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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,660 5.5 615 14.3 580 15.2 316 58.5
21年3月期 9,155 1.1 538 △44.9 504 △45.7 199 △60.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 4,728.81 ― 3.5 3.7 6.4
21年3月期 2,982.89 ― 2.2 3.3 5.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 16,695 9,210 55.2 137,437.53
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  9,210百万円 21年3月期  9,037百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 1,514 △1,183 △350 1,437
21年3月期 1,812 △1,347 △1,464 1,456

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 2,200.00 2,200.00 147 73.8 1.6
22年3月期 ― ― ― 2,200.00 2,200.00 147 46.5 1.6
23年3月期 

（予想） ― ― ― 2,200.00 2,200.00 47.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

5,011 3.8 230 △52.2 190 △59.4 111 △59.0 1,660.44

通期 10,262 6.2 614 △0.2 531 △8.5 309 △2.3 4,620.80
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 67,014株 21年3月期 67,014株
② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 8,910 4.7 551 5.5 517 5.2 278 42.0
21年3月期 8,509 1.3 522 △46.1 491 △46.8 196 △61.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 4,156.32 ―
21年3月期 2,926.80 ―

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 16,303 9,132 56.0 136,284.41
21年3月期 14,404 8,998 62.5 134,283.23

（参考） 自己資本 22年3月期  9,132百万円 21年3月期  8,998百万円

※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については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
また、個別業績予想については、連結業績予想との差が僅少なため省略致しております。 
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(1）経営成績に関する分析   

（当期の経営成績）   

当連結会計年度における我が国経済は、世界的な景気後退からは一部持ち直しの動きが見られ、緩やかながら回復

の兆しが見える中で推移いたしました。 

放送・通信業界においては、放送・通信の融合が進展する中、大手通信事業者をはじめとした競合他社との競争環

境がより厳しさを増しております。 

このような環境の中、当社グループでは、各種サービスの販売を積極的に展開するとともに、「高度化戦略」とし

て「提供サービスの高度化」と「ネットワークインフラの高度化」に努めました。 

提供サービスに関しては、「ＶＯＤサービスの全域展開（４月）及びＮＨＫオンデマンドの採用（９月）」、「Ｄ

ＶＤ内蔵セットトップボックス採用による新プランの販売（６月）」などを実施しました。また第４四半期からは、

「多チャンネル放送サービス」と「インターネットサービス」をパッケージ化した商品として「ダブルパック10Ｍ」

及び「ダブルパック120Ｍ」を、さらにダブルパックに固定電話サービスをプラスした商品として「トリプルパック

10Ｍ」及び「トリプルパック120Ｍ」の販売を開始し、商品力の強化に努めました。そして、地上デジタル放送の普

及促進を目的に「地上デジタル放送のみのサービス」及び「地デジパック」も同時期より提供を開始しております。

ネットワークインフラの高度化に関しては、サブセンターの建設及び伝送路設備の細分化を実施し、品質の向上と

「固定電話サービス」の提供を実現しました。 

営業展開においては、固定電話サービスの販売開始を契機に「天白営業所」を新たに開設し、積極的な販売活動を

推進しました。 

 販売促進活動においては、平成22年10月に迎える開局20周年に先立ち、「市民映像祭」などの各種イベントの開催

及び宣伝活動を実施しました。 

 以上の結果、当連結会計年度の業績は次のとおりとなりました。  

  連結売上高 千円（前期比5.5％増）、売上原価 千円（同4.7％増）、販売費及び一般管理費

千円（同5.4％増）、営業利益 千円（同14.3％増）、経常利益 千円（同15.2％増）、当期純

利益 千円（同58.5％増）となりました。  

  

 事業分野ごとの業績は次のとおりであります。 

（放送サービス事業）  

 地上デジタル放送への関心の高まりを背景に、公営住宅約760棟・29,000世帯への対応工事などもあり、総接続世

帯数は544,713世帯となり、前連結会計年度末から42,285世帯の増加（増加率8.4％）となりました。また、多チャン

ネル放送サービスの加入世帯は89,071世帯となり、同383世帯の増加（同0.4％）となりました。加入者の増加及びデ

ジタル化率の伸長などにより、主要売上品目の「利用料収入」は前連結会計年度と比べ4.3％増加し 千円と

なりました。この結果、放送サービス事業による売上高は 千円（前期比6.1％増）となりました。 

（通信関連事業）  

 インターネットサービスにおいては、競合他社との競争激化により、加入者数が前連結会計年度末から394世帯減

少し45,307世帯となりました。また、多チャンネル放送サービスとインターネットサービスの両サービスにご加入い

ただいている世帯は27,430世帯となり、同763世帯の増加（増加率2.9％）となりました。これにより、通信関連事業

の売上高は 千円（前期比3.1％減）となりました。 

（映画興行事業）   

 映画興行事業は、「エヴァンゲリヲン新劇場版 破」や「Ｆａｔｅ/ｓｔａｙｎｉｇｈｔ」などのアニメ作品による

興行収益が堅調に推移し、合わせて映画のパンフレットをはじめとした関連商品売上も伸長した結果、映画興行事業

による売上高は 千円（前期比19.5％増）となりました。 

  

