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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 87,190 10.9 2,562 △44.7 3,337 △47.2 1,830 △50.1

21年3月期第1四半期 78,630 ― 4,632 ― 6,318 ― 3,664 ―

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 9.63 ―

21年3月期第1四半期 19.29 19.28

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

22年3月期第1四半期 570,740 355,639 60.6 1,819.19
21年3月期 556,780 342,231 59.5 1,743.69

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  345,679百万円 21年3月期  331,336百万円

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 ― 8.00 ― 2.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 ― 2.00 4.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

175,000 △1.9 900 △90.8 1,200 △89.4 △2,200 ― △11.58

通期 349,500 △6.1 600 △96.7 300 △98.5 △4,900 ― △25.79



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、７ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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．平成21年５月13日に公表しました連結及び個別の業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しています。 
２．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、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、６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及び本日（平成21年８月
５日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。  

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 190,434,968株 21年3月期  190,434,968株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  416,000株 21年3月期  415,314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 190,019,139株 21年3月期第1四半期 190,012,295株



  

（参考）個別業績予想

平成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）

  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 
9,000 △93.5 1,300 △81.4 3,100 △65.5 2,400 △47.7 12 60

通期 17,800 △93.5 1,100 △89.3 2,000 △84.3 1,700 － 8 93

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 



 国内外の景気動向につきましては、一部に持ち直しの動きがあるとの見通しも出ており、テレビ・ラジオの広告市

場も、スポット広告の東京地区投下量は前年同期に及ばないながら、２月を底として若干改善の兆しも見られます。

しかし、広告宣伝費の回復までには至らず、レギュラー番組からのスポンサーの降板やＣＭ出稿における単価の引き

下げが続いて、放送部門の売上は大幅減となりました。 

当第１四半期のテレビ営業収入はタイムセールス（番組制作含む）とスポットセールスの合計で454億７百万円、

前年同期比83.0％となりました。ラジオの営業収入もプロ野球のナイターセールスの不振や大型クライアントの広告

出稿の削減が響いて29億８千８百万円で前年同期比85.5％となりました。 

一方、厳しい企業環境の下で、当社は当第１四半期におきましても「赤坂サカス」でのイベント活動を通じた事

業収入、営業開発収入の積み上げなど、広範囲な事業分野での収益確保に努めました。昨年７月に連結を開始したス

タイリングライフグループ各社の小売・ショッピング事業と放送との連動も本格化させております。映画事業では昨

