が必要となる場合には、当社グループの経営成績に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

③ 映像関連事業に関するリスク 

Ａ．購入価格変動によるリスク 

 当社グループが顧客ニーズを考慮し事業計画で見込んでいた重要な映像コンテンツを他社との競合により買

付けることができなかった場合や、グローバルな市場の変動或いは買付競争等により映像コンテンツ買付け額

が上昇し、期待する程の利益を確保できない場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

Ｂ．為替変動によるリスク 

 当社グループは映像使用権の大半を海外から米ドル建てで買付けており、海外権利元への支払時期及び決算

期末時における為替相場の変動に対しては、通常先物為替予約等を利用し円建支払額を確定することによって

リスク軽減を図っております。しかしながら、将来の購入契約時における為替相場によっては、当社グループ

の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

Ｃ．人的関係が取引に影響を及ぼすリスク 

 当社グループでは今後とも永年培ってきた海外権利元との関係維持、強化には万全を期す所存ではあります

が、海外の権利元の資本移動または当社を含めた人材の流出等により、映像コンテンツの買付けに影響が出る

ことが考えられ、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

Ｄ．コンテンツの良否による業績の変動のリスク 

 当社グループは、常にクオリティの高い映像コンテンツの創出と映像パッケージソフトの販売を心掛けてお

りますが、それらすべてが映像視聴者の嗜好に合致するとは限りません。期待する程の収益が確保できない場

合等には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

Ｅ．テレビ局番組改編に伴うリスク 

 当社グループのテレビ配給事業において、海外メジャー作品の買付けは特に地上波キー局への販売を想定し

て行っており、映像関連事業セグメント売上高に対して大きな比重を占めております。通常キー局では毎年４

月と10月が改編期となりますが、各局の洋画枠が継続して存続するという保証はありません。改編によって洋

画枠が減少した場合には、当社が期待する程の収益を確保できず、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

Ｆ．ブロードバンド配信等の普及に伴うリスク 

 ブロードバンド配信の普及により、映像供給の方法がオンライン配信中心になった場合には、パッケージソ

フトが補完的なものとして位置付けられ、パッケージソフトの販売が減少し、当社グループの経営成績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

 一方、ブロードバンド配信等のウィンドウが増加することは新たなビジネスチャンスとなり得るもので、ラ

イセンス取得にあたっては配信の権利を確保することを念頭においております。 

 しかし、係る変化に当社グループが適応できない場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能

性があります。 
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Ｇ．映像使用権購入契約に関するリスク 

 権利元からの映像使用権の購入契約方法は、大きく分けてＭＧ（Minimum Guarantee）契約、フラット契約

及び販売代理契約の３種類があります。 

 ＭＧ契約とは、権利元に取得分を事前に保証する 低保証金を支払い、それを超える権利元取り分が発生し

た場合に権利元に追加ロイヤリティーを支払う方式であります。この 低保証金は収益のいかんにかかわらず

権利元に対して返還を求めることはできません。 

 フラット契約とは、映像使用権を権利元との合意金額で購入する方式であり、収益のいかんにかかわらず権

利元への追加支払が発生しない契約であります。 

 販売代理契約とは、権利元と配分割合を取り決め、販売の都度配分金を権利元に支払う方式であります。 

 以上、３種類の契約方式の内、ＭＧ契約とフラット契約に関しては、販売が計画のとおりなされず収益が

低保証額または購入額に達しなかった場合には赤字取引となり、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

Ｈ．自社出資または共同出資による製作に伴うリスク 

 当社グループでは映画、オリジナルビデオ、アニメーション及びニューコンテンツの制作を自社のみの出資

または共同出資で行っております。出資の決定に際しては、市場における収益性を充分に検討しております

が、完全な予測は困難であります。期待する程の収益が確保できなかった場合には、当社グループの経営成績

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④ 物販事業に関するリスク 

 当社グループのスーパーマーケット部門において、近隣地域に競合店が出店してきた場合や、通信販売やイン

ターネット販売の普及等で流通機構が大きく変動し、当社グループの物販事業部門がこのような変化に適切に対

応できない場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ その他事業（教育事業）に関するリスク 

 当社グループの専門教育事業を継続していくうえで利益確保は必要な条件でありますが、当該事業はあくまで

も映像産業を担う人材の育成を第一の目的としておりますので、多額の宣伝費をかけるような生徒の募集活動は

行っておりません。そのため生徒数に変動が生じることがあり予想した生徒数に満たない場合には、当社グルー

プの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 当社グループの特定取引先に対する依存度について 

 当社グループでは特に株式会社電通及び株式会社博報堂に対する販売比率が高くなっております。今後も当該

取引先との安定的な取引が確保できるように努めてまいりますが、当該取引先の経営施策や取引方針の変更によ

っては、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 知的財産権に関するリスク 

 当社グループが制作又は制作者及び権利元から買付ける映像コンテンツは、原作者、脚本家、翻訳家、監督、

カメラマン、作曲家及び実演者の著作権および著作隣接権並びに出演者等の肖像権及び商標権等多様な知的財産

権を含んでおります。当社グループは映像コンテンツの制作及び買付けに際して、それら権利の帰属、範囲及び

内容等を契約等により明確にし、各関係者がその責任において知的財産権を含む各種の権利及び利益を侵害しな

いように努めております。 

 しかし、上記契約違反等を理由として当社グループが、当該コンテンツの使用差止めや損害賠償の請求或いは

その他訴訟等を受ける可能性は皆無ではなく、その場合には当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑧ 業績の下期偏重について 

 当社グループの売上及び利益は下期に偏重する傾向があります。これは、制作関連事業におけるＣＭ制作及び

プロモーション制作事業部門が新年度に向けての商品の広告宣伝が年度末に増加する影響を受けること、また映

像セグメントにおけるテレビ配給部門がテレビ局の大型改編の影響を受けることがその理由であります。従っ

て、会計年度末の売上高が翌期にずれこむ場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 連結子会社及び関連会社に関するリスク 