１．経営成績

9,660,433 6,213,282

2,831,171 615,978 580,757

316,896

4,963,275

7,749,347

1,285,100

625,985
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（次期の見通し） 

 次期におきましては、大手通信事業者との競争環境はさらに厳しくなるものと推測しております。 

このような事業環境の中、当社グループにおきましては、前連結会計年度から着手した「ネットワークインフラの

高度化」を推進し、固定電話サービスの提供エリアを拡大し、トリプルプレイサービス（多チャンネル放送サービス

＋インターネットサービス＋固定電話サービス）の積極販売に注力してまいります。 

営業面においては、外部営業組織を活用した営業展開の強化、お客さまプラザをはじめとした各営業拠点への誘引

施策及び家電量販店への営業ブースの出店など、多重的な販売活動を実施してまいります。また、集合住宅を対象に

した全戸との一括サービス契約（バルク契約）にも傾注してまいります。 

商品施策としては、「ＷｉＭＡＸ（高速ワイヤレスインターネット）」の提供を６月より開始予定とし、従来から

提供しております有線・固定のインターネットサービスに無線インターネットサービスを加え、総合商品力の強化に

努めてまいります。 

メディア関連においては、「コミュニティチャンネル（スターキャットチャンネル/自社制作番組）」のハイビジ

ョン化、「地域情報ポータルサイト（まちクル＠名古屋）」のリニューアル、ぴあ株式会社との「地域情報誌の共同

出版（月刊ぴあ×スターキャット東海版）」などを予定しており、地域情報の発信力とクロスメディアの強化を図っ

てまいります。 

 以上の施策、営業展開を通じ、次期会計年度の連結業績は、売上高10,262百万円、営業利益614百万円、経常利益

531百万円、当期純利益309百万円を見込んでおります。 

    

(2）財政状態に関する分析 

（資産の部） 

  当連結会計年度末の資産総額は、公営住宅導入等による売掛金の増加、設備の高度化及び品質向上を目的とした有

形固定資産の取得により、前連結会計年度末と比較して 千円（前期比13.1％）増加し、 千円と

なりました。 

（負債の部） 

 当連結会計年度末の負債総額は、リース債務の増加、設備未払金の増加及び社債の発行等により、前連結会計年度

末と比較して 千円（同30.7％）増加し、 千円となりました。 

（純資産の部） 

  当連結会計年度末の純資産合計は、当期純利益の計上により前連結会計年度末と比較して 千円（同1.9％）

増加し、 千円となりました。  

  

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、減価償却費の内部留保、社債の発行、

法人税等の支払い、有形固定資産の取得及び借入金の返済等を総合し、前連結会計年度末に比べ 千円の減少と

なり、当連結会計年度末には 千円となりました。 

  また、当連結会計年度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） 

  当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 千円（前期比 千円の減少）となりまし

た。これは主に、減価償却費の内部留保及び当期純利益の計上によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 千円（前期比 千円の減少）となりまし

た。これは主に、設備の高度化及び品質向上を目的とした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） 

 当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は 千円（前期比 千円の減少）となりまし

た。これは主に、社債発行による資金調達及び借入金の返済によるものです。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主に対する利益還元を経営上の重要な政策の一つと考え、財務体質の強化や将来の事業展開に

必要な内部留保の確保を念頭におきながら、安定的な配当を実施することとしております。内部留保金につきまして

は、当社事業分野における技術革新や事業環境の変化に対応するため、また市場競争力の確保・収益力向上のための

事業用設備への再配分、及び研究開発に活用していく所存であります。 

 今後は、当社の財務状況、業績推移及び配当性向等を総合的に勘案し、株主に対する利益還元に努力してまいりま

す。 

1,929,985 16,695,247

1,757,513 7,485,009

172,472

9,210,238

19,951

1,437,042

1,514,017 298,170

1,183,865 163,220

350,103 1,114,767
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 当社グループは、当社と子会社１社（株式会社スターキャット・エンタープライズ）で構成され、有線テレビジョン

