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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 175,709 △1.5 2,933 △70.0 3,462 △69.5 △90 ―

21年3月期第2四半期 178,409 ― 9,778 ― 11,334 ― 4,675 ―

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2四半期 △0.48 ―

21年3月期第2四半期 24.61 24.60

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2四半期 615,283 353,649 55.8 1,807.32
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2四半期  343,424百万円 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  

※ 22年3月期の期末配当金額は未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 352,000 △5.5 2,100 △88.6 2,000 △90.0 △2,900 ― △15.26



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、６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 

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あたっての注意事項等につい
ては、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平成21年10月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご
覧ください。 
２．平成22年３月期の期末配当については、業績の推移等、依然先行きが不透明であるため未定としております。配当予想も開示が可能となった時点で速
やかに公表する所存です。 

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2四半期 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2四半期  416,597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2四半期 190,018,874株 21年3月期第2四半期 190,017,278株



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）  

（参考）個別業績予想

  （％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 
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 17,800 △93.5 1,600  △84.5 2,600  △79.7 2,000 － 10 50

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 



 当第２四半期連結累計期間においては、国内外の景気動向は、昨年以来の落ち込みは下げ止まり、緩やかな回復を

しているとの見方がされていますが、引き続き、失業率が高水準で推移し、企業収益も減少しており、本格的な回復

については楽観視が出来ない状況です。このような状況を反映して、前期に引き続き、テレビ・ラジオの広告市場は

前年の水準には届かず、放送部門の売上は大幅な減少となりました。 

 一方、厳しい企業環境の下で、当社グループは、「赤坂サカス」でのイベント活動を通じた事業収入、営業収入の

積み上げなど、広範囲な収益確保に努めてまいりました。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

社の小売り・ショッピング事業と放送との連動も本格化しております。また、映画事業では昨年度の「おくりびと」

に続いて３本の大ヒット作品を世に送り出しました。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の当社グループの連結売上高は1,757億９百万円で前年同期比△1.5％と微

減収にとどめることが出来ました。しかしながら、利益面では、放送事業の落ち込みを反映して、連結営業利益は29

億３千３百万円で前年同期比△70.0％、同経常利益は34億６千２百万円で前年同期比△69.5％、同四半期純損失は９

千万円で、大幅な減益となりました。 

 放送事業収入のうち、当第２四半期連結累計期間のテレビ部門のタイムセールスは510億９千万円、前年同期比

△19.0％でした。一社提供番組の開始や「世界陸上ベルリン大会」などで収益の確保に努めましたが、厳しい広告市

場環境に加えて、昨年同時期にあった「北京五輪」「サッカーＥＵＲＯ2008」「女子バレーボールワールドグランプ

リ」などの大型スポーツ番組がなかったため、大幅なマイナスとなりました。スポットセールスの収入は369億４千

７百万円で前年同期比△14.7％でした。在京５局間のスポット売上のシェアは20.2％で前年から1.0ポイント下降し

ました。業種別売上高では、「医薬品」「外食・サービス」等の業種で前年を上回りましたが、「化粧品・トイレタ

リー」「エンタテインメント・趣味」「自動車・輸送機器」等の業種で前年を大きく下回りました。 

 当第２四半期連結累計期間に株式会社ＴＢＳテレビは４月編成において「第２の開局」として70％を超える大幅な

改編を断行するとともに、緊急課題である制作費削減に努めました。経費節減に関しては一定の成果を挙げました

が、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）、ゴールデン帯9.5％（同△1.6ポイント）、

プライム帯9.7％（同△1.2ポイント）となり、大変厳しい結果となりました。 

 個々の番組では、ドラマ「ＭＲ．ＢＲＡＩＮ」が平均視聴率20％を超え、大好評を博しました。 高視聴率30.4％

を記録した「情報７ｄａｙｓ・ニュースキャスター」は一週間の終わりを締めくくる情報番組として、安定した地位

を確立させました。バラエティーの「リンカーン」「ぴったんこカン★カン」「サンデー・ジャポン」、報道・情報

番組の「サンデーモーニング」「がっちりマンデー！！」も安定した視聴率を獲得しました。 

 スポーツ中継では、石川遼選手出場で話題となったマスターズゴルフ、内藤大助選手のボクシング世界防衛戦、女

子マラソン尾崎好美選手が銀メダルを獲得した世界陸上ベルリン大会はいずれも高視聴率を獲得しました。低迷から

抜け出す兆しが見える「ひるおび！」や「総力報道！ＴＨＥ ＮＥＷＳ」のようなレギュラー番組を一層強化して、

視聴習慣を定着させることで、視聴率の全体的な底上げを図っていく所存です。 

 ラジオ部門では、株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズが４、６、８月の聴取率調査においていずれもト

