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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 16,331 △9.7 255 △25.8 313 △30.8 73 △51.8

21年3月期第2四半期 18,078 ― 343 ― 452 ― 151 ―

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 2.80 ―

21年3月期第2四半期 5.81 ―

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 59,825 43,826 72.1 1,653.75
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2四半期  43,112百万円 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

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

通期 32,000 △9.3 590 △47.2 680 △48.9 200 ― 7.67

－　1　－



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 

・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2四半期 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2四半期  330,171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2四半期 26,069,902株 21年3月期第2四半期 26,071,071株
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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、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

 

（参考）個別業績予想

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 28,250 △9.3 300 △63.8 410 △60.2 140 ─ 5 37
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 当第２四半期連結累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、厳しい状況が続きました。 

 このような状況下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、163億31百万円（前年同期比9.7％

減）となりました。 

  利益面では、営業利益は２億55百万円（前年同期比25.8％減）、経常利益は３億13百万円（前年同期比30.8％

減）、四半期純利益は73百万円（前年同期比51.8％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143億64百万円（前年同期比10.5％減）となりました。これは、イベント収入の増収

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や販管費を圧縮しましたが、売上高の減少幅が大きく、４億69百万

円の営業損失（前年同期は営業損失３億17百万円）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12億69百万円（前年同期比1.3％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ことから、営業利益は６億

58百万円（前年同期比8.1％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６億96百万円（前年同期比 

5.4％減）と前年同期を下回りましたが、経費の節減に努めたことから、営業利益は69百万円（前年同期比33.3％

増）と前年同期を上回りました。 

   

・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)

平成22年３月期第２四半期
連結累計期間

16,331 255 313 73

平成21年３月期第２四半期
連結累計期間

18,078 343 452 151

増減率（％） △9.7 △25.8 △30.8 △51.8
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 当第２四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３億13百万円増加し、598億25百万円と

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５億45百万円減少した一方で、保有株式の時価上昇

に伴い投資有価証券が８億19百万円増加したことなどによるものです。 

  

  当第２四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１億40百万円減少し、159億99百万円と

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３億８百万円増加した一方で、未払費用が２億42

百万円減少し、設備購入に伴う未払金が１億63百万円減少し、また支払手形及び買掛金が68百万円減少したことな

どによるものです。 

  

  当第２四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４億53百万円増加し、438億26百万円

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４億94百万円増加したことなどに

よるものです。 

  

 

 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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て20億58百万円増加し、104億52百万円となりました。  

 当第２四半期連結累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、27億39百万円と前年同期に比べて７億74百万円増加しました。これは主に、法

人税等の支払額が２億85百万円減少したことに加え、法人税等の還付額が５億83百万円発生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、４億81百万円と前年同期に比べて７億25百万円減少しました。これは主に、有

価証券の償還による収入が５億40百万円増加したことや、有形及び無形固定資産の取得による支出が１億26百万円

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、１億99百万円と前年同期に比べて１億73百万円減少しました。これは主に、配

当金の支払額が１億94百万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２四半期 
連結累計期間 
(百万円)

平成22年３月期 
第２四半期 
連結累計期間 
(百万円)

増減額
（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,965 2,739 774

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,207 △481 725

財務活動によるキャッシュ・フロー △373 △199 173

現金及び現金同等物の増減額 384 2,058 1,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,628 10,452 2,823
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 業績予想につきましては、平成21年５月12日に公表いたしました平成22年３月期の通期の数値を修正

しております。詳細につきましては、平成21年11月５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。 

  
  

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 9,669 8,086

受取手形及び売掛金 6,510 7,056

有価証券 1,190 1,207

たな卸資産 53 39

繰延税金資産 338 452

その他 778 1,360

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 18,538 18,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,920 24,859

減価償却累計額 △13,429 △13,063

建物及び構築物（純額） 11,491 11,796

機械装置及び運搬具 24,737 24,509

減価償却累計額 △20,403 △19,642

機械装置及び運搬具（純額） 4,334 4,866

土地 10,084 10,177

建設仮勘定 504 17

その他 1,486 1,468

減価償却累計額 △1,183 △1,149

その他（純額） 303 318

有形固定資産合計 26,717 27,176

無形固定資産 490 576

投資その他の資産   

投資有価証券 10,616 9,796

前払年金費用 2,321 2,589

繰延税金資産 200 224

その他 1,150 1,177

貸倒引当金 △209 △227

投資その他の資産合計 14,079 13,560

固定資産合計 41,286 41,313

資産合計 59,825 59,512
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（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 156 225