放送事業及び電気通信事業を主たる業務とし、さらに各事業に関する設置工事・保守並びに映画興行事業を行っており

ます。 

 当社グループの収益部門の位置付けは次のとおりであります。 

(1）放送サービス事業 

 当社グループは、加入者に対して、ＮＨＫ・民放各社の番組を再送信するほか、当社が番組供給会社から購入した

専門番組及び自社で制作した番組を配信しており、配信に対しては「月額利用料」を徴収しております。また、加入

に際しては「加入料」のほか、受信のために必要な工事の対価として「工事料」を徴収しております。なお、加入者

から徴収する工事料のほか、「電波障害改善業務」の対価としての工事料がありますが、これは、高層建造物等の影

響によるテレビ電波受信障害世帯における受信障害改善工事に関するもので、原因となる高層建造物等の建築主から

の委託により実施しているものであります。このほか、当社が配信する自主制作番組並びに毎月発刊する番組案内誌

への広告営業も行っており、広告主から「広告掲載料」を収受しております。 

(2）通信関連事業 

 当社グループは、ケーブルテレビ放送用のインフラを利用し、インターネットサービス及び固定電話サービスを提

供しております。サービスの提供に対しては「月額利用料」を徴収するほか、当初の接続に係る「登録料」、「工事

料」を収受しております。また、主に法人を対象にネットワークの提供や、他電気通信事業者の回線リセール等の事

業展開も行なっており、これらサービスの提供に関しては、「月額利用料」を徴収するほか、当初の導入に関わる

「工事料」を収受しております。 

(3）映画興行事業 

 当社グループは、子会社において興行事業を映画館３館６スクリーン体制で運営しております。映画の上映のみな

らず、地域情報の発信やイベントの開催、当社サテライトスタジオの設置、プロモーション活動を行うなど、魅力あ

る拠点として活用しております。 

  

２．企業集団の状況
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 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

［事業系統図］ 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「暮らしのライフラインとして豊かで潤いのある地域社会の発展に貢献する」「生活情報サービ

スの提供を通じお客様と信頼のコミュニケーションを築く」ことを経営の基本理念としております。規模と密度の備

わったマーケットを対象に、「放送サービス事業」及び「通信サービス事業」を展開し、事業規模の拡大と継続的な

発展を目指してまいります。今後も、多様化するニーズに対応するため、利便性に富んだ新しいサービスを提供し、

「地域のくらしメディア」としての存在意義を高めてまいります。株主・投資家・お客様・取引先・従業員・地域社

会からの期待を、企業価値向上のサイクルに取り込み、調和のとれた透明性の高い事業運営を実践し、持続可能な成

長を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループの主たる収益基盤は、サービス利用者から収受する利用料であり、その加入者数の増加、及び一加入

者当たりの利用料単価の向上が企業価値を高める重要な指標の一つとして位置づけております。また、これらを基盤

とした収益性・成長性の指標である、経常利益率の向上が重要であると認識しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、ネットワークインフラを構築し、各コンテンツを利用者に安定的に供給し、その対価を収受する

ことが主なビジネスモデルとなっております。通信サービスと放送サービスの融合が進展するなか、これら事業環境

の変化に的確に対応し、ネットワークインフラの高度化及び品質維持及び、利便性の高い付加価値サービスの提供を

通じ、「地域のくらしメディア」としてさらなる成長を目指してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

