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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 4,828 6.7 483 38.9 470 44.8 271 52.3
21年3月期第2四半期 4,526 ― 347 ― 324 ― 178 ―

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 4,049.71 ―
21年3月期第2四半期 2,658.18 ―

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 14,829 9,164 61.8 136,758.62
21年3月期 14,765 9,037 61.2 134,863.86

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,164百万円 21年3月期  9,037百万円

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 ― ― ― 2,200.00 2,200.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 2,200.00 2,200.00

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  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 10,000 9.2 850 57.7 800 58.7 470 135.1 7,013.46
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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、【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、【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 
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、【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 有
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 67,014株 21年3月期  67,014株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―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 67,014株 21年3月期第2四半期 67,014株
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 当第２四半期連結累計期間における、当社グループの連結経営成績は以下のとおり進捗しております。 

 放送サービス事業においては、４月より「ＶＯＤサービス（ビデオ・オン・デマンド）」の全域での提供開始、９

月にはビデオコンテンツの充実を目的に「ＮＨＫオンデマンド」を追加し、利用促進を図っております。また、６月

からはＤＶＤ内蔵セットトップボックスを使用した新しいデジタルコースとして「デジ録＋（プラス）ＤＶＤ」の販

売を開始、加入者の利便性向上に努めております。これにより、主要売上品目である「利用料収入」は2,463,694千円

（前年同期比5.1％増）となり、放送サービス事業全体の売上高は3,864,920千円（同8.6％増）、営業利益は366,927

千円（同73.0％増）となりました。 

通信サービス事業においては、大手通信事業者との競合が激化しており、各種キャンペーンを展開し加入者の獲得

に注力いたしました。これにより、通信サービス事業全体の売上高は651,160千円（同2.6％減）、営業利益は275,978

千円（同12.8％増）となりました。 

映画興行事業においては、アニメ作品による集客が堅調に推移し、売上高は312,331千円（同3.9％増）、営業利益

は11,464千円（同45.7％減）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高4,828,411千円（同6.7％増）、営業利益  

483,041千円（同38.9％増）、経常利益470,002千円（同44.8％増）、四半期純利益271,387千円（同52.3％増）となり

ました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ64,531千円増加し、14,829,793千円となりまし

た。これは主に、完成工事高の計上基準の変更による売掛金の増加、設備の高度化と品質向上を目的とした有形

固定資産の増加から借入金の返済による預金の減少、減価償却等を差し引きした結果によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ62,443千円減少し、5,665,051千円となりました。これは主に、借入金

の返済と未払法人税等の増加によるものです。  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ126,975千円増加し、9,164,741千円となりました。これは主に、利益

剰余金の増加等によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.6ポイント増加し、61.8％となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純

利益の計上、減価償却費の内部留保、有形固定資産の取得、借入金の返済及び配当金の支払い等を総合し、前連

結会計年度末に比べ117,075千円の減少となり、当第２四半期連結累計期間末には1,339,917千円となりました。

 また、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） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,120,436千円（前年同期比120,124千円の

減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上及び減価償却費の内部留保によるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は745,121千円（前年同期比178,942千円の増

加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は492,390千円（前年同期比395,273千円の減

少）となりました。これは主に、借入金の返済及び配当金の支払いによるものです。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 第３四半期以降の施策として、既に公表しております「高度化戦略（ネットワークインフラの高度化及び提供サ

ービスの高度化・多様化）」、「クロスメディア戦略」、「デジタル化戦略」に基づき事業を推進していく計画で

あります。 

 具体的には、「プライマリ電話サービス」の開始、「公営住宅の地上デジタル放送対応工事」などを予定してお

り、平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に発表いたしました連結業績予想から変更

はございません。 

  

 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２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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

られる場合には、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準によっておりましたが、第１四半期連結会

計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年２月27日）を適用し、第１四半期連結会計

期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約において当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは工事完成数に応じ

