
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,444  42.2  256  229.2  294  226.4  189  143.0

22年３月期第１四半期  2,421  △22.9  78  ―  90  ―  77  ―

  
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 

23年３月期第１四半期  2  84 ― 

22年３月期第１四半期  1  17 ― 

  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 

23年３月期第１四半期  9,503  6,665  66.4  94  58

22年３月期  9,325  6,728  67.9  94  83

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,310百万円 22年３月期 6,327百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期 ―    0 00 ― 0 00  0  00

23年３月期 ―   

23年３月期（予想） ― ― ― ― 

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  6,500  25.8  350  3.4  400  10.9  250  △11.4  3  75

通期  13,000  23.5  650  16.4  700  14.5  450  △61.7  6  74



４．その他（詳細は、添付資料６ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

新規      ―社 （          ― ） 除外      ―社  （          ― ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有 

②  ①以外の変更              ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施中で

す。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記業績予想につきましては、平成22年４月23日に公表しました内容から変更しております。詳細につきまして

は、平成22年７月27日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

２．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って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当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容につ

いては、添付資料５ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 66,723,516株 22年３月期 66,723,516株 

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 153株 22年３月期 65株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 66,723,416株 22年３月期１Ｑ 66,723,516株 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は、前年同期と比べて 1,022,826 千円（42.2％）増加し、3,444,008 千

円（前年同期は 2,421,181 千円）となりました。これは、コンテンツ及びネットワーク営業の増収が主な要因です。 

 営業利益は、前年同期と比べて 178,885 千円（229.2％）増加し、256,940 千円（前年同期は 78,054 千円）となり

ました。これは、スタジオやネットワーク営業の増益に加え、全社的な販売費及び一般管理費の削減が主な要因です。 

 経常利益は、前年同期と比べて 204,006 千円（226.4％）増加し、294,103 千円（前年同期は 90,097 千円）となり

ました。これは上記営業利益の増益が主な要因です。 

 資産除去費用等の特別損失を計上したものの、上記経常利益の増益が主な要因となり、四半期純利益は、前年同期

と比べて 111,315 千円（143.0％）増加し、189,161 千円（前年同期は 77,845 千円）となりました。 

 なお、当第１四半期から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が適用されたことを契機に、当社グループ

の事業展開をより明瞭に開示するために、従来の「コンテンツサービス」「技術サービス」「ネットワーク営業」の

３つのセグメントを「コンテンツ」「放送」「スタジオ」「技術」「ネットワーク営業」の５つの報告セグメントに

変更致しました。 

 

[ セグメント別事業内容（平成 22 年６月 30 日）]  

 

■ホームエンタテインメント
・テレビ向け動画配信サービス
「T’s TVレンタルビデオ」

■映像サービス
・プロダクション事業
・ディストリビューション事業
・映画配給事業
・ブロードバンド配信事業

■放送サービス
・CS放送サービス
・委託放送事業「釣りビジョン」

■モバイルサービス
・ハリウッドチャンネル
・速報！ハリウッド★スクープ
・海外ドラマ★DX
・その他

■教育サービス
・ルネサンス高等学校

■その他サービス
・ナショナルジオグラフィック事業
・「みんなのフィットネス」

コンテンツサービスコンテンツサービス

（旧事業セグメント） （新事業セグメント）

■ホームエンタテインメント
・テレビ向け動画配信サービス
「T’s TVレンタルビデオ」

■映像サービス
・PC向け動画配信サービス
「クラビット・アリーナ」

■CS放送会員サービス
・「Club iT」

■モバイルサービス
・「ハリウッドチャンネル」
・「速報！ハリウッド★スクープ」
・「海外ドラマ★DX」
・その他

■教育サービス
・ルネサンス高等学校
・その他

■その他サービス
・ナショナルジオグラフィック事業
・「みんなのフィットネス」

コンテンツコンテンツ

■ブロードメディア・スタジオ
・制作事業
・番組販売事業
・映画配給事業

■釣り専門チャンネル
・「釣りビジョン」

スタジオスタジオ

放送放送

■CDNサービス

■その他

技術技術

■ISPサービス販売

■携帯電話サービスの取扱い

■ブロードバンド回線販売

■その他

ネットワーク営業ネットワーク営業

■CDNサービス

■その他

技術サービス技術サービス

■ブロードバンド回線販売

■携帯電話サービスの取扱い

■その他

ネットワーク営業ネットワーク営業

 
 