①加入率の向上（営業力強化） 

 当社グループの営業対象世帯数に対する接続世帯数の割合は業界平均水準にあるものの、総接続世帯数に対する

「多チャンネル加入」及び「インターネット加入」の加入率は比較的低い水準にあり、特に総接続世帯の約７割を占

める集合住宅世帯ではその傾向が大きくなっております。当社インフラ設備に接続されていない世帯と比べ、加入時

のコスト負担が少なく宅内の簡単な取付工事のみですぐ利用できる設備環境にあるため、有力営業先として営業力を

傾注しております。「営業拠点の整備」「営業人員の増強」を図り、地域集中販売のための営業力を強化し加入率の

向上に繋げていく予定であります。 

②提供サービスの高度化 

放送のデジタル化と通信ネットワークのブロードバンド化が進展する中、「放送サービス」「通信サービス」「電

話サービス」を自社所有インフラにて提供可能なケーブルテレビの普及は、今後もますます高まるものと考えており

ます。また、コンテンツ面における「放送と通信の融合」が加速する中、競合先との競争力確保や差別化について

は、新たな付加価値サービスと独自商品メニューの投入が必要と認識しており、これら新しいサービスの提供が新規

加入の増加や、解約防止に繋がるものと考えております。  

③ネットワークインフラの高度化 

 ②で前述いたしました新しい付加価値サービスを加入者宅まで提供するためには、当社インフラ設備及び関連施設

の高度化が必要であり、高度インフラ設備としての整備構築を推進してまいります。 

④媒体価値の向上と販売の確立 

当社グループでは、印刷媒体として「番組案内誌」「地域情報誌」「映画情報誌」、放送媒体として「コミュニテ

ィチャンネル」「データ放送」、Ｗｅｂ媒体として「ホームページ」「地域情報ポータルサイト」、及び「映画館

（３館６スクリーン）」などの自社媒体を活用して、広告掲載料及び放送料などの収益を計上しております。総接続

者数やアクセス数の増加に伴い、媒体としての価値は高まりつつありますが、売上高全体に占める割合は低い状況に

あります。自社媒体それぞれの特徴や強みを有機的に複合させることにより、地域とのコミュニティの形成や、広告

収益の拡大に繋げてまいります。 

３．経営方針
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⑤受信端末機のデジタル化移行 

当社グループは、現在「アナログ放送」と「デジタル放送」の２つの方式にて、契約者宅に番組供給を行っており

ます。当社側設備のデジタル化は概ね完了しておりますが、デジタル放送が始まる以前の契約者宅には、ホームター

ミナル（アナログ専用受信端末機）が設置されております。平成23年７月には、地上波及び衛星波のアナログ放送が

停止予定とされており、アナログ契約者宅に設置されているホームターミナルをセットトップボックス（デジタル専

用受信端末機）へ交換する作業が必要となります。現状、約３割がアナログ契約者の構成でありますが、既にアナロ

グ商品の販売は行っておらず、アナログ契約からデジタル契約への移行も一定の進捗がみられます。今後、平成23年

までの期間を計画的な移行期間として位置付け対応していく必要があります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

      該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,456,993 1,437,042

受取手形及び売掛金 1,401,372 1,930,211

番組勘定 1,483 2,242

商品 1,359 1,539

繰延税金資産 46,109 57,488

その他 512,828 504,714

貸倒引当金 △20,290 △22,262

流動資産合計 3,399,857 3,910,976

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,650,162 9,827,539

機械装置及び運搬具（純額） 756,540 795,262

土地 322,548 589,653

リース資産（純額） 5,552 931,309

建設仮勘定 1,077 －

その他（純額） 60,843 52,011

有形固定資産合計 10,796,725 12,195,776

無形固定資産   

ソフトウエア 169,611 145,997

その他 2,945 2,912

無形固定資産合計 172,557 148,909

投資その他の資産   

投資有価証券 81,760 86,943

長期前払費用 143,854 158,405

繰延税金資産 93,126 97,476

その他 93,385 117,990

貸倒引当金 △16,004 △21,230

投資その他の資産合計 396,121 439,585

固定資産合計 11,365,404 12,784,271

資産合計 14,765,262 16,695,247

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

9



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 808,843 707,635

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 678,844 1,226,074

リース債務 1,590 132,902

未払金 371,074 416,910

未払法人税等 24,661 186,602

賞与引当金 60,552 59,195

設備関係未払金 345,254 1,076,877

その他 298,141 414,888

流動負債合計 2,688,960 4,321,088

固定負債   

社債 1,000,000 1,500,000

長期借入金 1,913,674 687,600

リース債務 4,240 851,601

退職給付引当金 54,080 58,179

その他 66,540 66,540

固定負債合計 3,038,535 3,163,921

負債合計 5,727,495 7,485,009

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 4,015,188 4,184,654

株主資本合計 9,039,877 9,209,342

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,110 896

評価・換算差額等合計 △2,110 896

純資産合計 9,037,766 9,210,238

負債純資産合計 14,765,262 16,695,247
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 9,155,627 9,660,433

売上原価 5,931,879 6,213,282

売上総利益 3,223,748 3,447,150

販売費及び一般管理費 2,684,903 2,831,171

営業利益 538,845 615,978

営業外収益   

受取利息 5,063 648

受取配当金 1,775 620

受取手数料 5,992 5,054

負担金受入額 － 7,763

その他 9,215 9,489

営業外収益合計 22,046 23,577

営業外費用   

支払利息 50,621 37,665

社債発行費 － 10,039

支払手数料 3,640 3,410

解約違約金 － 7,257

その他 2,451 425

営業外費用合計 56,713 58,798

経常利益 504,178 580,757

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 － 20,109

固定資産除却損 104,566 499

減損損失 2,495 －

特別損失合計 107,062 20,609

税金等調整前当期純利益 397,440 560,148

法人税、住民税及び事業税 169,860 261,035

法人税等調整額 27,684 △17,783

法人税等合計 197,545 243,252

当期純利益 199,895 316,896
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,685,005 2,685,005

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,685,005 2,685,005

資本剰余金   

前期末残高 2,339,683 2,339,683

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,339,683 2,339,683

利益剰余金   

前期末残高 3,962,724 4,015,188

当期変動額   

剰余金の配当 △147,430 △147,430

当期純利益 199,895 316,896

当期変動額合計 52,464 169,465

当期末残高 4,015,188 4,184,654

株主資本合計   

前期末残高 8,987,412 9,039,877

当期変動額   

剰余金の配当 △147,430 △147,430

当期純利益 199,895 316,896

当期変動額合計 52,464 169,465

当期末残高 9,039,877 9,209,342

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,041 △2,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 930 3,006