年度の「おくりびと」に続いて、３本の大ヒット作を世に送り出しました。なお、映像・文化事業の収入は、前年同

期には、スタイリングライフグループの売上高が含まれていなかったため、大幅な増収となっております。  

その結果、当第１四半期の連結売上高は871億９千万円（前年同期比10.9％増）、同営業利益は25億６千２百万円

（同44.7％減）、同経常利益は33億３千７百万円（同47.2％減）、四半期純利益が18億３千万円（同50.1％減）とな

りました。 

放送事業収入のうち、当第１四半期テレビ部門のタイムセールスは250億１千９百万円で前年同期比80.4％となり

ました。一社提供番組がスタートするなどして安定収入の確立に貢献しましたが、不況の影響による厳しい広告市場

環境に加えて、前年同期にあった「北京五輪バレーボール世界 終予選」、「女子バレーボールワールドグランプ

リ」、サッカー「ＥＵＲＯ２００８」のような大型スポーツ企画が当第１四半期になかったため、前年同期比では大

幅なマイナスとなりました。スポットセールスは、関東地区スポット投下量が前年同期比で88.1％を下回り、203億

８千８百万円で前年同期比86.3％に止まりました。業種別での売上では上位10業種が前年同期比マイナスで、上位20

業種で前年を上回ったのは「流通」「家庭用品」「ファッション」「出版」の４業種のみとなりました。また、在京

５局間のスポットシェアは20.6％で前年より0.4ポイント減となりました。 

 株式会社ＴＢＳテレビは、当第１四半期の４月編成において大幅な改編を「第二の開局」と位置づけて断行すると

ともに、緊急課題である制作費削減にも努めました。しかしながら、視聴率につきましては、全日が6.4％（前年同

期比0.9ポイント減）、ゴールデン帯9.8％（同1.5ポイント減）、プライム帯9.9％（同1.2ポイント減）といった厳

しい結果となりました。番組個別では、土曜20時のドラマ「ＭＲ．ＢＲＡＩＮ」が平均視聴率20％を超え、社会現象

とも言える程の注目を集めました。また、バラエティ番組の「ぴったんこカン★カン」、報道番組の「サンデーモー

ニング」が、当第１四半期におきまして、平均視聴率が15％を超えました。また、深夜帯では、次世代を担う若い社

員が制作するバラエティ番組「笑撃！ワンフレーズ」や「クイズ！時の扉」などが好評を博し、プライムタイムに進

出する機会をうかがっています。スポーツ中継では、石川遼選手の出場で話題となった「２００９マスターズゴル

フ」が過去 高の視聴率を記録し、また、ボクシングの内藤大助選手の世界タイトル防衛戦と総合格闘技が共演した

「格闘技祭り」も高視聴率をマークしました。しかしながら、「ひるおび！」、「サカスさん」といった帯番組は視

聴率が伸び悩みました。また、「総力報道！ＴＨＥ ＮＥＷＳ」も視聴習慣が定着するには至っていませんが、ゴー

ルデンタイムの大型ニュース番組として注目されており、さらなる強化に努めているところです。 

 ラジオ部門は、株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズが６月の聴取率調査において、48期丸８年連続でト

ップを記録しました。特に今回の調査では、同社が0.1ポイント伸ばしたのに対して２位のニッポン放送が0.1ポイン

ト下げて、その差を拡げました。また４月に放送6,000回を越えた「大沢悠里のゆうゆうワイド」や、７月に5,000回

を迎えた「森本毅郎・スタンバイ！」の２つの長寿番組が、調査で常に番組別ランキングのトップを互いに競い合っ

ている事は、同社番組に対する聴取者の信頼を確固なものにしている証しであると受け止めています。営業面では、

ラジオ業界全体の厳しさに不況が重なり、当第１四半期のタイムセールスが15億９千７百万円で前年同期比77.3％、

スポットセールスが５億５千５百万円で同84.9％となりました。大型クライアントの広告出稿の削減の影響が深刻で

すが、当第１四半期においては、新規獲得のスポンサー数がタイム、スポットともに30社を超えました。さらに昨年

から取り組んだ、インターネットを通じて「いつでも、どこでも」ラジオ番組を楽しんでいただくポッドキャスティ

ングの配信も、若い世代の新規リスナーの開拓で成果を収めました。ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズでは、こ

のような日々の取り組みを着実に積み重ねて、ラジオ業界をとりまく苦境を打開して参る所存です。 

 映像・文化事業は、米国アカデミー賞外国語映画賞を受賞した「おくりびと」によって「映画のＴＢＳ」という評

価を広く頂戴したところですが、当第１四半期におきましても、引き続き「ＲＯＯＫＩＥＳ～卒業～」が６月末の段

階で興行収入68億円、観客動員567万人を突破し、ＴＢＳ出資映画の歴代記録を塗り替える勢いを見せています。ま

た、映画に連動したＴシャツなどの関連商品の売上も１億２千万円を超えました。他にも「クローズＺＥＲＯⅡ」は

第１作を超える人気を集めて、ほぼ30億円の興行収入となりました。ドキュメンタリー番組の放送、出版化に続いて

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１四半期に映画化した「余命一ヶ月の花嫁」は、興行成績が30億円を突破しただけではなく、「乳がんの早期発