ップを記録し、49期連続、８年以上にわたり首位の座を守り続けております。また、番組別のランキングでも「大沢

悠里のゆうゆうワイド」「森本毅郎・スタンバイ」などが上位を独占しました。しかしながら、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、タイムセールスが32億３百万円、前年同期比

△23.2％となりました。スポットセールスにおいても、新規クライアントの獲得で成果をあげたものの、10億９千５

百万円、前年同期比△14.8％にとどまりました。ラジオをとりまく状況は一段と厳しさが増しているため、より厳格

にコストコントロールを行うとともに、放送コンテンツの配信事業の開始や、番組関連グッズ販売などの放送と連動

した事業で新たな収益の確保を目指しています。 

 ＢＳデジタル放送は、当第２四半期に受信機の普及が５千９百万台を超えましたが、８月のＢＳ接触率調査でＢＳ

－ＴＢＳは全日・ゴールデン・プライムの三冠王を獲得するとともに、費用削減を推進して黒字を計上しました。 

 この結果、放送事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は1,024億４千６百万円、営業損失39億８千９百万円と

なりました。  

 映像・文化事業は、米国アカデミー賞外国語映画賞を獲得した「おくりびと」が９月に一周年ロングラン興行を達

成し、邦画では史上初の快挙となりました。地上波テレビでも放送し、21.7％の視聴率を獲得しました。また、「Ｒ

ＯＯＫＩＥＳ～卒業～」が興行収入84億６千万円、観客動員数696万人を突破し、これまで「世界の中心で愛を叫

ぶ」（2004年）が持っていたＴＢＳ映画の歴代記録を塗り替えました。他にも「クローズＺＥＲＯⅡ」が第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と出版化に続き、当第２四半

期連結累計期間において映画化した「余命一ヶ月の花嫁」は、31億円を突破した興行成績だけではなく、「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、「流星の絆」をはじめとしてドラマ関連

が好評です。アニメでは、「ＣＬＡＮＮＡＤ（クラナド）」シリーズに引き続き、「けいおん！」が爆発的なヒット

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



を記録しました。    

 ペイテレビ事業でもＴＢＳチャンネルの総視聴世帯は401万３千世帯、ＴＢＳニュースバードが568万世帯で順調に

推移しています。 

 この結果、映像・文化事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は649億９千６百万円、営業利益29億４千７百万

円となりました。  

 不動産部門では、赤坂サカスが開業以来の累計入場者数が９月に1,300万人を突破しました。四季おりおりのイベ

ント開催はもとより、「宮廷女官チャングムの誓い」の番組提供と連動した韓流レストランの展開、「世界陸上」開

催時の体験イベントの開催などに加えて赤坂の街と連動した地域密着イベントにも力を注ぎました。 

 この結果、不動産事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は82億６千３百万円、営業利益は39億５百万円となり

ました。 

 費用面では、売上原価が前年同期比11億６千４百万円増加しております。番組制作費抑制のほか、大型のスポーツ

番組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、スタイリングライフグループの連結に伴う増加があっ

たためです。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がありましたが、スタイリン

グライフグループ連結の影響が、６ヶ月のフル期間に及び、全体で29億８千万円の増加となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結営業利益は29億３千３百万円、前年同期比70.0％の減益となりまし

た。さらに、受取配当金や支払利息などを加えた経常利益は34億６千２百万円で、同69.5％の減益です。また、追加

情報に記載しましたように、認定放送持株会社化に伴う会社分割に反対した株主への買取代金等の支払いに関連し、

自己株式取得費用を特別損失に計上いたしました。 

 以上の結果、税金等調整前四半期純利益は29億９千８百万円、この利益に法人税等、少数株主損失を加減した四半

期純損失は９千万円となり47億６千６百万円の減益となりました。 

  

 当第２四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585億３百万円増加し、負債は470億８千５

百万円増加いたしました。自己資本（純資産から少数株主持分を控除した額）も120億８千８百万円増加したものの

自己資本比率は59.5％から55.8％に下落しております。主な要因は、短期借入金が409億５千６百万円増加したため

です。 

 資産の部では、株式買取代金の仮払いとして支払った預け金が400億円増加しています。また現金及び預金が58億

７千９百万円増加しています。投資有価証券は株価の上昇に伴い332億３千７百万円増加しています。一方受取手形

及び売掛金は60億５千４百万円減少しています。 

 負債の部では、繰延税金負債が投資有価証券の評価益の増加に伴い141億８千２百万円増加しています。その一方

で支払手形及び買掛金は28億４千９百万円、未払金は25億９千８百万円減少しています。 

 純資産の部では保有株式の評価益の増加に伴い、その他有価証券評価差額金が135億８千３百万円増加していま

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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は545億１千２百万円で、前連結会計年度末に比べて59