  

 当第１四半期における各報告セグメントごとの売上高及び営業利益の概況は、以下のとおりです。 
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①コンテンツ 

 「コンテンツ」セグメントは、ホームエンタテインメント、映像サービス、CS 放送会員サービス、モバイルサー

ビス、教育サービス及びその他サービスで構成されており、テレビ・PC 向けの動画配信、モバイル向けのコンテン

ツ配信、CS 放送視聴に関する独自の会員制サービス及び単位制・通信制高校に至るまでの広範な事業を行っており

ます。  

 当第１四半期連結累計期間における売上高は、前第１四半連結期累計期間においては、持分法適用関連会社であっ

たルネサンス・アカデミー株式会社が、連結子会社となったこと等により、前年同期と比べ 17.3％増加し、630,135

千円（前年同期は 537,410 千円）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における営業利益は、テレビ向け動画配信サービス「T's TV」の開始に向けた費用が先

行して発生しているものの、上記増収や、PC・モバイル向け配信サービスの収益改善等により、前年同期と比べ

31.4％増加し、162,136 千円（前年同期は 123,347 千円）となりました。 

 

②放送 

 「放送」セグメントは、従来の「コンテンツサービス」に属しておりました「放送サービス」のうち委託放送事業

「釣りビジョン」を独立した報告セグメントとしたものであります。「放送」セグメントでは、「釣りビジョン」の

委託放送や番組販売等を行っております。 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は、視聴可能世帯数が順調に伸びたこと等により、前年同期と比べ

6.8％増加し、598,891 千円（前年同期は 560,762 千円）となりました。  

 当第１四半期連結累計期間における営業利益は、上記増収が主な要因となり、前年同期と比べ 7.0％増加し、

40,869 千円（前年同期は 38,182 千円）となりました。 

 

③スタジオ 

 「スタジオ」セグメントは、従来の「コンテンツサービス」に属しておりました「映像サービス」をより独立した

報告セグメントとしたものであります。「スタジオ」セグメントでは、映画やドラマ等の映像作品の調達、日本語字

幕・吹替制作から、その作品の配給、販売を行っております。 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は、番組販売や映画配給等の増収により、前年同期と比べ 7.2％増加し、

558,095 千円（前年同期は 520,742 千円）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における営業利益は、映画配給事業の収益改善等により、7,930 千円（前年同期は

93,168 千円の営業損失）となりました。 

 

④技術 

 「技術」セグメントは、「ブロードメディア®CDN」等の CDN（コンテンツ・デリバリー・ネットワーク）サービス

の提供等を行っております。 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は、顧客企業の経費削減や価格の引き下げ要請等の影響により、前年同

期と比べ 19.3％減少し、235,386 千円（前年同期は 291,506 千円）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における営業利益は、上記減収の影響により、前年同期と比べ 44.2％減少し、9,357 千

円（前年同期は 16,764 千円）となりました。 

 

⑤ネットワーク営業 

 「ネットワーク営業」セグメントでは、ISP サービスや携帯電話サービス、ブロードバンド回線等の販売代理店と

して、通信回線販売業者等の事業者を通じて販売活動を行っております。 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は、ISP サービスの販売が大きく伸びたことにより、前年同期と比べ

178.3％増加し、1,421,499 千円（前年同期は 510,759 千円）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における営業利益は、上記増収が主な要因となり、36,645 千円（前年同期は 7,071 千

円の営業損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産残高は 9,503,913 千円、純資産残高は 6,665,957 千円でした。 

  （イ）資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて 239,881 千円増加し、6,005,842 千円となりました。これは受取手

形及び売掛金が増加したこと等によります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて 61,162 千円減少し、

3,498,070 千円となりました。これは時価評価に伴う投資有価証券の減少等によります。この結果、総資産は、

前連結会計年度末に比べて 178,718 千円増加し、9,503,913 千円となりました。  
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   （ロ）負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて 247,990 千円増加し、2,422,264 千円となりました。これは買掛金