当期変動額合計 930 3,006

当期末残高 △2,110 896

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,041 △2,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 930 3,006

当期変動額合計 930 3,006

当期末残高 △2,110 896
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 8,984,371 9,037,766

当期変動額   

剰余金の配当 △147,430 △147,430

当期純利益 199,895 316,896

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 930 3,006

当期変動額合計 53,394 172,472

当期末残高 9,037,766 9,210,238
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 397,440 560,148

減価償却費 1,472,259 1,497,209

減損損失 2,495 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,215 20,393

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,727 △1,356

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,688 4,098

受取利息及び受取配当金 △6,838 △1,269

支払利息 50,621 37,665

社債発行費 － 10,039

固定資産除却損 104,566 499

投資有価証券売却損益（△は益） △324 －

売上債権の増減額（△は増加） 328,765 △547,260

仕入債務の増減額（△は減少） 75,500 △101,207

前受金の増減額（△は減少） △59,825 112,704

未払金の増減額（△は減少） △27,925 51,633

長期未払金の増減額（△は減少） △10,530 －

その他 △324,679 10,559

小計 2,025,156 1,653,859

利息及び配当金の受取額 6,838 1,269

利息の支払額 △51,585 △36,362

法人税等の支払額 △168,222 △104,747

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,812,188 1,514,017

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 △1,195,466 △1,131,632

無形固定資産の取得による支出 △131,815 △2,293

投資有価証券の取得による支出 △109 △121

投資有価証券の売却による収入 400 －

長期前払費用の取得による支出 △20,147 △30,439

差入保証金の差入による支出 △153 △19,379

その他 206 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,347,085 △1,183,865

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 △986,844 △678,844

社債の発行による収入 － 489,960

社債の償還による支出 △330,000 －

リース債務の返済による支出 △530 △13,658

配当金の支払額 △147,496 △147,560

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,464,870 △350,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △999,768 △19,951

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期末残高 1,456,993 1,437,042
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 該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

 連結子会社の数 

 １社 

 連結子会社の数 

同左 

   連結子会社名 

株式会社スターキャット・エンタープラ

イズ 

 連結子会社名 

同左 

２．連結子会社の事業年

度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。  

同左 

３．会計処理基準に関す

る事項 

    

(1）重要な資産の評価

基準及び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法） 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ロ たな卸資産 

番組勘定 

 個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法） 

ロ たな卸資産 

番組勘定 

同左 

  商品 

 終仕入原価法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法） 

商品 

同左 

  （会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益への影響はあり

ません。 

───── 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

建物      ２年～40年 

構築物     ５年～20年  

機械装置    ２年～15年  

 なお、建物その他の固定資産の一部

については、事業用借地権の賃借期間

を耐用年数とし、残存価額を零として

おります。  

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報） 

 当社及び連結子会社は、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、機械装置の一部につい

て耐用年数を変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益は、そ

れぞれ6,027千円増加し、税金等調整前当

期純利益は、4,886千円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響に

ついては当該箇所に記載しております。  

───── 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ハ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

ハ リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取引

に係るリース資産については、自己所有

の固定資産に適用する減価償却方法と同

一の方法を採用しております。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。  

  ニ 長期前払費用 

 均等償却 

ニ 長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）重要な引当金の計

上基準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えて、一般債権に

ついては、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えて、

支給見込額のうち当連結会計年度に対応

する額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えて、当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金

資産に基づき計上しております。 

 なお、退職給付債務の計算について

は、簡便法によっております。  

ハ 退職給付引当金 

同左 

(4）重要な収益及び費

用の計上基準 

───── 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準  

 請負工事に係る収益の計上基準について

は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。 

（会計方針の変更） 

 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、当連結会計年度より、「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12

月27日）を適用し、当連結会計年度の期

首に存在する工事契約を含むすべての工

事契約において当連結会計年度末までの

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278,013千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ230,882千円増加してお

ります。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計

の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例処理の要

件を満たしており、特例処理を採用して

おります。 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ハ ヘッジ方針 

 金利変動リスクの回避及び金融収支改

善のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理を採用しており、有効性の評

価を省略しております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）その他連結財務諸

表作成のための重

要な事項 

───── 

  

  

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

イ 繰延資産の処理方法  

 社債発行費は支出時に全額費用として

処理しております。 

ロ 消費税等の会計処理 

同左 

４．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

５．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ケ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益への影響額は軽微であります。   

───── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「番組勘定」「商品」に区分掲

記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に含まれる「番組勘定」「商品」は、それぞれ2,879

千円、1,895千円であります。  

───── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

千円15,140,399

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

千円16,555,400

※２．担保に供している資産並びに担保付債務 

担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

担保資産 

※２．担保に供している資産並びに担保付債務 

担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

担保資産 

建物及び構築物 千円9,265,534

機械装置及び運搬具 千円578,335

土地 千円124,830

 計 千円9,968,700

建物及び構築物 千円9,454,352

機械装置及び運搬具 千円631,376

土地 千円124,830

 計 千円10,210,559

担保付債務 担保付債務 

１年内返済予定の長期借入金 千円259,400

長期借入金 千円781,200

 計 千円1,040,600

１年内返済予定の長期借入金 千円235,600

長期借入金 千円545,600

 計 千円781,200

 上記はすべて工場財団抵当に供する資産並びに対応

する債務であります。 

 上記はすべて工場財団抵当に供する資産並びに対応

する債務であります。 

※３．国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除し

た圧縮記帳の累計額は次のとおりであります。 

※３．国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除し

た圧縮記帳の累計額は次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円1,123,552

機械装置及び運搬具 千円25,779

建物及び構築物 千円1,123,552

機械装置及び運搬具 千円25,779
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料及び手当        千円978,269

賞与       千円56,275

賞与引当金繰入額 千円56,181

退職給付費用    千円10,276

販売手数料 千円261,480

貸倒引当金繰入額 千円19,648

給料及び手当      千円1,031,576

賞与       千円55,234

賞与引当金繰入額 千円55,829

退職給付費用    千円11,878

販売手数料 千円288,423

貸倒引当金繰入額 千円20,393

※２．固定資産除却損は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損は次のとおりであります。 

建物及び構築物      千円6,304

機械装置及び運搬具   千円98,050

工具器具備品   千円211

 計 千円104,566

建物及び構築物      千円415

機械装置及び運搬具   千円29

工具器具備品   千円54

 計 千円499

※３．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。      

                  ─────     

(1）減損損失を認識した資産又は資産グループの概要   

場所 用途 種類 
減損損失
（千円）

ゴールド劇場・
シルバー劇場  
（名古屋市中村
区） 

映画上映
施設 

建物及び構築物 
機械装置及び運
搬具 

2,495

  

(2）減損損失を認識するに至った経緯 

   事業用資産の収益性が悪化し、将来キャッシュ・フ

ローが帳簿価額を下回っているため、回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。    

  

(3）減損損失の金額及び内訳   

建物及び構築物      千円2,418

機械装置及び運搬具       千円76

 計    千円2,495

  

(4）資産のグルーピングの方法 

   当社グループは、原則として事業用資産については

事業の種類別セグメントを基準としてグルーピングを

行い、さらに映画興行事業については、映画上映施設

ごとにグルーピングを行っております。     

    

(5）回収可能価額の算定方法 

   減損損失の測定における回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを3.0％

で割り引いて算定しております。      
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式       
  

  

普通株式  67,014  －  －  67,014

合計  67,014  －  －  67,014

自己株式   
  

  
    

         －  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  147,430  2,200 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  147,430 利益剰余金  2,200 平成21年３月31日 平成21年６月25日 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式       
  

  

普通株式  67,014  －  －  67,014

合計  67,014  －  －  67,014

自己株式   
  

  
    

－  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  147,430  2,200 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  147,430 利益剰余金  2,200 平成22年３月31日 平成22年６月25日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

   現金及び現金同等物の期末残高 千円は、

現金及び預金の残高と一致しております。 

1,456,993

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

   現金及び現金同等物の期末残高 千円は、

現金及び預金の残高と一致しております。 

1,437,042

                  ─────  ２．重要な非資金取引の内容 

   当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

千円であります。 945,078
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（339,486千円）の主なものは、当社の管

理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,698,500千円）の主なものは、当社の余資運用資金

（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び繰延税金資産であります。 

４．追加情報 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．(2)（追加情報）に記載のとおり、当社及び連結

子会社は、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、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て営業利益は、「通信関連事業」で5,670千円、「映画興行事

業」で357千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。 

  

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  7,306,165  1,325,789  523,672  9,155,627  －  9,155,627

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  40,764  40,764  △40,764  －

計  7,306,165  1,325,789  564,436  9,196,391  △40,764  9,155,627

営業費用  6,999,703  849,236  548,030  8,396,970  219,812  8,616,782

営業利益  306,461  476,552  16,406  799,421  △260,576  538,845

Ⅱ．資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出 
                              

資産  11,671,209  1,093,076  386,203  13,150,489  1,614,773  14,765,262

減価償却費  1,326,224  105,746  29,954  1,461,924  10,334  1,472,259

減損損失  －  －  2,495  2,495  －  2,495

資本的支出  1,036,085  335,692  －  1,371,777  6,432  1,378,210
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（410,278千円）の主なものは、当社の管

理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,658,397千円）の主なものは、当社の余資運用資金

