
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 吉本興業株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 9665 URL http://www.yoshimoto.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大﨑 洋
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 （氏名） 溝上 篤史 TEL 03-3209-8302
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日
 

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 10,169 △3.1 319 △49.2 328 △42.6 72 73.5
21年3月期第1四半期 10,492 ― 628 ― 572 ― 41 ―

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 1.98 ―
21年3月期第1四半期 1.10 ―

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 60,281 45,148 74.5 1,228.35
21年3月期 61,737 45,090 72.7 1,226.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  44,928百万円 21年3月期  44,853百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
11.00 ― 11.00 22.00

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

22,000 △1.0 1,260 △20.4 1,160 △23.9 340 △9.8 9.12

通期 47,700 △2.4 4,700 7.8 4,500 11.9 1,950 218.6 52.32
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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、４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） 

(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 
 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およ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。なお、業績予想の前提となる条件等については、４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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 39,006,803株 21年3月期  39,006,803株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,430,662株 21年3月期  2,430,537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 36,576,238株 21年3月期第1四半期 38,082,224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、生産や株価に一部回復の兆しも見られたものの、世界的な

金融危機が実体経済に及ぼした影響は大きく、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など国内経済は依然として厳し

い状況で推移しております。 

 このような経済情勢のもと、当社グループにおきましては、「タレントマネージメントを基盤としたコンテン

ツ制作会社」として、従来から行ってまいりました事業分野の強化に加え、新たなメディアであるインターネッ

ト、携帯電話端末に向けたコンテンツの制作や、海外へも展開しやすいスポーツ分野への進出、映画の製作な

ど、当社グループの発展に不可欠と考えられる事業にも積極的に取り組み、グループ全体で制作能力の強化およ

びタレントの活躍の場を拡げていくことに注力してまいりました。 

 この一環として、携帯電話のキャリア会社との提携を通じて、携帯電話向けコンテンツ配信から多メディアへ

と展開する新しいプロジェクトである「S-1バトル」の運営を行ってまいりましたほか、「よしもとプリンスシア

ター」をオープンするなど、新たな施策にも取り組んでまいりました。 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、大阪などにおいて新型インフルエンザの発症例が出たことの影響

により、劇場の団体予約のキャンセルが相次ぐなど、団体・個人ともに大幅に入場者数が減少し、前年同期と比

較して、劇場およびグッズ販売に係る営業収入、営業利益がともに減少いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における営業収入は、 百万円（前年同期比3.1％減）となりまし

た。また経常利益は 百万円（前年同期比42.6％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比73.5％増）となり

ました。  

 事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。 

①制作 

 当部門におきましては、テレビ番組の受託制作や番組出演、劇場などに係る営業収入が、前年同期に比べて減

少いたしました。 

 一方、前連結会計年度に発売したDVDが引き続き売上を伸ばしたことに加え、新たなメディアに向けたコンテン

ツ制作などが好調に推移いたしました。 

 以上の結果、当部門の営業収入は 百万円（前年同期比0.2％増）となりました。 

②不動産 

 当部門におきましては、賃貸用不動産の一部につき、テナントが未入居となっていることから、当第１四半期

連結会計期間における当部門の営業収入は 百万円（前年同期比4.6％減）となりました。 

③事業 

 当部門におきましては、新型インフルエンザの影響による劇場入場者数の減少に伴い、劇場に併設する店舗で

の売上が減少いたしました。なお、タレントのキャラクターグッズ販売の好機である「LIVE STAND」は、前連結

会計年度においては第１四半期連結累計期間に開催されておりましたが、本年より７月の開催となったことに伴

い、同イベントにおける売上が当第１四半期連結累計期間には含まれておりません。 

 以上の結果、当部門における営業収入は 百万円（前年同期比34.4％減）となりました。 

①資産、負債及び資本の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,456百万円（2.4％）減少の 百

万円となりました。流動資産は営業未収入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ1,281百万円（4.8％）減

少し、 百万円となりました。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ174百万円（0.5％）

減少いたしました。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,514百万円（9.1％）減少し、

百万円となりました。流動負債は、営業未払金や引当金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ

1,532百万円（11.4％）減少し、 百万円となりました。固定負債は、退職給付引当金や長期預り保証金の増

加などにより、17百万円（0.5％）増加し、 百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の部は、配当金の支払による利益剰余金の減少およびその他有価証

券評価差額金の増加により 百万円（前連結会計年度末比0.1％増）となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は74.5％（前連結会計年度末72.7％）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 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）の残高は、 百万円とな

りました。 

（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、主に税金等調整前四半期純利益および減価償却費の計上等、売上債権

の減少により増加し、仕入債務の減少および法人税等の支払額等が減少要因となりました。この結果、当第１四

半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ6,368百万円増加し、 百万円の資

金の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

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

10,169

328 72

9,229

310

629

２．連結財政状態に関する定性的情報

60,281

25,179 35,101

15,133

11,867

3,266

45,148

12,111

911
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 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に無形固定資産の取得による支出により、 百万円の資金の減少