 当社グル－プの連結子会社及び関連会社の内、債務超過状態にある会社は、負担すべき債務超過金額を連結財

務諸表に取込んでおります。当社といたしましても当該各社の業績改善に努めておりますが、期待する程の業績

改善が得られずさらに負担金額が増えた場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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⑩ 顧客個人情報保護に関わるリスク 

 当社グループは、関連チャンネルの加入者情報をはじめとした顧客個人情報の保護については細心の注意を払

っております。しかしながら、第三者による不正アクセス等により個人情報が流出した場合には、社会的信用の

低下や不測のコスト負担等によって当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑪ 関連当事者との取引 

 当社と関連当事者との間には、映像コンテンツの売買等の取引が発生しております。詳細は、「４．連結財務

諸表 注記事項 関連当事者との取引」に記載しております。 

⑫ 法的規制について 

 当社グループにおける制作関連事業、衛星放送関連事業、物販事業及び当該事業に係る製商品については、以

下の法令により規制を受けています。 

⑬ 外国人の取得した株式の取扱等について 

 電波法第５条第４項では、外国人（日本に国籍を有しない人、外国政府またはその代表者、外国の法人または

団体）、外国人等が業務を執行する役員である法人または団体及び外国人等がその議決権の３分の１以上を占め

る法人または団体に対しては放送する無線局の免許を与えないこととされており、そして、第75条によって総務

大臣は免許人がこの規定に該当する者になった場合は、免許を取り消さなければならないことになっておりま

す。 

 そのため外国人等の占める議決権の割合が上記を越えてしまう場合、当社等々力放送センターにおける無線局

設備の運用に関して電波法の規制を受けておりますので、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。  

⑭ 株式の希薄化について 

 当社は業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に

基づき役員および従業員（グループ会社を含む）に付与する新株予約権を発行しております。 

 これら新株予約権の行使については、自己株式を交付する予定ですが、必要とする自己の株式を市場で買付け

ることができず新株が発行された場合、当社の株式価値が希薄化する可能性があります。 

法令 規制対象事業又は会社 

警備業法 制作関連事業（広告制作事業部門） 

電波法 衛星放送関連事業（当社等々力放送センター） 

放送法 

（「委託放送事業者」に関わる規制） 

衛星放送関連事業 

株式会社ファミリー劇場 

株式会社クラシカ・ジャパン 

株式会社プレイボーイ・チャンネル・ジャパン 

株式会社スーパーネットワーク 

株式会社ヒストリーチャンネル・ジャパン 

株式会社スター・チャンネル 

食品衛生法 物販事業（スーパー部門） 

酒税法 物販事業（スーパー部門・酒造部門） 

美容師法 物販事業（スーパー部門） 

特定商取引に関する法律 物販事業（通信販売部門） 

大規模小売店舗立地法 物販事業（スーパー部門） 

㈱東北新社（2329） 平成21年３月期決算短信

- 8 -



２．企業集団の状況 

  近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

 ら重要な変更がないため開示を省略しております。 
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３．経営方針 

(1）経営の基本方針 

 当社及び当社グループは、良質な映像の創出により人々に喜びや豊かさを提供することによって社会に貢献すると

ともに、映像文化の発展に寄与することを目指しております。当社グループは「総合映像プロダクション」として、

ＣＭ、番組、映画等の企画・制作から配給、放送、パッケージ販売に至るまで、すなわち、映像コンテンツのプロデ

ュースから供給・流通までを総合的に手がけております。情報技術の急速な進展に伴うメディアのデジタル化、多様

化によってもたらされる新たな映像時代を見据え、諸事業が複合的に一体となって高付加価値を創造するユニークな

ビジネスモデルを 大限活用しながら、人材の育成と技術力の向上を通して、これまで以上に着実な成長を図ってま

いります。また、株主、顧客、取引先、従業員等多くのステークホルダーから企業価値を評価される経営を実践し、

当社グループ全体の価値の向上を目指して努力してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、成長性の指標として売上高及び業界シェア、収益性の指標として営業利益率及び経常利益率を重

点指標としております。また効率性の指標として株主重視の観点から企業価値を高めるためにも、株主資本利益率

（ＲＯＥ）を重視し、その向上に努めております。 

(3）中期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、デジタル技術の進展に伴い急速に変化していく事業環境下において着実かつ継続的な成長を実現