た方法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、売上高は622,177千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益は、それぞれ534,360千円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

・追加情報  

  第１四半期連結会計期間において、受注した契約に損失が見込まれることとなったため、当該損失見込額を受

注損失引当金として計上しております。なお、受注損失引当金は同一の契約に係る未成工事支出金と相殺表示し

ております。 

 この結果、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 23,187千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、該当箇所に記載しております。  

  

  

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：千円）

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 1,339,917 1,456,993

受取手形及び売掛金 1,706,354 1,401,372

番組勘定 3,092 1,483

商品 1,578 1,359

未成工事支出金 126,874 －

その他 555,210 558,938

貸倒引当金 △20,016 △20,290

流動資産合計 3,713,011 3,399,857

固定資産   

有形固定資産   

構築物（純額） 8,601,911 8,990,316

その他（純額） 1,964,556 1,806,408

有形固定資産合計 10,566,468 10,796,725

無形固定資産 141,923 172,557

投資その他の資産 408,389 396,121

固定資産合計 11,116,781 11,365,404

資産合計 14,829,793 14,765,262
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（単位：千円）

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 852,331 808,843

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 227,062 24,661

引当金 60,012 60,552

その他 1,880,769 1,694,903

流動負債合計 3,120,175 2,688,960

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,419,650 1,913,674

引当金 55,240 54,080

その他 69,985 70,780

固定負債合計 2,544,875 3,038,535

負債合計 5,665,051 5,727,495

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,685,005 2,685,005

資本剰余金 2,339,683 2,339,683

利益剰余金 4,139,145 4,015,188

株主資本合計 9,163,833 9,039,877

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 908 △2,110

評価・換算差額等合計 908 △2,110

純資産合計 9,164,741 9,037,766

負債純資産合計 14,829,793 14,765,262
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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：千円）

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 4,526,818 4,828,411

売上原価 2,862,359 2,953,947

売上総利益 1,664,459 1,874,464

販売費及び一般管理費 1,316,686 1,391,423

営業利益 347,772 483,041

営業外収益   

受取利息 2,431 368

受取配当金 1,760 604

負担金受入額 － 2,423

その他 4,344 4,485

営業外収益合計 8,535 7,882

営業外費用   

支払利息 27,012 18,945

その他 4,653 1,975

営業外費用合計 31,666 20,921

経常利益 324,641 470,002

特別利益   

投資有価証券売却益 324 －

特別利益合計 324 －

特別損失   

前期損益修正損 － 6,612

固定資産除却損 6,516 －

投資有価証券評価損 6,680 －

特別損失合計 13,196 6,612

税金等調整前四半期純利益 311,769 463,389

法人税、住民税及び事業税 136,907 216,643

法人税等調整額 △3,272 △24,641

法人税等合計 133,635 192,002

四半期純利益 178,134 271,387
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,232,956 2,337,604

売上原価 1,439,418 1,455,610

売上総利益 793,537 881,994

販売費及び一般管理費 671,557 679,596

営業利益 121,980 202,397

営業外収益   

受取利息 2,423 306

負担金受入額 － 2,423

その他 2,666 2,018

営業外収益合計 5,090 4,748

営業外費用   

支払利息 13,159 9,188

その他 1,223 897

営業外費用合計 14,382 10,086

経常利益 112,688 197,059

特別損失   

固定資産除却損 6,065 －

投資有価証券評価損 6,680 －

特別損失合計 12,745 －

税金等調整前四半期純利益 99,943 197,059

法人税、住民税及び事業税 63,058 107,980

法人税等調整額 △20,228 △26,059

法人税等合計 42,830 81,921

四半期純利益 57,112 115,138
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 311,769 463,389