（前年同期比1,130百万円増）となりました。 

（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、主に配当金の支払により減少し、 百万円の資金の減少（前年同期比

363百万円増）となりました。  

 当第１四半期連結会計期間における業績は、第２四半期連結累計期間、通期業績予想策定時の見込みに概ね沿った

ものであります。従いまして、現時点では平成21年５月15日発表の業績予想と変更はありません。   

 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１四半期連結会計期間末の貸倒実績率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

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

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おります。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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おります。 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

繰延税金資産およ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関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 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。  

506

428

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

（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 12,111 12,435

営業未収入金 4,750 5,940

たな卸資産 986 878

その他 7,475 7,345

貸倒引当金 △143 △139

流動資産合計 25,179 26,461

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,901 5,958

土地 6,286 6,271

その他（純額） 559 511

有形固定資産合計 12,747 12,742

無形固定資産   

のれん 4,682 4,754

その他 2,809 2,810

無形固定資産合計 7,492 7,564

投資その他の資産   

投資有価証券 8,150 7,969

その他 6,848 7,137

貸倒引当金 △137 △138

投資その他の資産合計 14,861 14,969

固定資産合計 35,101 35,276

資産合計 60,281 61,737

負債の部   

流動負債   

営業未払金 5,821 7,281

短期借入金 2,100 2,200

未払法人税等 221 13

引当金 179 429

その他 3,545 3,474

流動負債合計 11,867 13,399

固定負債   

長期借入金 1,001 1,001

退職給付引当金 594 581

役員退職慰労引当金 221 216

長期預り保証金 1,249 1,234

負ののれん 29 30

その他 169 183



（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) 

固定負債合計 3,266 3,248

負債合計 15,133 16,647

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,806 4,806

資本剰余金 14,219 14,219

利益剰余金 27,702 28,042

自己株式 △2,187 △2,249

株主資本合計 44,540 44,818

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 417 70

為替換算調整勘定 △29 △36

評価・換算差額等合計 387 34

少数株主持分 219 237

純資産合計 45,148 45,090

負債純資産合計 60,281 61,737



（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) 

営業収入 10,492 10,169

営業原価 8,594 8,568

営業総利益 1,898 1,601

販売費及び一般管理費 1,269 1,282

営業利益 628 319

営業外収益   

受取利息 5 0

受取配当金 85 58

製作委員会投資運用益 － 93

その他 30 29

営業外収益合計 121 182

営業外費用   

支払利息 11 13

持分法による投資損失 153 150

その他 12 9

営業外費用合計 177 173

経常利益 572 328

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

その他 0 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 269 140

その他 20 －

特別損失合計 291 141

税金等調整前四半期純利益 284 187

法人税等 259 131

少数株主損失（△） △17 △17

四半期純利益 41 72



（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 284 187

減価償却費 510 534

のれん償却額 70 70

持分法による投資損益（△は益） 153 150

賞与引当金の増減額（△は減少） △191 △221

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 4

返品調整引当金の増減額（△は減少） 26 △28

受取利息及び受取配当金 △90 △59

支払利息 11 13

投資有価証券評価損益（△は益） 269 140

製作委員会投資運用益（△は益） － △93

売上債権の増減額（△は増加） 534 1,651

たな卸資産の増減額（△は増加） △147 △107

仕入債務の増減額（△は減少） △1,247 △1,514

その他の流動資産の増減額（△は増加） △787 480

その他の固定資産の増減額（△は増加） 27 △30

その他の流動負債の増減額（△は減少） 743 △142

その他の固定負債の増減額（△は減少） △70 －

その他 32 31

小計 64 1,068

利息及び配当金の受取額 93 59

利息の支払額 △3 △7

法人税等の支払額 △5,611 △209

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,456 911

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 300

有形固定資産の取得による支出 △53 △280

無形固定資産の取得による支出 △305 △545

関係会社株式の取得による支出 △27 －

投資有価証券の取得による支出 △1,059 △42

投資有価証券の売却による収入 12 －

短期貸付けによる支出 △39 △12

短期貸付金の回収による収入 48 36

製作委員会投資による収入 － 50

投資その他の資産の取得による支出 △211 △10

その他 △0 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,637 △506



（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) 

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 200 1,800

短期借入金の返済による支出 △200 △1,900

少数株主からの払込みによる収入 4 －

自己株式の取得による支出 △327 △0

配当金の支払額 △467 △319

その他 △0 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △792 △428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,886 △23

現金及び現金同等物の期首残高 23,761 12,135

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,874 12,111



 該当事項はありません。 

  

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） 

  

  

 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

の記載を省略しております。 

 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おります。 

当社は、平成21年６月25日開催の定時株主総会の決議により剰余金の配当を行っております。 

（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〕

  
制作 

（百万円） 
不動産 

（百万円） 
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  9,229  310  629  10,169  －  10,169

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 30  385  39  456  (456)  －

計  9,260  696  669  10,626  (456)  10,169

営業費用  8,532  558  764  9,855  (5)  9,850

営業利益（又は営業損失）  727  137  (95)  770  (451)  319

〔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

 決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  412  11.0 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金 
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