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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 24,668 △8.3 1,104 △1.0 1,214 △7.4 621 ―

21年3月期第3四半期 26,890 ― 1,115 ― 1,312 ― △1,659 ―

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 23.83 ―

21年3月期第3四半期 △63.65 ―

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 59,269 43,827 72.7 1,653.22
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3四半期  43,099百万円 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  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 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、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） 

(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3四半期 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3四半期  330,242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3四半期 26,069,870株 21年3月期第3四半期 26,070,872株
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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、一昨年来の世界的金融危機に端を発した大幅な景気の悪化、

急激な円高、企業収益の減少、厳しい雇用情勢など先行き不透明な状況で推移しました。  

 放送業界におきましては、企業収益悪化の影響を受けて、広告出稿の減少が止まらず、依然として厳しい状況が

続きました。  

 このような状況下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、246億68百万円（前年同期比8.3％

減）となりました。 

  利益面では、営業利益は11億４百万円（前年同期比1.0％減）、経常利益は12億14百万円（前年同期比7.4％

減）、四半期純利益は６億21百万円（前年同期は四半期純損失16億59百万円）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216億78百万円（前年同期比9.0％減）となりました。これは、イベント事業の増収

や、出資映画の好調に伴う配分収入の増加などがありましたが、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、番組費を見直し販管費を圧縮しましたが、売上高の減少幅が大きく、18百万円の営業損失（前年同

期は営業利益１億５百万円）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19億８百万円（前年同期比0.9％減）となりました。 

 利益面では、当社の保有する商業施設の減価償却費が減少したことや、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９億96百万円（前年同期比11.1％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、長引く景気低迷の影響を受け、売上高

は10億81百万円（前年同期比4.3％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１

億30百万円（前年同期比15.1％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)

四半期純利益又は
四半期純損失(△) 

(百万円)

平成22年３月期第３四半期
連結累計期間

24,668 1,104 1,214 621

平成21年３月期第３四半期
連結累計期間

26,890 1,115 1,312 △1,659

増減率（％） △8.3 △1.0 △7.4 ─
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  当第３四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２億43百万円減少し、592億69百万円と

なりました。これは、有価証券が10億48百万円増加した一方で、減価償却により有形及び無形固定資産が９億73百

万円減少し、また前払年金費用が３億52百万円減少したことなどによるものです。 

  

  当第３四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６億98百万円減少し、154億41百万円と

なりました。これは、流動負債の引当金が３億17百万円増加し、繰延税金負債が２億65百万円増加した一方で、未

払費用が11億72百万円減少したことなどによるものです。 

  

  当第３四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４億54百万円増加し、438億27百万円

となりました。これは、四半期純利益の計上と配当金支払の差額により利益剰余金が３億60百万円増加したことな

どによるものです。 

  

 

 当第３四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10億37百万円減少し、73億55百万円となりました。  

 当第３四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36億17百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億92百万

円に減価償却費21億65百万円を加え、さらに法人税等の還付額が５億83百万円あっ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） 

 投資活動において使用した資金は43億８百万円となりました。資金使途の主な内容は、定期預金の預入による支

出20億70百万円、有価証券の取得による支出18億49百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出14億68百万円

でした。一方で、有価証券の償還により８億５百万円の収入がありました。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動において使用した資金は３億46百万円となりました。資金使途の主な内容は、配当金の支払額２億61百

万円及び預り保証金の返還による支出90百万円でした。一方で、預り保証金の預りにより17百万円の収入がありま

した。 

    

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３四半期 
連結累計期間 
(百万円)

平成22年３月期 
第３四半期 
連結累計期間 
(百万円)

増減額
（百万円）

現金及び現金同等物の期首残高 7,244 8,393 1,148

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,735 3,617 881

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,331 △4,308 △2,977

財務活動によるキャッシュ・フロー △497 △346 151

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,151 7,355 △795
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 平成21年11月５日付「平成22年３月期 第２四半期決算短信」の連結業績予想に変更はありません。 

  
  

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、当社において見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠

く結果となるため、法定実効税率を使用する方法を採用しております。また、連結子会社においては

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 8,276 8,086

受取手形及び売掛金 6,883 7,056

有価証券 2,255 1,207

たな卸資産 80 39

繰延税金資産 324 452

その他 1,260 1,360

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 19,077 18,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,014 24,859