し、今後ますます高まる良質な映像のニーズに幅広く応えていくため、独自のポジションとビジネスモデルを持った

総合映像プロダクションとして以下の強みを 大限発揮してまいります。 

① 各セグメント／サブセグメント事業間の強力なシナジー 

先端映像技術から販売マーケティングまでの質的な相乗効果 

映像製作のバリューチェーン各段階における収益獲得による収益力の相乗効果 

安定的で且つ成長性のある事業ポートフォリオ 

② 人材・情報・技術力の蓄積 

先端映像インフラとノウハウ開発の融合による競争優位性の発揮 

企画・制作・編集・編成等、各分野での創造性の高い人材の集結 

各要素のコラボレーションによる付加価値の創造 

③ 徹底したグループ横断的なコスト管理 

管理会計ベースの予算制度に基づく「ヒト・モノ・カネ」に対する社内管理の徹底による収益性の確保 

グループ各事業を自在に組み合わせた収益モデル 

④ 主要各事業での強固な業界地位 

 主要各事業（ＣＭ制作、ポストプロダクション、テレビ配給、日本語版制作、衛星放送関連等）において、業界

のリーディングカンパニーの地位を確立 

(4）会社が対処すべき課題 

 モバイルやブロードバンド等の通信インフラの急速な普及及びこれに伴うメディアの多様化は、衛星放送の多チャ

ンネル化とも合わせ、コンテンツの重要性を高めております。また、デジタル技術による映像テクノロジーの進化も

一層加速することが予想されます。こうした事業環境下、当社グループは総合映像プロダクションとして、より高品

質の映像作りを目指すとともに、各事業の課題を着実に実践することにより、継続的な成長を図ってまいります。 

① 広告メディアの多様化への対応  

 広告メディアの多様化に伴い、クライアントのニーズも多様化しております。すなわち、従来の主力メディアで

あるテレビＣＭに加えて、プロモーション、Ｗｅｂ等を組み合わせたキャンペーンが増加しており、これらを統合

的にプロデュースできる人材の育成と体制の整備を進めております。 

② デジタル化への対応強化 

 映像制作のデジタル化に伴い制作工程の革新、フィルムレス化、ＨＤ化、ＣＧＩとの融合が進展しております。

当社グループは、映像制作の専門会社として、ＣＭや映画のＨＤ（高精細）撮影技術についても開発を進めてお

り、デジタル技術とフィルム技術の融合等によるこれからの映像作りにも積極的に取り組んでまいります。また、

さらなるデジタル化に対応するため、映像処理工程を完全デジタル化した設備を既に備え、編集作業の分野におい

ても業務効率の向上を図り、将来の映画のデジタル配信・上映に向けたノウハウを蓄積し新たなクリエイティビテ

ィを追求してまいります。 

③ 映像ライツビジネスの再構築と成長促進 

 多メディア化による映像コンテンツの需要の増加をビジネスチャンスとして捉え、当社グループの企画・制作機

能を更に強化し、映像コンテンツ（映画・アニメ）の開発を推進し、著作権が自社に帰属するコンテンツ・ライブ
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ラリーの構築に努めてまいります。かかるコンテンツを劇場用映画、地上波／衛星テレビ放送、パッケージ、ブロ

ードバンド、モバイル等の多様なメディアで展開してまいります。 

④ テレビ配給事業の収益性の向上 

 当事業の収益改善を図ってまいります。また、仕入先の多様化を推し進めるとともに、テレビ権のみならず、Ｖ

ＯＤ権やＩＰ配信権も獲得し、インターネット等のメディアへの拡販にも注力してまいります。 

⑤ 衛星放送事業強化 

 衛星放送関連事業におけるマーケットは、他チャンネルとの競争が激化することが予想されます。当社グループ

は、関連チャンネルのＨＤ化を推進していくとともに、オリジナル番組の開発等、コンテンツ内容を一層充実させ

魅力的な番組編成を行うことで競争力を強化してまいります。また、多様化するメディアの動向に留意し、将来性

が高いと思われるメディアには積極的に進出を図ってまいります。 

 当社グループは、上記課題を達成することにより企業価値の向上に努めて行くとともに、企業の社会的、倫理的責

任を十分認識し、内部統制システムの構築を図り管理体制の強化にも努めてまいる所存であります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 15社 

株式会社オムニバス・ジャパン 

株式会社二番工房 

株式会社ニッテンアルティ 

株式会社サーマル 

     株式会社ティーエフシープラス 

株式会社東北新社クリエイツ 

     株式会社ホワイトボックス 

     株式会社ファミリー劇場 

   株式会社プレイボーイ・チャンネ 

     ル・ジャパン  

株式会社クラシカ・ジャパン 

ナショナル物産株式会社 

COSUCO INC. 

CENTE SERVICE CORP. 

8981 INC. 

SHIMA CORP. 

 株式会社ホワイトボックスは平成19

年４月３日付で新規設立(払込期日は

平成19年３月29日）されたことに伴

い、当連結会計年度から連結の範囲

に含めております。 

(1) 連結子会社の数 15社 

株式会社オムニバス・ジャパン 

株式会社二番工房 

株式会社ニッテンアルティ 

株式会社サーマル 

     株式会社ティーエフシープラス 

株式会社東北新社クリエイツ 

     株式会社ホワイトボックス 

     株式会社ファミリー劇場 

   株式会社プレイボーイ・チャンネ 

     ル・ジャパン  

株式会社クラシカ・ジャパン 

ナショナル物産株式会社 

COSUCO INC. 

CENTE SERVICE CORP. 

8981 INC. 

SHIMA CORP. 

  (2) 非連結子会社の数 １社 

ENTERTAINMENT ALIA,INC. 

(2) 非連結子会社の数 ２社  

ENTERTAINMENT ALIA,INC. 

 株式会社サテライト・マスター 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 ENTERTAINMENT ALIA,INC.の総資産、

売上高、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも少額であり、連結財務諸

表に及ぼす影響は軽微なため、連結の

範囲から除いております。 

 なお、上記の非連結子会社１社につ

いては持分法を適用しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 ENTERTAINMENT ALIA,INC.の総資産、

売上高、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも少額であり、連結財務諸

表に及ぼす影響は軽微なため、連結の

範囲から除いております。 

 株式会社サテライト・マスターは平

成20年６月30日付で全株式を取得しま

したが、支配が一時的であることから

連結の範囲から除いております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 １社 

ENTERTAINMENT ALIA,INC. 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 １社 

ENTERTAINMENT ALIA,INC. 
  (2) 持分法適用の関連会社数 ８社 

株式会社スーパーネットワーク 

株式会社ヒストリーチャンネル・ 

   ジャパン 

株式会社スター・チャンネル 

株式会社デジタルエッグ 

株式会社ムーバイル 

株式会社博報堂ケトル 

株式会社ムラヤマ 

株式会社ゴー・シネマ 

(2) 持分法適用の関連会社数 ７社 

株式会社スーパーネットワーク 

株式会社ヒストリーチャンネル・ 

   ジャパン 

株式会社スター・チャンネル 

株式会社デジタルエッグ 

株式会社博報堂ケトル 

株式会社ムラヤマ 

株式会社ゴー・シネマ 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

     株式会社ゴー・シネマは平成19年10月 

 ９日付で新規設立されたことに伴い、当 

 連結会計年度から持分法適用の関連会社 

 の範囲に含めております。 

  また、前連結会計年度において持分法 

 適用の関連会社の範囲に含めておりまし 

 たＤ＆Ｔ組合は、平成20年３月27日付で 

 清算したことに伴い、同日を基準日とし 

 て持分法適用の関連会社の範囲から除外 

 しております。 

 持分法適用関連会社の株式会社エス・チ

ャンネル（平成20年８月１日付で株式会社

スター・チャンネルから株式会社エス・チ

ャンネルに商号変更）は、平成20年８月１

日付で会社分割により新たに株式会社スタ

ー・チャンネル（６月決算）を設立いたし

ました。これに伴い、当連結会計年度から

株式会社スター・チャンネルを新たに持分

法適用の範囲に含めております。なお、株

式会社エス・チャンネルは、平成21年３月

23日付で清算結了したことに伴い持分法適

用の範囲から除外しております。 

 また、株式会社ムーバイルは、平成20年

12月１日付で株式を売却したことに伴い持

分法適用の範囲から除外しております。 

   (3) 持分法を適用していない非連結子会 

  社数 

――――― 

  

