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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 8,457 △10.7 354 3.1 411 △8.6 159 △21.4
21年3月期第1四半期 9,467 ― 344 ― 449 ― 203 ―

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

22年3月期第1四半期 6.13 ―
21年3月期第1四半期 7.80 ―

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

22年3月期第1四半期 60,066 44,150 72.3 1,666.73
21年3月期 59,512 43,372 71.7 1,636.97

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  43,451百万円 21年3月期  42,675百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

16,830 △6.9 260 △24.2 320 △29.2 90 △40.4 3.45

通期 33,270 △5.7 910 △18.6 1,020 △23.4 350 ― 13.43
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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) 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、５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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 26,400,000株 21年3月期  26,400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  330,091株 21年3月期  330,055株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 26,069,929株 21年3月期第1四半期 26,071,232株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的金融危機が実体経済にも大きく影響を及ぼし

たことにより、国内の景気は大幅に悪化し、下げ止まり感はあると言えども依然として厳しい状況が続いていま

す。企業収益が大幅に減少し、雇用情勢も一段と厳しさを増すなかで、個人消費は弱まっており、住宅投資や設備

投資も低水準となっています。放送業界を取り巻く事業環境は、企業収益悪化の影響を受けて、広告出稿の減少傾

向が止まらず、一段と厳しい状況になってきております。 

 このような状況下、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は、84億57百万円（前年同期比10.7％

減）となりました。 

 利益面では、営業利益は３億54百万円（前年同期比3.1％増）、経常利益は４億11百万円（前年同期比8.6％

減）、四半期純利益は１億59百万円（前年同期比21.4％減）となりました。 

 部門別の概況は以下のとおりであります。 

  

〈放送関連部門〉 

 放送関連部門は、売上高が74億73百万円（前年同期比11.5％減）となりました。これは、50回記念大会を迎えた

ゴルフトーナメント『中日クラウンズ』における収入増や、クロスメディアビジネスにおける番組販売の好調など

があったものの、収入の大きな柱であるテレビスポット収入が大幅な減収となったことによるものです。 

 利益面では、前年同期に比べてテレビ番組費を圧縮しましたが、売上高の減少幅が大きく、結果として14百万円

の営業損失（前年同期は営業利益４百万円）となりました。 

  

〈不動産賃貸部門〉 

 不動産賃貸部門は、東京の賃貸ビルにおいて新規のテナント入居があったものの、ハウジング事業の収入が減少

したことにより、 売上高は６億36百万円（前年同期比1.1％減）となりました。 

 利益面では、東京の賃貸ビルにおいて、前年同期にあった修繕工事が今期は無かったため、営業利益は３億22百

万円（前年同期比11.0％増）となりました。 

  

〈その他部門〉 

 ゴルフ場事業、保険代理業、タクシー業などで構成されるその他部門は、売上高が３億47百万円（前年同期比

9.1％減）、営業利益は46百万円（前年同期比4.2％減）となりました。 

   

・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

売上高 
(百万円)

営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)

四半期純利益
(百万円)

22年３月期 
第１四半期

8,457 354 411 159

21年３月期 
第１四半期

9,467 344 449 203

増減率（％） △10.7 3.1 △8.6 △21.4
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 当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて５億53百万円増加し、600億66百万円と

なりました。これは、減価償却により有形及び無形固定資産が４億61百万円減少したことや、受取手形及び売掛金

が３億19百万円減少した一方で、保有株式の時価上昇に伴い投資有価証券が12億45百万円増加したことなどによる

ものです。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて２億24百万円減少し、159億15百万円と

なりました。これは、保有株式の時価上昇に伴い繰延税金負債が４億89百万円増加したことや、流動負債の引当金

が３億９百万円増加した一方で、未払費用が11億29百万円減少したことなどによるものです。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて７億77百万円増加し、441億50百万円

となりました。これは、保有株式の時価上昇に伴いその他有価証券評価差額金が７億46百万円増加したことによる

ものです。 

  

 

 当第１四半期連結会計期間末における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

て18百万円減少し、83億74百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間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） 