減価償却累計額 △13,592 △13,063

建物及び構築物（純額） 11,421 11,796

機械装置及び運搬具 24,642 24,509

減価償却累計額 △20,530 △19,642

機械装置及び運搬具（純額） 4,111 4,866

土地 10,084 10,177

建設仮勘定 421 17

その他 1,480 1,468

減価償却累計額 △1,184 △1,149

その他（純額） 296 318

有形固定資産合計 26,334 27,176

無形固定資産 445 576

投資その他の資産   

投資有価証券 9,979 9,796

前払年金費用 2,236 2,589

繰延税金資産 198 224

その他 1,199 1,177

貸倒引当金 △201 △227

投資その他の資産合計 13,411 13,560

固定資産合計 40,191 41,313

資産合計 59,269 59,512
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 193 225

未払費用 1,471 2,644

未払法人税等 88 70

引当金 436 119

その他 1,344 1,297

流動負債合計 3,534 4,357

固定負債   

退職給付引当金 636 604

その他の引当金 66 420

繰延税金負債 1,855 1,589

長期預り保証金 8,487 8,553

その他 861 614

固定負債合計 11,907 11,782

負債合計 15,441 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 40,473 40,112

自己株式 △349 △349

株主資本合計 42,097 41,737

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,001 938

評価・換算差額等合計 1,001 938

少数株主持分 728 696

純資産合計 43,827 43,372

負債純資産合計 59,269 59,512
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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 26,890 24,668

売上原価 15,514 14,217

売上総利益 11,375 10,451

販売費及び一般管理費 10,260 9,346

営業利益 1,115 1,104

営業外収益   

受取利息 25 20

受取配当金 167 99

その他 88 65

営業外収益合計 281 185

営業外費用   

支払利息 69 71

固定資産除却損 3 1

貸倒引当金繰入額 11 1

その他 0 2

営業外費用合計 84 75

経常利益 1,312 1,214

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 1 7

特別利益合計 1 15

特別損失   

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 2,269 16

会員権売却損 0 －

会員権評価損 1 0

固定資産除却損 35 7

固定資産売却損 1 9

貸倒引当金繰入額 1 3

減損損失 － 0

番組中止損失 82 －

特別損失合計 2,390 37

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,076 1,192

法人税等 554 527

少数株主利益 29 43

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,659 621
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,076 1,192

減価償却費 2,493 2,165

減損損失 － 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 △25

引当金の増減額（△は減少） 264 △4

受取利息及び受取配当金 △193 △120

支払利息 69 71

固定資産除却損 38 8

固定資産売却損益（△は益） 1 9

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） 2,269 16

会員権売却損益（△は益） 0 △6

会員権評価損 1 0

売上債権の増減額（△は増加） 804 173

たな卸資産の増減額（△は増加） △49 △41

仕入債務の増減額（△は減少） △73 △31

未払消費税等の増減額（△は減少） △21 77

その他の資産の増減額（△は増加） 409 451

その他の負債の増減額（△は減少） △1,401 △857

小計 3,549 3,077

利息及び配当金の受取額 192 117

法人税等の支払額 △1,006 △161

法人税等の還付額 － 583

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,735 3,617

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 △341 △2,070

定期預金の払戻による収入 427 242

有価証券の取得による支出 △300 △1,849

有価証券の償還による収入 200 805

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,394 △1,468

有形及び無形固定資産の売却による収入 1 96

投資有価証券の取得による支出 △39 △115

投資有価証券の売却による収入 108 12

その他の支出 △42 △7

その他の収入 50 46

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,331 △4,308

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 121 17

預り保証金の返還による支出 △150 △90

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △456 △261

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 △497 △346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 906 △1,037

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 8,151 7,355
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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) 

 
    

    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

23,836 1,924 1,129 26,890 ― 26,890

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

90 140 509 740 (740) ―

計 23,926 2,065 1,638 27,630 (740) 26,890

営業利益 105 896 113 1,115 0 1,115

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

21,678 1,908 1,081 24,668 ― 24,668

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

106 136 483 726 (726) ―

計 21,785 2,044 1,564 25,394 (726) 24,668

営業利益又は営業損失(△) △18 996 130 1,107 (3) 1,104

(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）

 (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３四半期 21,881 △8.0 771 △11.0 897 △16.0 497 ─

21年３月期第３四半期 23,790 ― 866 ― 1,068 ― △1,765 ―

 (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３四半期 50,900 40,153

  21年３月期 50,574 39,893

（単位：百万円、％）

 前第３四半期
（平成21年３月期 
 第３四半期）

当第３四半期
（平成22年３月期 
  第３四半期）

増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ収入 2,599 2,131 △468 △18.0

  放送収入 2,128 1,770 △357 △16.8

    タイム収入 1,131 905 △225 △19.9

    スポット収入 997 865 △132 △13.3

  制作収入 425 321 △103 △24.3

  番組販売収入 46 38 △7 △15.5

テレビ収入 19,054 17,592 △1,461 △7.7

  放送収入 16,358 14,889 △1,469 △9.0

    タイム収入 4,319 4,134 △184 △4.3

    スポット収入 12,039 10,754 △1,284 △10.7

  制作収入 1,849 1,446 △403 △21.8

   クロスメディア収入 600 973 373 62.1

  雑収入 245 282 37 15.4

その他の収入 2,136 2,157 21 1.0

合計 23,790 21,881 △1,908 △8.0
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