（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び繰延税金資産であります。 

４．会計方針の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．（４）に記載のとおり、当連結会計期間より「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12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278,013

千円、230,882千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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  7,749,347  1,285,100  625,985  9,660,433  －  9,660,433

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  36,095  36,095  △36,095  －

計  7,749,347  1,285,100  662,080  9,696,528  △36,095  9,660,433

営業費用  7,360,629  759,210  637,122  8,756,962  287,492  9,044,454

営業利益  388,718  525,889  24,958  939,566  △323,587  615,978

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出                               

資産  12,840,084  1,837,159  438,984  15,116,227  1,579,020  16,695,247

減価償却費  1,336,430  119,075  32,710  1,488,216  8,992  1,497,209

資本的支出  2,282,887  581,298  1,851  2,866,037  22,269  2,888,307

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成

22年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  

  （開示の省略）  

 リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプション等、税効果会計、賃貸不動

産、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額  134,863.86円

１株当たり当期純利益金額   2,982.89円

１株当たり純資産額   円137,437.53

１株当たり当期純利益金額   円4,728.81

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有する潜在株式が存在していないため、

記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有する潜在株式が存在していないため、

記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（千円）  199,895  316,896

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  199,895  316,896

期中平均株式数（株）  67,014  67,014

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

 平成12年12月26日臨時株主総会

決議による新株引受権方式のスト

ックオプション（株式の数1,680

株） 

 平成17年６月28日定時株主総会

決議による新株予約権方式のスト

ックオプション（株式の数1,550

株） 

 平成12年12月26日臨時株主総会

決議による新株引受権方式のスト

ックオプション（株式の数

株） 

 平成17年６月28日定時株主総会

決議による新株予約権方式のスト

ックオプション（株式の数

株） 

1,680

1,535

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,394,509 1,325,503

受取手形 556 －

売掛金 1,350,934 1,888,087

番組勘定 1,483 2,242

前渡金 33,055 1,265

前払費用 45,747 45,863

繰延税金資産 41,156 51,355

未収入金 321,044 303,126

その他 93,850 133,585

貸倒引当金 △14,434 △22,262

流動資産合計 3,267,903 3,728,767

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 406,391 409,511

構築物（純額） 9,041,013 9,238,163

機械及び装置（純額） 755,193 793,699

工具、器具及び備品（純額） 57,647 48,733

土地 322,548 589,653

リース資産（純額） 5,552 931,309

建設仮勘定 1,077 －

有形固定資産合計 10,589,424 12,011,070

無形固定資産   

ソフトウエア 169,322 145,819

電話加入権 2,618 2,618

無形固定資産合計 171,940 148,438

投資その他の資産   

投資有価証券 81,760 86,943

関係会社株式 30,000 30,000

破産更生債権等 15,464 11,525

長期前払費用 142,691 158,244

繰延税金資産 54,710 55,120

その他 65,616 84,995

貸倒引当金 △15,464 △11,525

投資その他の資産合計 374,778 415,304

固定資産合計 11,136,143 12,574,813

資産合計 14,404,047 16,303,580
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 740,129 597,511

1年内返済予定の長期借入金 603,844 1,169,824

リース債務 1,590 132,902

未払金 380,033 425,757

未払費用 45,330 48,358

未払法人税等 21,012 159,108

前受金 229,882 342,203

預り金 2,575 2,912

賞与引当金 54,391 53,856

設備関係未払金 345,254 1,075,639

その他 3 －

流動負債合計 2,424,046 4,008,074

固定負債   

社債 1,000,000 1,500,000

長期借入金 1,857,424 687,600

リース債務 4,240 851,601

退職給付引当金 52,940 56,802

その他 66,540 66,540

固定負債合計 2,981,144 3,162,543

負債合計 5,405,191 7,170,617

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,685,005 2,685,005

資本剰余金   

資本準備金 2,339,683 2,339,683

資本剰余金合計 2,339,683 2,339,683

利益剰余金   

利益準備金 4,000 4,000

その他利益剰余金   

別途積立金 3,400,000 3,400,000

繰越利益剰余金 572,278 703,378

利益剰余金合計 3,976,278 4,107,378

株主資本合計 9,000,966 9,132,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,110 896

評価・換算差額等合計 △2,110 896

純資産合計 8,998,856 9,132,963

負債純資産合計 14,404,047 16,303,580
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,509,786 8,910,576