見・撲滅」を推進するＴＢＳピンクリボンプロジェクトの一環として、「財団法人がん研究振興財団」に寄付を行う

など、社会貢献の一翼を担えたと考えています。ＤＶＤセールスでは、２万８千セットを売り上げた「流星の絆」を

はじめとするドラマ関連のＤＶＤのヒットが続いております。今後につきましても、当第１四半期に放送して好評だ

った「ＭＲ．ＢＲＡＩＮ」が発売を控えており、また、本年度は韓国の人気ドラマ「エデンの東」を地上波とＢＳ・

ＣＳで放送、ＤＶＤ化する予定であり、ドラマのＤＶＤ売上は堅調に推移するものと見込んでおります。さらに、ア

ニメ関連でも、昨年度からの「ＣＬＡＮＮＡＤ（クラナド）」シリーズが大ヒット中であるほか、４月放送の「けい

おん！」はアニメファンのみならず広く話題となって、ブルーレイディスクやＤＶＤの予約状況に爆発的なヒットの

兆しが出ています。 

不動産事業は、引き続き安定した収入を得ておりますが、「赤坂サカス」エリアにつきましては、収益面のみな

らず、各種の興行や「Sacas広場」での様々なイベントを通じて、文化・エンタテインメントの発信地としての人気

の確保に力を注いでまいりました。その結果、開業以来の来場者数は４月の「花Sacas」開催時に1,000万人を突破し

ています。 

費用面では、売上原価が前年同期比７億１千万円増加していますが、番組制作費抑制のほか、昨年のような大型

のスポーツイベントが少なかったために放送事業の売上原価が減少した一方で、スタイリングライフグループ連結に

伴う売上原価の増加が91億３千８百万円あり、全体ではわずかに増加となりました。また、販売費及び一般管理費

は、放送事業減収に伴う代理店手数料の減少や人件費の減少などありましたが、スタイリングライフグループ連結に

より販売費及び一般管理費が85億５千５百万円増加したため、全体では前年同期比99億１千８百万円の増加となりま

した。 

  

 当第１四半期連結会計期間末では、前連結会計年度末に比べて総資産は139億６千万円増加し、また、自己資本

（純資産から少数株主持分を控除した額）は、143億４千３百万円増加しています。この結果自己資本比率は59.5％

から60.6％に上昇しています。  

 資産の部では、番組及び仕掛品が９億９千３百万円増加するなどたな卸資産が前連結会計年度末に比べて全体で17

億３千７百万円増加しています。また、売上高が減少するなどして受取手形及び売掛金が50億４千５百万円減少し、

有形固定資産は減価償却などにより、26億５千６百万円減少しています。一方、保有株式の時価の上昇などに伴い、

投資有価証券が222億７千８百万円増加しています。 

 負債の部では、投資有価証券の含み益の増加に伴い繰延税金負債が96億２千９百万円増加しています。その一方で

主として支払いにより、支払手形及び買掛金が37億１千７百万円、未払金が28億３千７百万円、未払法人税等が17億

３千６百万円などがそれぞれ減少しています。  

 純資産の部では、保有株式の含み益の増加に伴い、その他の有価証券評価差額金が前連結会計年度末に比べて130

億８千５百万円、四半期純利益の計上により利益剰余金が14億４千９百万円増加しています。その一方で一部の子会

社で当第１四半期連結会計期間が純損失であったため少数株主持分が９億３千５百万円減少しています。 

  

 （連結キャッシュ・フロー計算書に関する定性的情報） 

 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は474億４千２百万円で、前連結会計年度末に比べて11

億２千９百万円減少しました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは21億８千１百万円の収入になりました（前年同期は９億２百万円の支出）。

売上債権の減少額が50億４千５百万円、税金等調整前四半期純利益33億３千７百万円といった増加要因が、仕入債務

の減少額37億１千７百万円、法人税等の支払額27億１千４百万円等の減少要因を上回ったためです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは39億５千２百万円の支出になりました（前年同期は63億６千１百万円の支

