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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 17,424 △5.0 515 △12.9 566 △5.4 304 △47.5

21年3月期第3四半期 18,348 ― 592 ― 599 ― 579 ―

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3四半期 27.70 ―

21年3月期第3四半期 51.98 ―

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3四半期 37,847 24,600 63.4 2,185.56
21年3月期 39,469 24,602 60.7 2,167.71

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  24,009百万円 21年3月期  23,959百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

10.00 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 23,660 △9.1 510 △54.8 550 △50.8 280 △56.1 25.47

－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、5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） 

[(注)詳細は、5ページ【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 

・上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって上記予
想数値と異なる場合があります。 

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3四半期 11,200,000株 21年3月期  11,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  214,253株 21年3月期  146,961株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 10,995,090株 21年3月期第3四半期 11,152,918株

－2－



 
(注)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

   ※業績予想の適切な利用に関する説明 

・上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績 

 は、今後さまざまな要因によって上記予想数値と異なる場合があります。 

  

(参考) 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)

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 17,680 △9.0 580 △39.3 670 △36.3 380 △45.4 34 56

ＲＫＢ毎日放送㈱(9407) 平成22年3月期 第3四半期決算短信
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高やデフレの進行など依然厳しい状況が続いてい
ます。  
 主たる事業の放送業界では、景気回復の遅れや雇用不安による個人消費の冷え込みから、広告活動に対
する企業マインドは改善せず、テレビ、ラジオ広告費ともに前年実績を下回る厳しい状況にあります。そ
のような経営環境の中、当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は174億24百万円(前年同期比 
5.0%減)で減収となり、営業利益は5億15百万円(前年同期比 12.9%減)、経常利益は5億66百万円(前年同期
比 5.4%減)、四半期純利益は前年同期にあった特別利益の計上がなく、3億4百万円(前年同期比 47.5%減)
と大幅な減益となりました。  
 セグメント別の状況は次のとおりです。 
  
①放送事業  
 放送事業は、収入117億66百万円(前年同期比 6.2%減)、営業利益3億40百万円(前年同期比 16.9%減)と
なりました。 
 テレビ部門は、収入102億66百万円(前年同期比 5.6%減)となりました。全国的な広告投下量の減少によ
り、スポット収入は5.1%減、タイム収入は6.6%減となりました。業種別では、自動車などの輸送機器、住
宅・建材などが大きく落ち込み、食品、薬品などは伸びたものの、カバーできませんでした。 
 ラジオ部門は、収入14億99百万円(前年同期比 10.3%減)となりました。ラジオについても全国的な広告
投下量の減少によりスポット収入は9.9%減、タイム収入は13.3%減となりました。業種別では、自動車な
どの輸送機器などが大きく落ち込みました。 
 利益面では、経費節減等に努めましたが、収入の落ち込みをカバーできず、減益となりました。 
  
②システム関連事業  
 システム関連事業は、収入32億5百万円(前年同期比 2.7%増)、営業損失2億96百万円(前年同期は営業損
失2億6百万円)となりました。  
 情報サービス産業でも情報関連投資の抑制が続いておりますが、収入については民間向けソフトウェア
開発の受注が好調で増収となりました。利益面では開発経費、外注費の削減等コスト管理を徹底いたしま
したが、価格競争が厳しさを増しており、営業損失が拡大しました。  
  
③不動産事業  
 不動産事業は、収入10億円(前年同期比 7.4%減)、営業利益5億32百万円(前年同期比 7.2%減)となりま
した。  
 ＲＫＢ放送会館の立体駐車場建設のため駐車場の一部を4月から7月まで閉鎖したことにより、駐車場賃
貸収入等が減少し、減収減益となりました。  
  
④その他事業  
 その他事業は、収入22億24百万円(前年同期比 9.4%減)、営業損失59百万円(前年同期は営業損失1億82
百万円)となりました。  
 催事部門で「白洲次郎と正子の世界展」、「熊川哲也 ロミオとジュリエット」や当社企画で全国を巡
回する「吉村作治の新発見！エジプト展」を全国5会場で開催しましたが、前年同期の「国宝 大絵巻展」
などの大型催し物が減ったことにより、減収となりました。利益面では、催事部門等で前年同期比では改
善したものの、黒字化には至りませんでした。 
  

(1) 資産、負債、純資産の状況  
 当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億21百万円減少し、378億47百万円となりまし
た。これは主に、仕掛品が4億56百万円増加したものの、回収等により受取手形及び売掛金が17億68百万
円減少したことによるものであります。  
 当第3四半期末の総負債は、前連結会計年度末に比べ16億20百万円減少し、132億46百万円となりまし
た。これは主に、支払等により未払費用が6億69百万円、設備支払手形が5億36百万円減少したことによる
ものであります。  
 当第3四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ1百万円減少し、246億円となりました。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