 営業活動の結果得られた資金は、３億90百万円と前年同期に比べて４億53百万円増加しました。これは主に、法

人税等の支払額が２億87百万円減少したことや、売上債権の減少額が１億35百万円増加したことによるものです。 

  
（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、２億36百万円と前年同期に比べて４億46百万円減少しました。これは主に、有

形及び無形固定資産の取得による支出が４億47百万円減少したことによるものです。 

  
（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、１億73百万円と前年同期に比べて２億３百万円減少しました。これは主に、配

当金の支払額が１億95百万円減少したことによるものです。 

    

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債、純資産の状況）

①資産の部

②負債の部

③純資産の部

（キャッシュ・フローの状況）

平成21年３月期
第１四半期 
(百万円)

平成22年３月期 
第１四半期 
(百万円)

増減額
（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー △63 390 453

投資活動によるキャッシュ・フロー △682 △236 446

財務活動によるキャッシュ・フロー △377 △173 203

現金及び現金同等物の増減額 △1,122 △18 1,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,122 8,374 2,252
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平成21年５月12日付「平成21年３月期 決算短信」の連結業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

繰延税金資産及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ついては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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ため、前連結会計年度の決算において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを使用しております。 
  

税金費用の計算 

税金費用については、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。 

   

該当事項はありません。 

  
  

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

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,119 8,086

受取手形及び売掛金 6,737 7,056

有価証券 1,190 1,207

たな卸資産 46 39

繰延税金資産 256 452

その他 1,823 1,360

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 18,170 18,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,889 24,859

減価償却累計額 △13,247 △13,063

建物及び構築物（純額） 11,642 11,796

機械装置及び運搬具 24,668 24,509

減価償却累計額 △19,953 △19,642

機械装置及び運搬具（純額） 4,715 4,866

土地 10,084 10,177

建設仮勘定 16 17

その他 1,470 1,468

減価償却累計額 △1,165 △1,149

その他（純額） 305 318

有形固定資産合計 26,763 27,176

無形固定資産 528 576

投資その他の資産   

投資有価証券 11,041 9,796

前払年金費用 2,405 2,589

繰延税金資産 210 224

その他 1,152 1,177

貸倒引当金 △206 △227

投資その他の資産合計 14,603 13,560

固定資産合計 41,895 41,313

資産合計 60,066 59,512
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 154 225

未払費用 1,514 2,644

未払法人税等 53 70

引当金 429 119

その他 1,562 1,297

流動負債合計 3,714 4,357

固定負債   

退職給付引当金 618 604

その他の引当金 66 420

繰延税金負債 2,079 1,589

長期預り保証金 8,546 8,553

その他 890 614

固定負債合計 12,201 11,782

負債合計 15,915 16,140

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,320 1,320

資本剰余金 654 654

利益剰余金 40,142 40,112

自己株式 △349 △349

株主資本合計 41,766 41,737

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,684 938

評価・換算差額等合計 1,684 938

少数株主持分 698 696

純資産合計 44,150 43,372

負債純資産合計 60,066 59,512
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,467 8,457