が増加したこと等によります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて 6,479 千円減少し、415,691 千円とな

りました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 241,511 千円増加し、2,837,955 千円となりま

した。 

  （ハ）純資産 

 当第１四半期連結会計期間において、四半期純利益 189,161 千円計上致しましたが、投資有価証券の時価評

価に係る有価証券評価差額金の減少により、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 62,792 千円減少し、

6,665,957 千円となりました。これにより、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は 66.4％となりまし

た。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて 136,440 千円減

少し、2,465,662 千円となりました。  

  （イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間においてはプラス 139,938 千円（前年同

期はプラス 332,175 千円）でした。これは、税金等調整前当期純利益を当第１四半期連結会計期間において

258,359 千円計上したこと等によるものです。 

  （ロ）投資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・フローは、当第１四半期連結会計期間においてはマイナス 340,002 千円（前年

同期はマイナス 73,034 千円）でした。これは、ソフトウェア等固定資産の取得及び子会社株式の追加取得等に

よるものです。 

  （ハ）財務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・フローは、当第１四半期連結会計期間においてはプラス 63,469 千円（前年同期は

マイナス 343,996 千円）でした。これは、短期借入金の借入を実施したこと等によるものです。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社は、平成 22 年４月 23 日の決算発表時に公表した平成 23 年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想及び通

期業績予想を下記の通り修正致しました。 

１．平成 23 年３月期第２四半期連結累計期間 連結業績予想数値の修正（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（A) 5,000 100～150 100～150 50～100 0.75～1.50

今回修正予想（B) 6,500 350 400 250 3.75

増減額（B－A） 1,500 ― ― ― ―

増減率（％） 30.0％ ― ― ― ―

（参考）前第２四半期実績 

（平成 22 年３月期第２四半期） 
5,168 338 360 282 4.23

２．平成 23 年３月期通期 連結業績予想数値の修正（平成 22 年４月１日～平成 23 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

前回発表予想（A) 11,500 400～450 450～500 300～400 4.50～6.00

今回修正予想（B) 13,000 650 700 450 6.74

増減額（B－A） 1,500 ― ― ― ―

増減率（％） 13.0％ ― ― ― ―

（参考）前年実績 

（平成 22 年３月期）  
10,527 558 611 1,174 17.60

３．修正の理由 

 （第２四半期連結累計期間） 

＜売上高＞  

 前回発表の業績予想を上回る見通しとなりました。主にネットワーク営業が好調に推移したこと等により、第 1四

半期連結累計期間において予想を上回る進捗となったことに加え、第２四半期連結会計期間も引き続き順調に推移す

ることが見込まれるためです。 

＜営業利益、経常利益及び四半期純利益＞ 

 前回の業績予想を上回る見通しとなりました。第 1 四半期連結累計期間において、全てのセグメントが予想を上回

る進捗であったことに加え、販売費及び一般管理費を抑制したことや、新規事業における費用の発生が予想より後ろ

倒しになったこと等が要因です。 

 （通期）  

 第 3 四半期以降は期首の業績予想通りであると見込まれますが、第 2四半期連結累計期間を上方修正した影響によ

り、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益共に、前回の業績予想を上回る見通しとなりました。 

  

※ 上記の予想は、本資料の発表時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

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  特に下記要因により業績が異なる可能性があります。 

  ・映画配給事業の売上が予想と異なる場合 

  ・保有する投資有価証券の評価額の変動及び売却の有無 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用   

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更による経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

②「資産除去債務に関する会計基準」の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ801千円減少し、税金等調整前四半期純利益は21,907千円減少

しております。 

③「企業結合に関する会計基準等」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,516,120 2,652,561

受取手形及び売掛金 2,134,252 1,668,418

商品及び製品 15,833 23,137

仕掛品 100,942 71,028

原材料及び貯蔵品 6,907 20,412

番組勘定 894,060 954,699

その他 343,630 381,654

貸倒引当金 △5,906 △5,950

流動資産合計 6,005,842 5,765,961

固定資産   

有形固定資産 502,378 518,023

無形固定資産   

のれん 238,849 174,734

その他 392,748 361,868

無形固定資産合計 631,597 536,602

投資その他の資産   

投資有価証券 1,978,240 2,154,816

その他 449,278 412,276

貸倒引当金 △63,424 △62,486

投資その他の資産合計 2,364,094 2,504,606

固定資産合計 3,498,070 3,559,233

資産合計 9,503,913 9,325,194
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,100,956 758,109