ＲＫＢ毎日放送㈱(9407) 平成22年3月期 第3四半期決算短信
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(2) キャッシュ・フローの状況  
 当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億93百万円減少し、25億77百
万円となりました。  
  
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 営業活動の結果得られた資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ4億32百万円減少し、16億9百万円(前
第3四半期連結累計期間は20億42百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4
億86百万円減少したことによるものであります。  
  
 (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、前第3四半期連結累計期間に比べ14億59百万円増加し、16億24百万円
(前第3四半期連結累計期間は1億64百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支
出が9億50百万円増加、有形固定資産売却による収入が3億27百万円減少したことによるものであります。 
  
 (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、前第3四半期連結累計期間に比べ14億7百万円減少し、2億78百万円(前
第3四半期連結累計期間は16億85百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済額等が16億円
減少したことによるものであります。 
  

当期における業績は、主たる事業である放送事業においてテレビ、ラジオ広告は依然厳しい状況が見込
まれますが、当第3四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成21年11月6日に公表いた
しました平成22年3月期の通期業績予想を修正しております。この結果、売上高236億60百万円、営業利益
5億10百万円、経常利益5億50百万円、当期純利益2億80百万円を見込んでおります。 
(参考) 
 ・平成21年11月6日発表の連結業績予想(通期)   
   売上高 234億40百万円、営業利益 4億30百万円、経常利益 4億50百万円、当期純利益 2億円     
  

  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
・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、かつ、一時差異
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の作成に特有の会計処理 
・税金費用の計上については法定実効税率をベースとし、年間予測税率により計算しております。 
 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。 

  

・受注制作のソフトウェア開発に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しており
ましたが、「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)および「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12月27日)を当第1四半期連結会
計期間より適用し、当第1四半期連結会計期間に着手したソフトウェア開発契約から、当第3四半期連結
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ものについては工事進行基準(工事の進
捗率の見積りは原価比例法)を、その他のものについては工事完成基準を適用しております。 
 これによる当第3四半期連結累計期間の売上高および損益に与える影響はありません。 
  

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

(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

ＲＫＢ毎日放送㈱(9407) 平成22年3月期 第3四半期決算短信
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,087 3,051

受取手形及び売掛金 2,750 4,518

有価証券 45 55

商品 51 22

仕掛品 516 60

貯蔵品 28 22

その他 2,747 2,670

貸倒引当金 △6 △4

流動資産合計 9,220 10,395

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,395 8,295

機械装置及び運搬具（純額） 2,174 2,799

土地 13,321 13,321

その他（純額） 301 240

有形固定資産合計 24,192 24,657

無形固定資産 6 9

投資その他の資産   

投資有価証券 3,531 3,557

その他 914 869

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 4,427 4,407

固定資産合計 28,626 29,074

資産合計 37,847 39,469

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 144 448

短期借入金 1,027 777

未払法人税等 124 343

その他 2,563 3,764

流動負債合計 3,859 5,332

固定負債   

長期借入金 2,685 2,949

退職給付引当金 4,455 4,257

役員退職慰労引当金 85 84

負ののれん 67 77

その他 2,094 2,165

固定負債合計 9,387 9,534

負債合計 13,246 14,867

ＲＫＢ毎日放送㈱(9407) 平成22年3月期 第3四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 560 560

資本剰余金 4 4

利益剰余金 23,287 23,148

自己株式 △164 △108

株主資本合計 23,687 23,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 322 355

評価・換算差額等合計 322 355

少数株主持分 590 642

純資産合計 24,600 24,602

負債純資産合計 37,847 39,469

ＲＫＢ毎日放送㈱(9407) 平成22年3月期 第3四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 18,348 17,424

売上原価 11,714 11,243

売上総利益 6,633 6,181

販売費及び一般管理費 6,041 5,665

営業利益 592 515

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 51 59

その他 63 61

営業外収益合計 122 126

営業外費用   

支払利息 86 71

その他 28 3

営業外費用合計 115 75

経常利益 599 566

特別利益   

固定資産売却益 315 －

移転補償金 170 －

特別利益合計 486 －

特別損失   

固定資産除売却損 17 23

投資有価証券評価損 18 －

ゴルフ会員権評価損 19 1

その他 2 1

特別損失合計 58 26

税金等調整前四半期純利益 1,026 540

法人税等 477 282

少数株主損失（△） △30 △47

四半期純利益 579 304

ＲＫＢ毎日放送㈱(9407) 平成22年3月期 第3四半期決算短信
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,026 540