売上原価 5,650 4,916

売上総利益 3,817 3,541

販売費及び一般管理費 3,473 3,186

営業利益 344 354

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 97 56

その他 35 19

営業外収益合計 138 80

営業外費用   

支払利息 23 23

固定資産除却損 1 0

貸倒引当金繰入額 7 －

その他 0 0

営業外費用合計 32 24

経常利益 449 411

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

会員権売却益 － 5

貸倒引当金戻入額 0 1

特別利益合計 0 6

特別損失   

投資有価証券評価損 2 －

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 － 2

減損損失 － 0

特別損失合計 3 3

税金等調整前四半期純利益 446 414

法人税等 235 240

少数株主利益 8 14

四半期純利益 203 159

中部日本放送㈱（9402）平成22年３月期　第１四半期決算短信

－　8　－



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 446 414

減価償却費 781 697

減損損失 － 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △21

引当金の増減額（△は減少） 164 △29

受取利息及び受取配当金 △103 △61

支払利息 23 23

固定資産除却損 2 0

固定資産売却損益（△は益） － 2

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

会員権売却損益（△は益） － △5

売上債権の増減額（△は増加） 183 319

たな卸資産の増減額（△は増加） △7 △7

仕入債務の増減額（△は減少） △39 △71

未払消費税等の増減額（△は減少） 47 85

その他の資産の増減額（△は増加） △305 △261

その他の負債の増減額（△は減少） △998 △669

小計 206 416

利息及び配当金の受取額 101 58

法人税等の支払額 △371 △84

営業活動によるキャッシュ・フロー △63 390

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 △205 △64

定期預金の払戻による収入 212 12

有価証券の取得による支出 － △150

有価証券の償還による収入 － 170

有形及び無形固定資産の取得による支出 △778 △331

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 95

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 103 －

その他の支出 △32 △1

その他の収入 19 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △682 △236

財務活動によるキャッシュ・フロー   

預り保証金の預りによる収入 11 0

預り保証金の返還による支出 △49 △31

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △326 △130

少数株主への配当金の支払額 △12 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △377 △173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,122 △18

現金及び現金同等物の期首残高 7,244 8,393

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,122 8,374
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    該当事項はありません。 

   

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
    

    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

放送関連 
(百万円)

不動産賃貸
(百万円)

その他
(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

8,441 643 382 9,467 ― 9,467

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

34 46 177 258 (258) ―

計 8,476 690 559 9,726 (258) 9,467

営業利益 4 290 48 343 0 344

放送関連 
(百万円)

不動産賃貸
(百万円)

その他
(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

7,473 636 347 8,457 ― 8,457

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

27 45 174 247 (247) ―

計 7,500 682 522 8,705 (247) 8,457

営業利益又は営業損失(△) △14 322 46 354 0 354

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

②「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

 

 
  

 

 
  

「参考」

平成22年３月期第１四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年６月30日）

 (1) 個別経営成績(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 ％

22年３月期第１四半期 7,544 △10.4 253 △1.1 347 △12.3 154 △18.1

21年３月期第１四半期 8,423 ― 255 ― 395 ― 188 ―

 (2) 個別財政状態

総資産 純資産

百万円 百万円

22年３月期第１四半期 51,237 40,645

  21年３月期 50,574 39,893
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(3)個別売上高の内訳 

   

(注)組織改編を機に事業区分を見直した結果、事業活動をより適切に表示するため、従来「その他の収入」

に含めておりましたコンテンツ事業の収入について、当期より「テレビ収入」の中の「クロスメディア

収入」としております。 

  
<前第１四半期数値の組替版> 

なお、下記の表は、当第１四半期の事業区分に則して、前第１四半期の数値を組み替えたものです。 

（単位：百万円、％）

 前第１四半期
（平成21年３月期 
 第１四半期）

当第１四半期
（平成22年３月期 
  第１四半期）

増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ収入 871 714 △156 △18.0

  放送収入 716 589 △126 △17.6

    タイム収入 404 318 △85 △21.2

    スポット収入 312 271 △40 △13.1

  制作収入 136 112 △24 △17.7

  番組販売収入 18 12 △6 △33.9

テレビ収入 6,436 5,933 △503 △7.8

  放送収入 5,636 5,067 △569 △10.1

    タイム収入 1,428 1,424 △3 △0.3

    スポット収入 4,208 3,642 △565 △13.4

  制作収入 692 504 △187 △27.1

   クロスメディア収入 － 259 259 －

  雑収入 107 101 △5 △5.4

その他の収入 1,114 896 △218 △19.6

合計 8,423 7,544 △878 △10.4

（単位：百万円、％）

 前第１四半期
（平成21年３月期 
 第１四半期）

当第１四半期
（平成22年３月期 
  第１四半期）

増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ収入 871 714 △156 △18.0

  放送収入 716 589 △126 △17.6

    タイム収入 404 318 △85 △21.2

    スポット収入 312 271 △40 △13.1

  制作収入 136 112 △24 △17.7

  番組販売収入 18 12 △6 △33.9

テレビ収入 6,574 5,933 △641 △9.8

  放送収入 5,636 5,067 △569 △10.1

    タイム収入 1,428 1,424 △3 △0.3

    スポット収入 4,208 3,642 △565 △13.4

  制作収入 692 504 △187 △27.1

   クロスメディア収入 138 259 121 87.7

  雑収入 107 101 △5 △5.4

その他の収入 976 896 △79 △8.2

合計 8,423 7,544 △878 △10.4
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