売上原価 5,443,827 5,648,724

売上総利益 3,065,958 3,261,851

販売費及び一般管理費   

役員報酬 105,135 101,484

給料及び手当 915,903 974,958

賞与 50,241 49,996

賞与引当金繰入額 50,021 50,490

退職給付費用 9,280 10,667

福利厚生費 86,991 89,305

広告宣伝費 215,464 210,034

販売手数料 247,344 275,162

支払手数料 231,362 288,832

旅費及び交通費 33,814 33,027

通信費 71,296 77,482

租税公課 28,901 30,779

交際費 9,596 21,097

消耗品費 33,644 31,821

賃借料 106,908 104,790

修繕費 41,454 41,229

減価償却費 93,681 105,062

貸倒引当金繰入額 13,253 17,082

雑費 198,837 196,944

販売費及び一般管理費合計 2,543,132 2,710,248

営業利益 522,826 551,603

営業外収益   

受取利息 4,835 603

受取配当金 1,775 620

受取手数料 5,992 5,054

負担金受入額 － 7,763

その他 9,163 7,201

営業外収益合計 21,766 21,244

営業外費用   

支払利息 37,085 26,943

社債利息 9,932 8,201

社債発行費 － 10,039

支払手数料 3,640 3,410

解約違約金 － 6,535

その他 2,082 202

営業外費用合計 52,741 55,331
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常利益 491,851 517,515

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 － 20,109

固定資産除却損 104,566 499

特別損失合計 104,566 20,609

税引前当期純利益 387,608 496,906

法人税、住民税及び事業税 164,626 231,039

法人税等調整額 26,845 △12,664

法人税等合計 191,472 218,374

当期純利益 196,136 278,531
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,685,005 2,685,005

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,685,005 2,685,005

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,339,683 2,339,683

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,339,683 2,339,683

資本剰余金合計   

前期末残高 2,339,683 2,339,683

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,339,683 2,339,683

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 4,000 4,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,000 4,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,500,000 3,400,000

当期変動額   

別途積立金の積立 900,000 －

当期変動額合計 900,000 －

当期末残高 3,400,000 3,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,423,572 572,278

当期変動額   

剰余金の配当 △147,430 △147,430

別途積立金の積立 △900,000 －

当期純利益 196,136 278,531

当期変動額合計 △851,294 131,100

当期末残高 572,278 703,378
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,927,572 3,976,278

当期変動額   

剰余金の配当 △147,430 △147,430

当期純利益 196,136 278,531

当期変動額合計 48,705 131,100

当期末残高 3,976,278 4,107,378

株主資本合計   

前期末残高 8,952,261 9,000,966

当期変動額   

剰余金の配当 △147,430 △147,430

当期純利益 196,136 278,531

当期変動額合計 48,705 131,100

当期末残高 9,000,966 9,132,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,041 △2,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 930 3,006

当期変動額合計 930 3,006

当期末残高 △2,110 896

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,041 △2,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 930 3,006

当期変動額合計 930 3,006

当期末残高 △2,110 896

純資産合計   

前期末残高 8,949,219 8,998,856

当期変動額   

剰余金の配当 △147,430 △147,430

当期純利益 196,136 278,531

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 930 3,006

当期変動額合計 49,636 134,107

当期末残高 8,998,856 9,132,963
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

番組勘定 

 個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法） 

番組勘定 

同左 

  （会計方針の変更）  

  当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。 

 これによる、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益への影響はありませ

ん。 

───── 

３．固定資産の減価償却

の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  建物      ２～40年 

構築物     ５～20年 

機械及び装置  ２～15年 

  

  （追加情報） 

 当社は、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、機械装置の一部について耐用年数を

変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益は、そ

れぞれ5,670千円増加し、税引前当期純利

益は、4,562千円増加しております。 

───── 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

(3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。   

(3）リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取引

に係るリース資産については、自己所有

の固定資産に適用する減価償却方法と同

一の方法を採用しております。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

  
(4）長期前払費用 

 均等償却 

(4）長期前払費用 

 同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えて、一般債権に

ついては、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えて、

支給見込額のうち当事業年度に対応する

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えて、当事業年

度末における退職給付債務及び年金資産

に基づき計上しております。 

 なお、退職給付債務の計算について

は、簡便法によっております。 

(3）退職給付引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

５．重要な収益及び費用

の計上基準 

───── 完成工事高及び完成工事原価の計上基準  

 請負工事に係る収益の計上基準につい

ては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。 

（会計方針の変更） 

 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、当事業年度より「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12月27日）

を適用し、当事業年度の期首に存在する

工事契約を含むすべての工事契約におい

て当事業年度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278,013千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ230,882千円増加しております。 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例処理の要

件を満たしており、特例処理を採用して

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 金利変動リスクの回避及び金融収支改

善のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理を採用しており、有効性の評

価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

───── 

  

  

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）繰延資産の処理方法  

社債発行費は支出時に全額費用として処

理しております。 

(2）消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益への影響額は軽微であります。  

───── 
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動  

 該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動  

 平成22年３月18日開催の取締役会において決議され、平成22年３月18日付「役付取締役の選任および部長人事に関

するお知らせ」にて開示しております。 

(2）その他 

該当事項はありません。 

６．その他
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