  

 

  

  

  

  

  

(3) 持分法を適用していない非連結子会

社数 

      １社 

 株式会社サテライト・マスター 

（持分法を適用しない理由） 

 株式会社サテライト・マスターは平

成20年６月30日付で全株式を取得しま

したが、支配が一時的であることから

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

  

   (4) 持分法を適用していない関連会社数 

         ５社 

  

  

  

(4) 持分法を適用していない関連会社数 

      ４社 

  

  

  

    株式会社オン・ビット 

     株式会社オレンジワークス 

    株式会社ハリウッドムービーズ 

  有限会社フィーニス 

     TTSコンテンツ・パートナーズ 

     有限会社フィーニスは平成19年８月１

  日付で有限会社ヴィーヴが商号変更した

  ものであります。 

  株式会社オン・ビット 

     株式会社オレンジワークス 

    株式会社ハリウッドムービーズ 

  有限会社フィーニス 

 TTSコンテンツ・パートナーズは平成21

年３月16日付で清算結了しております。 

  （持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用していない関連会社

は、当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (5) 持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、各

社の事業年度に係る財務諸表を使用し

ております。ただし、株式会社スタ

ー・チャンネル(決算日６月30日)につ

いては仮決算を行い、１月１日から12

月31日の期間に係る財務数値を使用し

ております。 

(5) 持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、各

社の事業年度に係る財務諸表を使用し

ております。ただし、株式会社スタ

ー・チャンネル(決算日６月30日)につ

いては仮決算を行い、８月１日から12

月31日の期間に係る財務数値を使用し

ております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

  連結子会社のうち、株式会社プレイボ 

 ーイ・チャンネル・ジャパン、COSUCO  

 INC.、CENTE SERVICE CORP.、8981 IN 

 C.、SHIMA CORP.及び株式会社ファミリー

 劇場の決算日は、12月31日であります。 

  連結財務諸表の作成にあたっては、同 

 決算日現在の財務諸表を使用しておりま 

 す。ただし、連結決算日との間に生じた 

 重要な取引については、連結上必要な調 

 整を行っております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

   

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 

  

  

   (イ)満期保有目的の債券 

        ――――― 

   (イ)満期保有目的の債券 

    償却原価法（定額法） 

    (ロ)その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定) 

  (ロ)その他有価証券 

 時価のあるもの 

      同左 

   時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

 時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

(イ)映像使用権及び仕掛品 

 個別法による原価法 

③ たな卸資産 

(イ)映像使用権及び仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

  

  (ロ)商品 

 当社の商品については、先入先出

法による原価法を、連結子会社ナシ

ョナル物産株式会社の商品について

は 終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(ロ)商品 

 当社の商品については、先入先出法によ 

 る原価法を、連結子会社ナショナル物産株

 式会社の商品については 終仕入原価法を

 採用しております。（貸借対照表価額は収

 益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

  (ハ)原材料 

 月次総平均法による原価法 

(ハ)原材料 

  月次総平均法による原価法（貸借対照表 

 価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

 方法）  

  (ニ)貯蔵品 

 終仕入原価法 

(ニ)貯蔵品 

   終仕入原価法（貸借対照表価額は収益 

 性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

    （会計方針の変更） 

 当連結会計年度から、「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日公表分)を適用しており 

 ます。 

 これにより営業利益、経常利益はそれぞ 

 れ1,289,931千円減少し、税金等調整前当 

 期純利益は、3,829,236千円減少しており 

 ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、 

 当該箇所に記載しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を、また在外連結子会社は定額法を採

用しております。 

 ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物    ６～50年 

機械装置及び運搬具  ２～15年 

(会計方針の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度から、

平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 この変更による損益に与える影響は

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。 

(追加情報) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度から、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却に含めて計上しております。 

 この変更による損益に与える影響は

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。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を、また在外連結子会社は定額法を採

用しております。 

 ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物    ６～50年 

機械装置及び運搬具  ３～10年 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装

置については、従来、耐用年数を２

～15年としておりましたが、当連結

会計年度から３～10年に変更してお

ります。 

 この変更は、法人税法の改正（減

価償却資産の耐用年数等に関する省

令の一部を改正する省令（財務三

二）平成20年４月30日 特別号外９

号）を契機として資産の利益状況等

を見直したことによるものでありま

す。  

これ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。 

  ② 無形固定資産 

(イ)ソフトウエア 

 自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用しておりま

す。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

(イ)ソフトウエア 

同左 

  (ロ)ソフトウエア以外の無形固定資産 

 定額法(５年) 

(ロ)ソフトウエア以外の無形固定資産 

同左 

    

  

③ リース資産 

 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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうちリース取引開始日が平成

20年３月31日以前の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

た会計処理によっております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 売掛金、貸付金等債権の貸倒れに備 