出）。有形固定資産の取得による支出が32億８千３百万円、投資有価証券の取得による支出２億５千４百万円等が主

な原因です。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは６億５千３百万円の収入になりました（前年同期は24億２千２百万円の支

出）。短期借入金による収入が純額で11億９千１百万円あり、また配当金の支払いが３億８千２百万円あったことが

主な要因です。  

   

２．連結財政状態に関する定性的情報



 当第１四半期（平成21年４月１日～平成21年６月30日）の当社グループの業績は、出資した映画の興行成績が好調

で映像・文化事業の売上げは順調に推移いたしましたが、企業の広告出稿は国内景気後退の影響を受け低迷したまま

で、テレビ広告収入は伸び悩み、連結の売上高は、想定を下回る水準で推移しました。 

 テレビ広告収入のこの傾向は第２四半期（平成21年７月１日～平成21年９月30日）に入っても続いており、下期に

つきましては、先行きは不透明ながらも、さらに厳しい状況が予想されます。このような環境のもと、経費の効率的

な運用などコストコントロールを行っていく所存ですが、中核的事業であるテレビの番組制作費を一定程度確保し、

視聴率の底上げをはかるなど、グループを挙げてテレビ事業に経営資源を集中してまいります。この結果、現時点で

は、業績の下振れを予想せざるを得ない状況であります。 

 この状況を勘案して、前回発表の業績予想を下記の通り修正するものです。 

 なお、配当予想については、今後の業績の推移等をみたうえで改めて検討することとし、現時点におきましては、

平成21年５月13日に公表した通りの配当予想とさせていただきます。 

  

（第２四半期連結累計期間） 

  

（通期） 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（A）  177,500  1,200  1,300  0 0  0

今回修正予想（B）  175,000  900  1,200  △2,200 △11  58

増減額（B-A）  △2,500  △300  △100  △2,200 － 

増減率 △1.4% △25.0% △7.7% － － 

前第２四半期 

連結累計期間実績 
 178,409  9,778  11,334  4,675 24  61

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 

前回発表予想（A）  361,500  7,000  6,700  2,200 11  58

今回修正予想（B）  349,500  600  300  △4,900 △25  79

増減額（B-A）  △12,000  △6,400  △6,400  △7,100 － 

増減率 △3.3% △91.4% △95.5% － － 

前期実績  372,306  18,457  19,979  1,655 8  71



該当事項はない。  

  

  簡便な会計処理 

 ①たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の商品等のたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末等

の実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっている。 

また、簿価切下げに関して、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り、簿価切下げを

行う方法によっている。 

②減価償却方法 

減価償却の方法に定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して減価償却費を計上している。 

  