未払費用 2,401 2,644

未払法人税等 110 70

引当金 122 119

その他 1,199 1,297

流動負債合計 3,989 4,357

固定負債   

退職給付引当金 622 604

その他の引当金 69 420

繰延税金負債 1,898 1,589

長期預り保証金 8,543 8,553

その他 876 614

固定負債合計 12,010 11,782

負債合計 15,999 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 40,055 40,112

自己株式 △349 △349

株主資本合計 41,679 41,737

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,433 938

評価・換算差額等合計 1,433 938

少数株主持分 713 696

純資産合計 43,826 43,372

負債純資産合計 59,825 59,512
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(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 18,078 16,331

売上原価 10,769 9,761

売上総利益 7,308 6,569

販売費及び一般管理費 6,964 6,314

営業利益 343 255

営業外収益   

受取利息 17 13

受取配当金 101 57

その他 51 38

営業外収益合計 169 109

営業外費用   

支払利息 46 47

固定資産除却損 2 1

貸倒引当金繰入額 11 1

その他 0 1

営業外費用合計 60 50

経常利益 452 313

特別利益   

投資有価証券売却益 0 1

会員権売却益 － 6

貸倒引当金戻入額 0 2

特別利益合計 0 10

特別損失   

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 2 －

会員権評価損 1 0

固定資産除却損 11 0

固定資産売却損 － 2

貸倒引当金繰入額 2 3

減損損失 － 0

番組中止損失 82 －

特別損失合計 99 8

税金等調整前四半期純利益 353 315

法人税等 180 213

少数株主利益 21 28

四半期純利益 151 73
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(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 353 315

減価償却費 1,603 1,415

減損損失 － 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △18

引当金の増減額（△は減少） △90 △330

受取利息及び受取配当金 △118 △71

支払利息 46 47

固定資産除却損 14 1

固定資産売却損益（△は益） － 2

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

会員権売却損益（△は益） － △6

会員権評価損 1 0

売上債権の増減額（△は増加） 773 546

たな卸資産の増減額（△は増加） △42 △14

仕入債務の増減額（△は減少） △23 △68

未払消費税等の増減額（△は減少） △29 48

その他の資産の増減額（△は増加） 225 284

その他の負債の増減額（△は減少） △508 25

小計 2,221 2,176

利息及び配当金の受取額 118 69

法人税等の支払額 △374 △89

法人税等の還付額 － 583

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,965 2,739

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 △238 △67

定期預金の払戻による収入 287 142

有価証券の取得による支出 △150 △150

有価証券の償還による収入 30 570

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,234 △1,107

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 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 105 2

その他の支出 △35 △4

その他の収入 30 39

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,207 △481

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 50 5

預り保証金の返還による支出 △85 △62

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △325 △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 △373 △199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 384 2,058

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 7,628 10,452
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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) 

 
    

    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

16,055 1,286 736 18,078 ― 18,078

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

64 93 347 505 (505) ―

計 16,119 1,380 1,084 18,583 (505) 18,078

営業利益又は営業損失(△) △317 608 52 343 0 343

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

14,364 1,269 696 16,331 ― 16,331

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

67 91 338 497 (497) ―

計 14,432 1,361 1,035 16,829 (497) 16,331

営業利益又は営業損失(△) △469 658 69 258 (3) 255

(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。 

  

 

 
  

 

 
  

(3)個別売上高の内訳 
  

「参考」

平成22年３月期第２四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年９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２四半期 14,584 △8.9 72 △60.6 159 △48.9 49 △53.7

21年３月期第２四半期 16,008 ― 183 ― 311 ― 106 ―

 (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２四半期 50,848 40,274

  21年３月期 50,574 39,893

（単位：百万円、％）

 前第２四半期
（平成21年３月期 
 第２四半期）

当第２四半期
（平成22年３月期 
  第２四半期）

増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ収入 1,765 1,439 △325 △18.5

  放送収入 1,444 1,193 △250 △17.4

    タイム収入 802 632 △169 △21.2

    スポット収入 641 560 △80 △12.6

  制作収入 278 210 △67 △24.4

  番組販売収入 42 35 △7 △17.1

テレビ収入 12,683 11,554 △1,128 △8.9

  放送収入 10,766 9,688 △1,077 △10.0

    タイム収入 2,843 2,791 △52 △1.8

    スポット収入 7,922 6,897 △1,025 △12.9

  制作収入 1,345 1,082 △263 △19.6

   クロスメディア収入 390 606 215 55.1

  雑収入 180 177 △2 △1.4

その他の収入 1,559 1,590 31 2.0

合計 16,008 14,584 △1,423 △8.9
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