億４千万円増加しました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、130億７百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純利益29億９千

８百万円、減価償却費93億７千５百万円、売上債権の減少60億５千４百万円といった増加要因が、仕入債務の減少額

28億４千９百万円、法人税等の支払額36億５千７百万円といった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67億８千万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が55億６

千万円、無形固定資産の取得による支出が７億３千４百万、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２億４千３百万円の支出となりました。短期借入れによる収入が純額で409

億５千６百万円ありましたが、株式買取代金の仮払い400億円、その他長期借入金の返済、配当金の支払があったた

めです。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



 国内の広告市場は依然低調で、第２四半期連結累計期間の当社グループの売上は、厳しい状況が続いています。 

しかし、単発番組のセールス努力や出資した映画のヒットに加え、経費の効率的な運用などコストコントロールに努

めた結果、第２四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前回予想を上回りました。

 通期の見通しにつきましては、広告市場は依然厳しい状況が続くものの、一部好転の兆しも見られます。売上高は

前回予想を上回ると見込んでおりますが、視聴率の底上げが必須の課題ととらえており、引き続きコストコントロー

ルは行いながら、番組強化のための制作費を一定程度は投入していく予定です。  

 この状況を勘案して、平成21年８月５日に公表した業績予想を下記の通り修正し、平成21年10月30日に発表いたし

ました。  

  

（通期） 

  

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２四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。  

  

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 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）  349,500  600  300  △4,900 △25  79

今回修正予想（B）  352,000  2,100  2,000  △2,900 △15  26

増減額（B-A）  2,500  1,500  1,700  2,000   －

増減率 0.7% 250.0% 566.7%  －    － 

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

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 54,741 48,862

受取手形及び売掛金 33,673 39,727

商品及び製品 7,472 6,755

番組及び仕掛品 7,926 7,781

原材料及び貯蔵品 1,034 1,010

前払費用 8,651 10,861

繰延税金資産 2,040 3,782

預け金 40,000 －

その他 9,808 9,442

貸倒引当金 △175 △176

流動資産合計 165,173 128,048

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 191,604 191,459

減価償却累計額 △68,689 △65,424

建物及び構築物（純額） 122,915 126,035

機械装置及び運搬具 84,581 84,217

減価償却累計額 △68,512 △66,899

機械装置及び運搬具（純額） 16,068 17,317

工具、器具及び備品 19,083 18,514

減価償却累計額 △15,812 △14,872

工具、器具及び備品（純額） 3,270 3,641

土地 84,749 84,752

リース資産 296 180

減価償却累計額 △51 △24

リース資産（純額） 245 156

建設仮勘定 2,057 2,310

有形固定資産合計 229,307 234,213

無形固定資産   

ソフトウエア 4,644 5,299

のれん 27,980 28,783

リース資産 407 381

その他 1,715 1,615

無形固定資産合計 34,748 36,080

投資その他の資産   

投資有価証券 170,112 136,875

長期貸付金 457 506

繰延税金資産 1,811 7,615

長期前払費用 2,324 2,078

その他 11,934 11,937

貸倒引当金 △586 △576

投資その他の資産合計 186,053 158,437

固定資産合計 450,110 428,731

資産合計 615,283 556,780



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 37,511 40,360

短期借入金 43,406 2,449

1年内返済予定の長期借入金 21,375 21,250

未払金 9,058 11,656

未払法人税等 2,171 3,035

未払消費税等 779 2,151

未払費用 5,647 5,613

役員賞与引当金 89 209

その他の引当金 875 847

その他 4,303 5,033

流動負債合計 125,217 92,608

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 61,250 62,000

退職給付引当金 12,800 12,487

リース債務 533 436

繰延税金負債 15,340 1,158

その他 16,491 15,858

固定負債合計 136,416 121,940

負債合計 261,634 214,548

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 215,067 215,539

自己株式 △88 △87

株主資本合計 330,220 330,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,644 1,061