えるため一般債権については貸倒実績 

率により、貸倒懸念債権等特定の債権 

については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ②  投資損失引当金  

    関係会社等への投資に対する損失に 

 備えるため、その財政状態等を勘案  

  し、当連結会計年度末に必要と見込ま 

 れる額を計上しております。 

②  投資損失引当金  

同左 

  ③ 賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員

に対して支給する賞与の支出に備える

ため、支給見込額を基礎に当連結会計

年度に属する賞与計算対象期間が負担

する金額を算出して計上しておりま

す。 

③ 賞与引当金 

同左 

  ④ 退職給付引当金 

  当社及び国内連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。          

  数理計算上の差異は、各連結会計年  

度の発生時における従業員の平均残存 

勤務期間以内の一定の年数(５年)によ 

る定率法により按分した額をそれぞれ 

発生の翌連結会計年度から費用処理す 

ることとしております。 

  また、当社及び国内連結子会社1社に

おいて、執行役員の退任時の退職一時

金支出に備えるため、所定の規程に基

づく当連結会計年度末要支給額を計上

しております。 

④ 退職給付引当金 

        同左        
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社３社は、役

員退職慰労金の将来の支出に備えるた

め、所定の規程に基づく当連結会計年

度末要支給額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 連結子会社である株式会社二番工房 

及び株式会社ニッテンアルティの役員 

退職慰労金は、従来支出時の費用とし 

て処理しておりましたが、当連結会計 

年度から所定の規程に基づく当連結会 

計年度末要支給額を役員退職慰労引当 

金として計上する方法に変更しており 

ます。 

 この変更は、「租税特別措置法上の 

準備金及び特別法上の引当金又は準備 

金並びに役員退職慰労引当金等に関す 

る監査上の取扱い」（日本公認会計士 

協会 監査・保証実務委員会報告第42 

号 平成19年４月13日）が公表された 

ことを踏まえ、期間損益の適正化及び 

財務内容の健全化を図るために行った 

ものであります。 

 この変更により、当連結会計年度の 

発生額11,453千円を販売費及び一般管 

理費に計上し、過年度相当額36,382千 

円を特別損失に計上しております。こ 

の結果、従来の方法と比較して、営業 

利益及び経常利益はそれぞれ11,453千 

円減少し、税金等調整前当期純利益は

46,325千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響 

額は、当該箇所に記載しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社３社は、役

員退職慰労金の将来の支出に備えるた

め、所定の規程に基づく当連結会計年

度末要支給額を計上しております。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、振当処理した

ものを除き、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債

は、決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

         同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

― 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。 

 なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約については振当処理によっ

ております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ)ヘッジ手段 

 為替予約 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ)ヘッジ手段 

同左 

  (ロ)ヘッジ対象 

 外貨建営業債務及び外貨建予定取

引 

(ロ)ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する社内権限

規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替

相場変動リスクを対象債務の範囲内で

ヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条

件は同一であり、高い有効性があると

みなされるため、検証を省略しており

ます。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

  のれんの償却については、５年間の均

等償却を行っております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

会計処理基準に関する事項        ―――――  （リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度から、「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、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

この変更による損益に与える影響は軽微

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。 

  

 （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） 

 当連結会計期間から、「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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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

         ――――― （連結貸借対照表）         

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「その他のたな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「仕掛品」「その他のた

な卸資産」に区分掲記されております。なお、前連結会

計年度の「その他のたな卸資産」に含まれる「仕掛品」

「その他のたな卸資産」は、それぞれ3,384,520千円、

446,883千円であります。         

(連結キャッシュ・フロー計算書）         

前連結会計年度において「映像使用権の減少額（△は増

加）」、「その他のたな卸資産の増減額（△は増加）」

として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

Ｌ導入に伴い、連結キャッシュ・フロー計算書の比較可

能性を向上するため、当連結会計年度から「たな卸資産

の増減額（△は増加）」と一括して掲記しております。

なお、当連結会計年度に含まれる「映像使用権の減少額

（△は増加）」、「その他のたな卸資産の増減額（△は

増加）」は、それぞれ△461,693千円, 1,007,183千円で

あります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

  

投資有価証券(株式)  1,786,336千円 

出資金 

(投資その他の資産「その他」) 

38,017千円 

 合計  1,824,354千円 

投資有価証券(株式) 2,159,155千円 

※２  その他のたな卸資産の内訳は次のとおりでありま

す 

───── 

 ※２  その他のたな卸資産の内訳は次のとおりでありま

す。 

商品及び製品  345,201千円 

原材料及び貯蔵品 61,879千円 

 合計  407,080千円 

※３ 担保に供している資産 

 長期性預金については営業債務（ただし、当連結

会計年度末残高はありません）の担保として質権設

定しております。 

長期性預金 20,000千円 

(投資その他の資産「その他」) 

 ※３ 担保に供している資産 

     現金及び預金（定期預金）については支払手形及

び買掛金4,497千円の担保として質権設定しておりま

す。 

  

現金及び預金（定期預金） 20,000千円 

  ４ 偶発債務 

債務保証 

 次の会社の金融機関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

  ４ 偶発債務 

債務保証 

 次の会社の金融機関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

㈱デジタルエッグ 259,750千円 

㈱オン・ビット       171,000千円 

㈱スター・チャンネル  672,943千円 

  次の会社の仕入債務に対し債務保証を行ってお

ります。 

（（ ）内は自己負担額）

㈱スター・チャンネル 2,411,275千円 

  (     602,818千円)

債務保証合計  3,514,969千円 

  なお、㈱スター・チャンネルに対する債務保証は、当

社を含む同社株主４社の連帯保証であり、総額で記載し

ております。 

㈱デジタルエッグ 223,750千円 

㈱オン・ビット    171,000千円 

  次の会社の仕入債務に対し債務保証を行ってお

ります。 

㈱スター・チャンネル 2,016,963千円 

債務保証合計  2,411,713千円 

   
※５ 当社及び国内連結子会社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越

契約及び取引銀行３行と貸出コミットメント契約を

締結しております。 

  当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。 

※５ 当社及び国内連結子会社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越

契約及び取引銀行３行と貸出コミットメント契約を

締結しております。 

  当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 45,700,000千円 

借入実行残高  29,791,624千円 

差引額    15,908,375千円 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額  38,800,000千円 

借入実行残高  25,200,000千円 

差引額   13,600,000千円 

※６ 機械装置及び運搬具の取得価額から控除されてい

る保険差益等による圧縮記帳額     4,547千円   

※６ 機械装置及び運搬具の取得価額から控除されてい

る保険差益等による圧縮記帳額      2,181千円  
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 １         ───── 

  