減価償却費 1,183 1,166

負ののれん償却額 △10 △10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 161 197

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △334 1

受取利息及び受取配当金 △58 △64

支払利息 86 71

固定資産売却損益（△は益） △315 －

移転補償金 △170 －

固定資産除売却損益（△は益） 17 23

投資有価証券評価損益（△は益） 18 －

ゴルフ会員権評価損 19 1

売上債権の増減額（△は増加） 1,496 1,687

たな卸資産の増減額（△は増加） △457 △491

仕入債務の増減額（△は減少） △355 △753

未収消費税等の増減額（△は増加） 75 0

未払消費税等の増減額（△は減少） △62 △1

その他の資産の増減額（△は増加） △33 32

その他の負債の増減額（△は減少） 307 △142

小計 2,598 2,259

利息及び配当金の受取額 58 64

利息の支払額 △60 △54

法人税等の支払額 △553 △659

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,042 1,609

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △29 △330

有価証券の売却による収入 34 55

有形固定資産の取得による支出 △341 △1,292

有形固定資産の売却による収入 327 －

投資有価証券の取得による支出 △176 △74

投資有価証券の売却による収入 30 －

その他 △9 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △164 △1,624

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,350 250

長期借入金の返済による支出 △172 △263

配当金の支払額 △135 △167

少数株主への配当金の支払額 △3 △4

その他 △23 △93

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,685 △278

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 191 △293

現金及び現金同等物の期首残高 2,343 2,870

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,535 2,577
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前第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

   当社の事業区分の方法は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

 
  

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

   当社の事業区分の方法は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

 
  

(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)

システム
関連事業 
(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

12,426 3,058 823 2,040 18,348 ― 18,348

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

119 62 256 415 853 (853) ―

計 12,545 3,120 1,080 2,455 19,201 (853) 18,348

営業利益又は営業損失(△) 409 △206 573 △182 593 (  1) 592

事業区分 主要な内容

放送事業
テレビ・ラジオの番組及びスポットＣＭ販売 

テレビ番組・ＣＭ等の制作、テレビ番組制作スタッフ派遣

システム関連事業 ソフトウェア開発・販売・保守、受託計算、機器販売

不動産事業 不動産賃貸業、駐車場運営、ビル管理、不動産仲介

その他事業 産業・広報映画の制作、人材派遣、イベント企画・制作

放送事業 
(百万円)

システム
関連事業 
(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

11,637 3,163 778 1,844 17,424 ― 17,424

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

128 41 222 380 772 (772) ―

計 11,766 3,205 1,000 2,224 18,197 (772) 17,424

営業利益又は営業損失(△) 340 △296 532 △59 516 (  0) 515

事業区分 主要な内容

放送事業
テレビ・ラジオの番組及びスポットＣＭ販売 

テレビ番組・ＣＭ等の制作、テレビ番組制作スタッフ派遣

システム関連事業 ソフトウェア開発・販売・保守、受託計算、機器販売

不動産事業 不動産賃貸業、駐車場運営、ビル管理、不動産仲介

その他事業 産業・広報映画の制作、人材派遣、イベント企画・制作
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前第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)および当第3四半期連結累

計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)において、本国(日本)以外の国又は地域には子会

社および在外支店がないため該当事項はありません。 

  

前第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)および当第3四半期連結累

計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)において、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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(百万円未満切捨て) 

【個別経営成績(累計)】                                (%表示は対前年同四半期増減率)

 
  

 
  

【個別財政状態】 

 
  

【個別売上明細】 

 
  

(注)１ 四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビュー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」(平成19年内閣府令第63号)に従い四半期財務

  諸表を作成しております。 

  

「参考」

(1) 平成22年3月期第3四半期の個別業績(平成21年4月1日～平成21年12月31日)

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3四半期 13,363 △ 7.8 765 2.7 868 0.0 473 △38.3

 21年3月期第3四半期 14,500 △ 2.3 745 12.1 868 41.8 766 149.5

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3四半期 43 03 ─

 21年3月期第3四半期 68 75 ─

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3四半期 33,203 22,007 66.3 2,003 24

 21年3月期 34,070 21,788 64.0 1,971 27

前第3四半期累計期間  
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日)

当第3四半期累計期間  
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日)

増減

金額(百万円) 百分比(%) 金額(百万円) 百分比(%) 金額(百万円) 増減率(%)

 テレビ収入 10,872 75.0 10,266 76.8 △ 605 △ 5.6

 ラジオ収入 1,673 11.5 1,499 11.2 △ 173 △10.3

不動産事業収入 755 5.2 709 5.3 △ 46 △ 6.2

その他事業収入 1,199 8.3 887 6.7 △ 312 △26.0

合計 14,500    100.0 13,363 100.0 △1,137 △ 7.8
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