繰延ヘッジ損益 △1,314 △335

為替換算調整勘定 △125 △83

評価・換算差額等合計 13,204 642

少数株主持分 10,225 10,895

純資産合計 353,649 342,231

負債純資産合計 615,283 556,780



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 178,409 175,709

売上原価 126,411 127,576

売上総利益 51,997 48,133

販売費及び一般管理費 42,218 45,199

営業利益 9,778 2,933

営業外収益   

受取利息 121 59

受取配当金 1,858 1,218

持分法による投資利益 113 62

その他 276 305

営業外収益合計 2,370 1,645

営業外費用   

支払利息 514 828

固定資産除却損 129 159

その他 171 128

営業外費用合計 814 1,116

経常利益 11,334 3,462

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   

固定資産除却損 91 －

投資有価証券評価損 1,657 －

自己株式取得費用 － 409

その他 832 54

特別損失合計 2,582 463

税金等調整前四半期純利益 8,903 2,998

法人税、住民税及び事業税 3,029 1,477

法人税等調整額 1,383 2,159

法人税等合計 4,413 3,637

少数株主損失（△） △185 △548

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,675 △90



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 8,903 2,998

減価償却費 9,196 9,375

長期前払費用償却額 355 374

のれん償却額 401 803

投資有価証券評価損益（△は益） 1,657 －

退職給付費用 280 313

固定資産除却損 221 159

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 8

受取利息及び受取配当金 △1,979 △1,278

支払利息 514 828

持分法による投資損益（△は益） △113 △62

売上債権の増減額（△は増加） 3,194 6,054

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,132 △885

前払費用の増減額（△は増加） 2,515 2,386

仕入債務の増減額（△は減少） △197 △2,849

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,831 △285

その他 △4,736 △2,817

小計 22,909 15,124

利息及び配当金の受取額 1,963 1,261

利息の支払額 △585 △821

法人税等の還付額 － 1,100

法人税等の支払額 △7,878 △3,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,408 13,007

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 △24,461 △5,560

無形固定資産の取得による支出 △621 △734

投資有価証券の取得による支出 △5,757 △254

投資有価証券の売却による収入 124 －

長期預り敷金の増加による収入 157 39

長期預り敷金の減少による支出 △1,388 △37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△20,355 －

その他 27 △232

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,275 △6,780

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 47,549 46,453

短期借入金の返済による支出 △485 △5,496

長期借入金の返済による支出 △500 △625

配当金の支払額 △2,385 △382

少数株主への配当金の支払額 △82 △121

株式買取請求による支出 － △40,000

その他 147 △71

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,244 △243

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,395 5,940

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 38,160 54,512



 該当事項はない。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は売上集計区分によっている。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

３．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、当事業形態を適切に反

 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販収入を、第１四半期連結会計期 

 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及び営業利益が、当第２四半期連結累計期間でそれぞれ

  18億６千２百万円、15億５千１百万円減少している。 

  

（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〕

  
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  120,283  49,624  8,458  42  178,409  －  178,409

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,248  2,634  2,621  733  7,238  △7,238  －

計  121,531  52,258  11,080  776  185,647  △7,238  178,409

営業利益  779  4,879  4,006  52  9,718  59  9,778

  
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  102,446  64,996  8,263  2  175,709  －  175,709

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 720  2,230  3,246  119  6,317  △6,317     － 

計  103,167  67,227  11,509  122  182,026  △6,317  175,709

営業利益又は営業損失(△)  △3,989  2,947  3,905  25  2,889  43  2,933

事業区分 事業内容

放送事業 テレビ・ラジオの放送事業及び関連事業 

映像・文化事業 
各種催物、ビデオソフト等の企画・制作、野球興行、雑貨小売、通信販売、化粧品製造

販売、外食・洋菓子製造販売等 

不動産事業 土地及び建物の賃貸等 

その他事業 調査・研究等 



 前第２四半期連結累計期間（自平成20年4月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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。 

  

 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、平成21年３月31日、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%）。 

 これに関連して、当社は、平成21年７月27日に楽天株式会社との間で、当該請求対象株式の買取代金の仮払い

を行うことで合意し、平成21年７月31日、楽天株式会社に対する400億円の仮払いを実行した。 

 なお、この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。 

 また、会社法第786条に基づく法定利息等の概算額を自己株式取得費用として特別損失に計上している。 

   

該当事項はない。  

  

㈱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。 

〔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

（７）追加情報

６．その他の情報

「参考」四半期個別情報

        (単位：百万円)

科   目 

前年同四半期累計 

(20.4.1～20.9.30) 

当第２四半期累計 

(21.4.1～21.9.30) 
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  112,329  94,296 △18,032 △16.1%  218,138

タイム・番組制作  63,088  51,090 △11,997 △19.0%  120,512

タイム  30,495  25,424 △5,070 △16.6%  59,518

番組制作  32,592  25,665 △6,926 △21.3%  60,994

スポット  43,333  36,947 △6,386 △14.7%  85,895

その他  5,907  6,258 351 5.9%  11,730
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