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

                 1,289,931千円 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬   683,438千円

給料手当 2,735,454千円

賞与 263,833千円

賞与引当金繰入額  385,993千円

退職給付費用    314,962千円

役員退職慰労引当金繰入額   105,701千円

福利厚生費  566,702千円

賃借料  456,608千円

減価償却費    393,495千円

貸倒引当金繰入額 7,887千円

役員報酬 728,651千円

給料手当 2,921,172千円

賞与  254,035千円

賞与引当金繰入額    332,562千円

退職給付費用     413,039千円

役員退職慰労引当金繰入額  111,382千円

福利厚生費 527,998千円

賃借料   461,779千円

減価償却費  382,952千円

 ※３ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具売却益 135千円

その他     3千円

 ※３ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具売却益 701千円

その他 1,170千円

   
※４ その他の特別損失の内訳は次のとおりであります。 ※４ その他の特別損失の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損 

建物及び構築物除却損 1,497千円

機械装置及び運搬具除却損      240千円

無形固定資産除却損 1,369千円

その他除却損        1,492千円

固定資産売却損      

 機械装置及び運搬具売却損    107千円

 その他売却損      7,912千円

投資有価証券売却損         1,920千円

ゴルフ会員権評価損           150千円

役員退職慰労引当金繰入額         36,382千円

その他         3,430千円

計      54,503千円

固定資産除却損 

機械装置及び運搬具除却損        381千円

その他除却損      2,148千円

固定資産売却損      

 機械装置及び運搬具売却損   1,507千円

 その他売却損          17千円

投資有価証券売却損        363,782千円

その他         16,777千円

計 384,615千円
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加20株は、単元未満株の買取りによる増加であります。 

     ２.普通株式の自己株式の株式数の減少65,400株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   当社が会社法施行日前に付与したストック・オプションとしての新株予約権のみであるため、残高はありませ

ん。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式  46,735,334 ― ― 46,735,334 

合計 46,735,334 ― ― 46,735,334 

自己株式        

普通株式 （注）1,2 1,198,626 20 65,400 1,133,246 

合計 1,198,626 20 65,400 1,133,246 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 455,367 10 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 638,429  利益剰余金 14 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加623,320株は、取締役会決議に基づく買付けによる増加623,300株及び単

元未満株式の買取りによる増加20株であります。 

     ２.普通株式の自己株式の株式数の減少90,200株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   当社が会社法施行日前に付与したストック・オプションとしての新株予約権のみであるため、残高はありませ

ん。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式  46,735,334 ― ― 46,735,334 

合計 46,735,334 ― ― 46,735,334 

自己株式        

普通株式 （注）1,2 1,133,246 623,320 90,200 1,666,366 

合計 1,133,246 623,320 90,200 45,068,968 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 638,429 14 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 630,965  利益剰余金 14 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定   36,478,339千円

預け入れ期間が３ケ月を超える 

定期預金 
 △3,440,737千円

現金及び現金同等物   33,037,601千円

現金及び預金勘定   31,768,477千円

預け入れ期間が３ケ月を超える 

定期預金 
△3,167,312千円

取得日から３ケ月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券） 
  409,629千円

現金及び現金同等物  29,010,794千円
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  
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 
45,268,057 9,275,244 14,164,122 6,848,782 223,914 75,780,120 ― 75,780,120 

(2)セグメント 

間の内部売上 

高又は振替高 

1,116,998 449,483 505,207 981,695 66,018 3,119,403 (3,119,403) ―

計 46,385,056 9,724,727 14,669,329 7,830,477 289,933 78,899,524 (3,119,403) 75,780,120 

営業費用 38,282,889 7,136,297 17,379,287 7,550,988 231,396 70,580,860 (760,361) 69,820,499 

営業利益 

(△損失) 
8,102,166 2,588,430 △2,709,958 279,488 58,536 8,318,664 (2,359,042) 5,959,621 

Ⅱ 資産、減価 

償却費,減損損

失及び資本的

支出 

                

資産 43,258,934 6,559,983 27,127,999 5,486,267 4,201,514 86,634,700 29,177,475 115,812,175 

減価償却費 336,259 34,414 27,227 33,554 5,523 436,980 88,088 525,068 

減損損失 ― ― ― ― ― ― ― ― 

資本的支出 122,524 21,951 3,335 31,995 1,779 181,586 100,853 282,440 

  
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 
42,054,207 9,909,319 9,222,401 6,722,427 224,229 68,132,584 ― 68,132,584 

(2)セグメント 

間の内部売上 

高又は振替高 

1,326,670 405,973 639,244 945,366 70,705 3,387,961 (3,387,961) ―

計 43,380,877 10,315,292 9,861,646 7,667,794 294,934 71,520,546 (3,387,961) 68,132,584 

営業費用 36,029,795 7,670,000 11,181,890 7,528,984 210,410 62,621,081 (1,025,737) 61,595,344 

営業利益 

(△損失) 
7,351,082 2,645,291 △1,320,244 138,810 84,523 8,899,464 (2,362,224) 6,537,240 

Ⅱ 資産、減価 

償却費,減損損

失及び資本的

支出 

                

資産 38,880,644 7,094,088 25,508,193 5,426,828 3,473,005 80,382,760 25,401,754 105,784,514 

減価償却費 359,589 80,105 24,194 35,543 5,388 504,821 88,947 593,769 

減損損失 ― ― ― ― ― ― ― ― 

資本的支出 757,098 516,132 1,836 26,951 1,483 1,303,501 455,941 1,759,443 
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 （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 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、前連結会計年度で2,397,335千

円、当連結会計年度で2,374,965千円であり、その主なものは当社の総務部門等管理部門に係る費用であり

ます。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度で29,809,987千円、当連結会

計年度で25,907,969千円であり、その主なものは当社での余剰運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投

資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

    ５ 会計方針の変更 

             （前連結会計年度） 

              「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

            は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、平成19年４月以降に取得した有形固定資産について、改

            正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる減価償却費、営業費用及び営業利

            益に与える影響額は軽微であります。 

  

              「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（3）⑤に記載のとおり、連結子会社である株式

            会社二番工房及び株式会社ニッテンアルティの役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理しておりま

            したが、当連結会計年度から所定の規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に

            変更しております。 

              この変更により、従来の方法と比較して、制作関連事業の営業費用は11,453千円増加し、営業利益は同額

            減少しております。 

             