減価償却費 728,806 740,766

賞与引当金の増減額（△は減少） 320 △539

受取利息及び受取配当金 △4,191 △973

支払利息 27,012 18,945

固定資産除却損 6,516 －

投資有価証券評価損益（△は益） 6,680 －

売上債権の増減額（△は増加） 421,252 △311,906

たな卸資産の増減額（△は増加） － △128,702

仕入債務の増減額（△は減少） △61,648 43,488

未払金の増減額（△は減少） △40,947 △1,957

未払費用の増減額（△は減少） 25,963 28,910

未払消費税等の増減額（△は減少） △82,663 32,020

前受金の増減額（△は減少） △35,529 240,061

長期未払金の増減額（△は減少） △10,530 －

その他 △13,211 30,292

小計 1,279,600 1,153,794

利息及び配当金の受取額 4,191 973

利息の支払額 △27,618 △17,940

法人税等の支払額 △15,611 △16,390

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,240,561 1,120,436

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 △499,356 △735,788

無形固定資産の取得による支出 △61,542 △3,140

長期前払費用の取得による支出 △5,759 △5,954

投資有価証券の取得による支出 △49 △60

投資有価証券の売却による収入 400 －

差入保証金の差入による支出 － △178

その他 128 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △566,179 △745,121

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △410,422 △344,422

リース債務の返済による支出 － △795

社債の償還による支出 △330,000 －

配当金の支払額 △147,242 △147,173

財務活動によるキャッシュ・フロー △887,664 △492,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △213,282 △117,075

現金及び現金同等物の期首残高 2,456,761 1,456,993

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,243,479 1,339,917
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 該当事項はありません。 

  

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．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス 

 当社グループでは、放送サービス事業、通信サービス事業、ネットワーク事業、及び映画興行事業を行って

おりますが、放送サービス事業及び映画興行事業を独立区分し、通信サービス事業とネットワーク事業を合わ

せて通信関連事業としております。 

２．会計処理の方法の変更  

 当第２四半期連結累計期間 

  第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年２月27日）を適用して

おります。 

  この結果、従来の方法によった場合と比べ、売上高、営業利益は「放送サービス事業」でそれぞれ622,177

千円、534,360千円増加しております。なお、「通信関連事業」、「映画興行事業」への影響はありません。 

３．追加情報  

 前第２四半期連結累計期間 

 平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半期連結会計期間より機械装

置の一部について耐用年数を変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益は「通信関連事業」が5,373千円、「映画興行事業」

が178千円増加しております。「放送サービス事業」への影響はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間 

  第１四半期連結会計期間において、受注した契約に損失が見込まれることとなったため、当該損失見込額を

受注損失引当金として計上しております。なお、受注損失引当金は同一の契約に係る未成工事支出金と相殺表

示しております。 

   この結果、営業利益は、「放送サービス事業」で23,187千円減少しております。「通信関連事業」、「映画

興行事業」への影響はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
放送サービス事
業（千円） 

通信関連事業
（千円） 

映画興行事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  3,557,788  668,355  300,675  4,526,818  －  4,526,818

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  18,643  18,643  △18,643  －

計  3,557,788  668,355  319,318  4,545,461  △18,643  4,526,818

営業利益  212,122  244,692  21,110  477,926  △130,153  347,772

  
放送サービス事
業（千円） 

通信関連事業
（千円） 

映画興行事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  3,864,920  651,160  312,331  4,828,411  －  4,828,411

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  18,711  18,711  △18,711  －

計  3,864,920  651,160  331,042  4,847,123  △18,711  4,828,411

営業利益  366,927  275,978  11,464  654,371  △171,330  483,041
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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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔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
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該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報

ｽﾀｰｷｬｯﾄ・ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ㈱（4339）平成22年３月期　第２四半期決算短信

12


	20091102四半期決算短信（ｻﾏﾘｰ）
	20091109四半期決算短信（ｻﾏﾘｰ以外）
	20091109四半期決算短信（財務諸表以外））1
	20091109四半期決算短信（財務諸表）
	20091109四半期決算短信（財務諸表以外））2