該当事項はない。  

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



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 47,681 48,862

受取手形及び売掛金 34,682 39,727

商品及び製品 7,386 6,755

番組及び仕掛品 8,774 7,781

原材料及び貯蔵品 1,124 1,010

前払費用 10,326 10,861

繰延税金資産 2,408 3,782

その他 9,803 9,442

貸倒引当金 △190 △176

流動資産合計 121,996 128,048

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 191,635 191,459

減価償却累計額 △67,186 △65,424

建物及び構築物（純額） 124,449 126,035

機械装置及び運搬具 84,226 84,217

減価償却累計額 △67,368 △66,899

機械装置及び運搬具（純額） 16,858 17,317

工具、器具及び備品 19,261 18,514

減価償却累計額 △15,715 △14,872

工具、器具及び備品（純額） 3,545 3,641

土地 84,752 84,752

リース資産 220 180

減価償却累計額 △36 △24

リース資産（純額） 183 156

建設仮勘定 1,767 2,310

有形固定資産合計 231,557 234,213

無形固定資産   

ソフトウエア 4,835 5,299

のれん 28,381 28,783

リース資産 390 381

その他 1,687 1,615

無形固定資産合計 35,295 36,080

投資その他の資産   

投資有価証券 159,154 136,875

長期貸付金 481 506

繰延税金資産 8,291 7,615

長期前払費用 2,524 2,078

その他 12,021 11,937

貸倒引当金 △582 △576

投資その他の資産合計 181,891 158,437

固定資産合計 448,743 428,731

資産合計 570,740 556,780



（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 36,643 40,360

短期借入金 3,641 2,449

1年内返済予定の長期借入金 21,250 21,250

未払金 8,819 11,656

未払法人税等 1,299 3,035

未払消費税等 428 2,151

未払費用 3,586 5,613

役員賞与引当金 58 209

その他の引当金 518 847

その他 6,923 5,033

流動負債合計 83,169 92,608

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 62,000 62,000

退職給付引当金 12,662 12,487

リース債務 469 436

繰延税金負債 10,787 1,158

その他 16,013 15,858

固定負債合計 131,932 121,940

負債合計 215,101 214,548

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,986 54,986

資本剰余金 60,254 60,254

利益剰余金 216,988 215,539

自己株式 △88 △87

株主資本合計 332,142 330,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,146 1,061

繰延ヘッジ損益 △514 △335

為替換算調整勘定 △95 △83

評価・換算差額等合計 13,537 642

少数株主持分 9,959 10,895

純資産合計 355,639 342,231

負債純資産合計 570,740 556,780



（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 78,630 87,190

売上原価 56,903 57,614

売上総利益 21,727 29,576

販売費及び一般管理費 17,095 27,014

営業利益 4,632 2,562

営業外収益   

受取利息 17 21

受取配当金 1,811 1,168

持分法による投資利益 34 －

その他 101 143

営業外収益合計 1,965 1,333

営業外費用   

支払利息 192 400

固定資産除却損 25 50

持分法による投資損失 － 32

その他 60 74

営業外費用合計 279 558

経常利益 6,318 3,337

特別利益   

移転補償金 125 －

その他 26 －

特別利益合計 151 －

特別損失   

投資有価証券評価損 260 －

その他 157 －

特別損失合計 418 －

税金等調整前四半期純利益 6,051 3,337

法人税、住民税及び事業税 505 878

法人税等調整額 2,259 1,442

法人税等合計 2,764 2,320

少数株主損失（△） △376 △813

四半期純利益 3,664 1,830



（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 6,051 3,337

減価償却費 4,573 4,817

長期前払費用償却額 173 182

のれん償却額 － 401

投資有価証券評価損益（△は益） 260 －

退職給付費用 53 175

固定資産除却損 103 50

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 20

受取利息及び受取配当金 △1,828 △1,190

支払利息 192 400

持分法による投資損益（△は益） △34 32

売上債権の増減額（△は増加） 1,247 5,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 720 △1,737

前払費用の増減額（△は増加） 719 534

仕入債務の増減額（△は減少） △2,680 △3,717

未収消費税等の増減額（△は増加） 2 8

その他 △4,369 △4,133

小計 5,173 4,228

利息及び配当金の受取額 1,832 1,186

利息の支払額 △286 △519

法人税等の支払額 △7,621 △2,714

営業活動によるキャッシュ・フロー △902 2,181

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 △2,636 △3,283

投資有価証券の取得による支出 △2,169 △254

投資有価証券の売却による収入 54 －

長期預り敷金の減少による支出 △1,306 △16

その他 △303 △398

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,361 △3,952

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 208 4,321

短期借入金の返済による支出 △315 △3,129

配当金の支払額 △2,285 △382

少数株主への配当金の支払額 △82 △121

その他 53 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,422 653

現金及び現金同等物に係る換算差額 33 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,652 △1,129

現金及び現金同等物の期首残高 29,764 48,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,112 47,442



 該当事項はない。 

  

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） 

 (注) 当社は、認定放送持株会社制度を活用したグループ体制の再編の一環として組織体制の見直しを行った結果、  

国内における番組販売に係る事業を放送事業に移管する組織変更を行った。そのため、当事業実態を適切に反映さ

せるべく、前期まで映像・文化事業セグメントに含まれていた国内番組販売収入を、当第１四半期会計期間から放

送事業セグメントに含めている。 

  当該変更に伴い、映像・文化事業セグメントの売上高が９億７千万円、営業利益が８億２百万円減少し、放送事

業セグメントの売上高、営業利益が同額増加している。 

    