       （当連結会計年度） 

        「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）③に記載のとおり、当連結会計年度から、

           「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日公表分)を適用しておりま 

            す。これにより営業利益は制作関連事業で24,411千円、衛星放送関連事業で374千円、映像関連事業で   

      1,240,414千円及び物販事業で24,731千円減少しております。 

              

       「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、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、当連結

            会計年度から、「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、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

              この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

    ６ 追加情報 

        （前連結会計年度) 

              「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

            は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正

            前の法人税法に基づく減価償却費の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

            年度から、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

            上しております。これによる減価償却費、営業費用及び営業利益に与える影響額は軽微であります。 

 

        （当連結会計年度) 

       「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）①に記載のとおり、当社及び国内連結子会
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      社の機械装置については、従来、耐用年数を２～15年としておりましたが、当連結会計年度から３～10年に

      変更しました。 

       この変更は、法人税法の改正（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（財務三 

      二）平成20年４月30日 特別号外９号）を契機として資産の利益状況等を見直したことによるものでありま

      す。 

              これによる減価償却費、営業費用及び営業利益に与える影響額は軽微であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至

平成21年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも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。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至

平成21年３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ております。 
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（１株当たり情報） 

  

(注）1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。   

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,135円88銭

１株当たり当期純利益    56円85銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    56円75銭   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について 

 は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額  1,137円20銭

１株当たり当期純利益      32円55銭

 
前連結会計年度末 
(平成20年３月31日） 

当連結会計年度末 
(平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 52,087,781 51,685,059 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 288,854 432,822 

（うち少数株主持分） (288,854)  (432,822) 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 51,798,926 51,252,236 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（株） 
45,602,088 45,068,968 
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 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

  
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益(千円) 2,589,951 1,483,404 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― － 

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,589,951 1,483,404 

普通株式の期中平均株式数(株) 45,557,028 45,571,320 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数(株) 75,989 ― 

（うち新株予約権(株)） (75,989)  ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

平成17年６月29日開催の定時

株主総会決議による新株予約

権方式のストック・オプショ

ン（株式の数 965,200株）  

平成17年６月29日開催の定時

株主総会決議による新株予約

権方式のストック・オプショ

ン（株式の数 927,400株）  
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（重要な後発事象） 

        前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至 

    平成21年３月31日） 

    該当事項はありません。 
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   (開示の省略) 

    リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、企業結合等、関

   連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

   省略しております。 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  

  

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 映像使用権及び仕掛品 

個別法による原価法 

(1) 映像使用権及び仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

  

(2) 商品 

先入先出法による原価法 

(2) 商品 

先入先出法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法） 

  

  

(3) 原材料 

月次総平均法による原価法 

(3) 原材料 

月次総平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

  

  

(4) 貯蔵品 

終仕入原価法 

(4) 貯蔵品 

終仕入原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法） 

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度から、「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日公表分)を適用しており

ます。 

これにより営業利益、経常利益は、そ

れぞれ1,265,199千円減少し、税引前当期

純利益は、3,804,504千円減少しておりま

す。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物        ６～50年 

工具、器具及び備品 ２～20年 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物        ６～50年 

工具、器具及び備品 ３～10年 

  

  

（会計方針の変更） 

  法人税法の改正に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 なお、この変更による損益に与える影

響は軽微であります。 

（追加情報） 

 機械及び装置については、従来、耐用

年数を２～15年としておりましたが、当

事業年度から３～10年に変更しておりま

す。 

 この変更は、法人税法の改正（減価償

却資産の耐用年数等に関する省令の一部

を改正する省令（財務三二）平成20年４

月30日 特別号外９号）を契機として資

産の利用状況等を見直したことによるも

のであります。 

これによる損益に与える影響は軽微で

あります。 

  （追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度から、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 なお、この変更による損益に与える影

響は軽微であります。 

 

  (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

のれん 

５年間の均等償却 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

        ――――― 

  

(3) リース資産 

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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうちリース取引開始日が平成

20年３月31日以前の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

た会計処理によっております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、振当処理した

ものを除き、期末日の直物為替相場によ

り円換算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同左 

６ 引当金の計上基準 

  

(1) 貸倒引当金 

売掛金、貸付金等債権の貸倒れに備え

るため一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

(2) 投資損失引当金 

関係会社等への投資に対する損失に備

えるため、その財政状態等を勘案し、当

事業年度末に必要と見込まれる額を計上

しております。 

(2) 投資損失引当金 

同左 

  

  

(3) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額を基礎に当事業

年度に属する賞与計算対象期間が負担す

る金額を算出して計上しております。 

(3) 賞与引当金 

同左 

  

  

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５年)による定率法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしておりま

す。 

また、執行役員の退任時の退職一時金

支出に備えるため、当社所定の規程に基

づく当事業年度末要支給額を計上してお

ります。 

(4) 退職給付引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  

  

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の将来の支出に備え

るため、当社所定の規程に基づく当事

業年度末要支給額を計上しておりま

す。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

  

  

(6) 関係会社事業損失引当金 

 関係会社の事業の損失に備えるた

め、関係会社に対する出資金額及び貸

付金等債権額を超えて、当社が負担す

ることとなる損失見込額を計上してお

ります。 

――――― 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

――――― 

８ ヘッジ会計の方法 

  

(1) ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。 

 なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約については振当処理によっ

ております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

  

  

ヘッジ対象 

外貨建営業債務及び外貨建予定取

引 

ヘッジ対象 

同左 

  

  

(3) ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する社内権限

規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替

相場変動リスクを対象債務の範囲内で

ヘッジしております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  

  

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条

件は同一であり、高い有効性があると

みなされるため、検証を省略しており

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――  （リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度から、「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、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

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。 

   

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

前期まで固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

した「長期預り保証金」は、負債及び純資産の合計額の

100分の１を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期における「長期預り保証金」の金額は

1,004,717千円であります。 

――――― 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 

 長期性預金             20,000千円 

(投資その他の資産「その他」) 

 長期性預金については営業債務（ただし、当事業

年度末残高はありません）の担保として質権設定し

ております。 

 現金及び預金（定期預金）     20,000千円 

 現金及び預金（定期預金）については、買掛金

24,497千円の担保として質権設定しております。 

※２ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

※２ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

受取手形及び売掛金 2,739,803千円

買掛金 698,602千円

長期預り保証金 1,041,771千円

受取手形及び売掛金 2,457,884千円

買掛金 839,022千円

長期預り保証金 1,053,102千円

 ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社の金融機関等からの借入に対し債務

保証を行っております。 

 ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社の金融機関等からの借入に対し債務

保証を行っております。 

 次の関係会社の仕入債務に対し債務保証を行って

おります。 

㈱プレイボーイ・チャンネル・

ジャパン 
320,000千円

㈱デジタルエッグ 259,750千円

㈱オン・ビット 171,000千円

㈱スター・チャンネル 672,943千円

（（ ）内は自己負担額）

㈱スター・チャンネル 2,411,275千円

  (602,818千円)

債務保証合計 3,834,969千円

 次の関係会社の仕入債務に対し債務保証を行って

おります。 

なお、㈱スター・チャンネルに対する債務保証

は、当社を含む同社株主４社の連帯保証であり、

総額で記載しております。 

㈱プレイボーイ・チャンネル・

ジャパン 
300,000千円

㈱デジタルエッグ 223,750千円

㈱オン・ビット 171,000千円

㈱スター・チャンネル 2,016,963千円 

債務保証合計 2,711,713千円 

   
※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行６行と当座貸越契約及び取引銀行３行と貸出

コミットメント契約を締結しております。 

 当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行７行と当座貸越契約及び取引銀行３行と貸出

コミットメント契約を締結しております。 

 当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
44,100,000千円

借入実行残高 29,791,624千円

差引額 14,308,375千円

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
37,200,000千円

借入実行残高 25,200,000千円

差引額 12,000,000千円

※５ 車両運搬具の取得価額から控除している保険差益

等の圧縮記帳額 

4,547千円 

※５ 車両運搬具の取得価額から控除している保険差益

等の圧縮記帳額 

2,181千円 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  １        ――――― ※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

                  1,265,199千円 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

関係会社からの受取配当金 977,000千円

関係会社からの不動産賃貸収入 1,120,881千円

関係会社からの経営指導料 349,972千円

関係会社からの受取配当金 2,306,696千円

関係会社からの不動産賃貸収入 1,185,376千円

関係会社からの経営指導料 352,234千円

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は59％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は41％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は59％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は41％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 468,853千円

給料及び諸手当 1,502,687千円

賞与 195,093千円

賞与引当金繰入額 240,799千円

退職給付費用 203,036千円

役員退職慰労引当金繰入額 77,870千円

交際接待費 379,081千円

支払手数料 245,708千円

減価償却費 220,691千円

役員報酬 445,160千円

給料及び諸手当 1,673,722千円

賞与 188,993千円

賞与引当金繰入額 208,098千円

退職給付費用 266,649千円

役員退職慰労引当金繰入額 90,375千円

交際接待費 353,236千円

支払手数料 224,930千円

減価償却費 226,338千円

※４ 固定資産売却益は、工具、器具及び備品3千円であ

ります。 

※４ 固定資産売却益は、車両運搬具1,283千円、工具、

器具及び備品1,170千円であります。 

※５ 固定資産売却損は、車両運搬具58千円、工具、器

具及び備品7,912千円であります。 

※５ 固定資産売却損は、工具、器具及び備品17千円で

あります。 

※６ 固定資産除却損は、建物付属設備5,940千円、機械

及び装置13千円、工具、器具及び備品551千円であり

ます。 

※６ 固定資産除却損は、工具、器具及び備品777千円、

機械及び装置238千円、車両運搬具67千円でありま

す。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加20株は、単元未満株の買取りにより増加であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少65,400株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加623,320株は、取締役会決議に基づく買取りによる増加623,300株及び

単元未満株式の買取りによる増加20株であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少90,200株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 （注）1,2 1,198,626 20 65,400 1,133,246 

合計 1,198,626 20 65,400 1,133,246 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 （注）1,2 1,133,246 623,320 90,200 1,666,366 

合計 1,133,246 623,320 90,200 1,666,366 
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（１株当たり情報） 

  

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 780円65銭

１株当たり当期純利益 32円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 32円34銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額 800円55銭

１株当たり当期純利益 29円57銭

   

 
前事業年度末 

(平成20年３月31日） 
当事業年度末 

(平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 35,599,515 36,079,967 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 35,599,515 36,079,967 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（株） 
45,602,088 45,068,968 

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益(千円) 1,476,092 1,347,785 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,476,092 1,347,785 

普通株式の期中平均株式数(株) 45,557,028 45,571,320 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数(株) 75,989 ― 

（うち新株予約権(株)） (75,989) ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

平成17年６月29日開催の定

時株主総会決議による新株予

約権方式のストック・オプシ

ョン（株式の数965,200株） 

平成17年６月29日開催の定

時株主総会決議による新株予

約権方式のストック・オプシ

ョン（株式の数927,400株株）
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（重要な後発事象） 

    前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年 

    ３月31日） 

    該当事項はありません。 
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６．その他 

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   代表取締役副社長 植村徹（現 取締役副社長） 

② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

    取締役 土藤敏治（現 上席執行役員） 

 ・退任予定取締役 

    代表取締役会長 植村伴次郎（ 高顧問 就任予定） 

    常務取締役   寺嶋成晃 （常勤顧問 就任予定） 

 ・新任監査役候補 

    （常 勤）監査役 吉田雅之（現 人事部スーパーバイザー） 

         監査役 上田正人（現 補欠監査役） 

 ・退任予定監査役 

    （常 勤）監査役 今井篤士（非常勤顧問 就任予定） 

         監査役 岩月謙之 

 ・昇任取締役候補 

    専務取締役 二宮清隆（現 常務取締役） 

③ 就任予定日 

    平成21年６月26日 

(2）その他 

  該当事項はありません。 
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