 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）及び当第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） 

 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

記載を省略している。  

  

 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）及び当第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） 

 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いる。  

  

 該当事項はない。 

  

（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〕

科目 
放送事業 
（百万円） 

映像・文化
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 61,418  13,239  3,953  18  78,630  －  78,630

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 547  1,386  1,236  373  3,544  △3,544  －

計  61,966  14,626  5,189  392  82,175  △3,544  78,630

営業利益  1,986  735  1,886  22  4,632  －  4,632

科目 
放送事業 
（百万円） 

映像・文化
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 52,574  30,512  4,103  0  87,190  －  87,190

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 377  1,117  1,128  65  2,688  △2,688  －

計  52,951  31,629  5,231  66  89,879  △2,688  87,190

営業利益  268  315  1,967  11  2,562  －  2,562

〔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



  

 当社は、平成20年12月16日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成21年４月１日を効力発生日として、当社のテレ

ビ放送事業及び映像・文化事業を当社完全子会社である株式会社TBSテレビに承継させる吸収分割を行うとともに、

認定放送持株会社へ移行した。 

 当該吸収分割にあたり、当社の反対株主である楽天株式会社ほか１名の株主から、会社法第785条第１項に基づく

当社株式の株式買取請求がなされた。この請求を受け、当該買取価格について協議を行ってきたが、効力発生日から

30日以内に協議が調わなかったため、平成21年５月１日に東京地方裁判所へ株式買取価格決定の申立てを行った（買

取請求株式総数37,770,800株、平成21年３月31日現在における当社発行済株式総数の19.83%）。 

  

  

      当社吸収分割に係る反対株主の株式買取請求に関する株式買取代金の仮払いについて 

  

 当社は平成21年４月１日に実施した、テレビ放送事業及び映像・文化事業の株式会社TBSテレビへの吸収分割に関

連して、当該吸収分割に反対する楽天株式会社ほか１名の株主から会社法第785条第１項に基づく当社株式の買取請

求を受け、平成21年５月１日付けで東京地方裁判所に対して当該買取請求に係る株式（以下「請求対象株式」とい

う。）について買取価格決定の申立てを行っている。これに関連して、当社は、楽天株式会社との間で、下記のと

おり、請求対象株式の買取代金の仮払い（以下「本件仮払い」という。）を行うことに合意した。 

  

     ① 本件仮払いの内容 

        本件仮払金の額     400億円 

        本件仮払金の支払日    平成21年７月31日(金) 

  

     ② 今後の見通し 

    本件仮払いは、直接当社の業績に与える影響はないが、本件仮払金の原資については、当社のコミットメント 

     ラインの実行により短期借入を実施した。 

  

該当事項はない。 

  

（７）追加情報

（８）重要な後発事象

６．その他の情報



  ㈱ＴＢＳテレビ放送事業収入の内訳（累計） 

 （注）前年は、㈱東京放送ホールディングス（旧㈱東京放送）の放送事業収入の内訳を記載している。 

「参考」四半期個別情報

        (単位：百万円)

科   目 

前年同四半期 

(20.4.1～20.6.30) 

当第１四半期 

(21.4.1～21.6.30) 
増 減 

前事業年度  

(20.4.1～21.3.31) 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

テレビ  57,672  48,634 △9,037 △15.7%  218,138

タイム・番組制作  31,109  25,019 △6,090 △19.6%  120,512

タイム  15,690  12,318 △3,372 △21.5%  59,518

番組制作  15,419  12,700 △2,718 △17.6%  60,994

スポット  23,627  20,388 △3,239 △13.7%  85,895

その他  2,934  3,226 292 10.0%  11,730
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