短期借入金 75,000 －

未払法人税等 27,083 74,001

賞与引当金 46,052 103,760

その他 1,173,172 1,238,401

流動負債合計 2,422,264 2,174,273

固定負債   

退職給付引当金 29,950 28,768

役員退職慰労引当金 58,666 55,833

その他 327,073 337,569

固定負債合計 415,691 422,170

負債合計 2,837,955 2,596,444

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,666,633 2,666,633

資本剰余金 2,270,490 2,270,490

利益剰余金 1,579,204 1,390,043

自己株式 △22 △7

株主資本合計 6,516,307 6,327,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △205,695 181

評価・換算差額等合計 △205,695 181

少数株主持分 355,345 401,407

純資産合計 6,665,957 6,728,749

負債純資産合計 9,503,913 9,325,194
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,421,181 3,444,008

売上原価 1,405,450 2,226,876

売上総利益 1,015,731 1,217,132

販売費及び一般管理費 937,677 960,192

営業利益 78,054 256,940

営業外収益   

受取利息 1,808 377

受取配当金 6 7

持分法による投資利益 36,454 35,170

その他 6,107 8,108

営業外収益合計 44,376 43,664

営業外費用   

支払利息 11,187 5,190

持分法による投資損失 20,915 915

その他 229 393

営業外費用合計 32,332 6,500

経常利益 90,097 294,103

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 300

持分変動利益 27,662 －

固定資産売却益 － 169

その他 10,632 0

特別利益合計 38,295 470

特別損失   

固定資産除却損 2,272 35

投資有価証券売却損 8,189 －

投資有価証券評価損 － 14,901

事務所移転費用 6,961 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,106

その他 90 170

特別損失合計 17,513 36,214

税金等調整前四半期純利益 110,879 258,359

法人税、住民税及び事業税 20,346 53,549

法人税等調整額 146 △3,807

法人税等合計 20,493 49,742

少数株主損益調整前四半期純利益 － 208,617

少数株主利益 12,540 19,456

四半期純利益 77,845 189,161
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 110,879 258,359

減価償却費 43,902 55,818

のれん償却額 23,521 10,991

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,773 892

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,128 △57,708

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,500 2,833

受取利息及び受取配当金 △1,815 △384

支払利息 11,187 5,190

持分法による投資損益（△は益） △15,538 △34,254

持分変動損益（△は益） △27,662 －

固定資産除却損 2,272 35

投資有価証券売却損益（△は益） 7,777 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 14,901

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,106

売上債権の増減額（△は増加） 454,023 △465,834

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,896 51,533

仕入債務の増減額（△は減少） △388,058 342,846

未払又は未収消費税等の増減額 △3,272 18,028

その他の資産・負債の増減額 140,152 △20,511

その他 704 659

小計 330,116 204,505

利息及び配当金の受取額 21,814 20,714

利息の支払額 △7,418 △5,297

法人税等の支払額 △12,336 △79,984

営業活動によるキャッシュ・フロー 332,175 139,938

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △115,027 △175,266

投資有価証券の取得による支出 － △30,000

投資有価証券の売却による収入 49,786 －

子会社株式の取得による支出 － △135,766

出資金の払込による支出 △25,000 －

出資金の回収による収入 178 －

貸付金の回収による収入 668 609

差入保証金の差入による支出 △4,900 △100

差入保証金の回収による収入 21,250 350

その他 8 170

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,034 △340,002

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） △328,785 75,000

自己株式の取得による支出 － △12

配当金の支払額 △284 △41

セール・アンド・リースバックによる収入 － 11,008

リース債務の返済による支出 △14,925 △22,484

財務活動によるキャッシュ・フロー △343,996 63,469

現金及び現金同等物に係る換算差額 △241 153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,097 △136,440

現金及び現金同等物の期首残高 1,345,105 2,602,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,260,008 2,465,662
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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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業は、当社が顧客に対して提供するサービスの類似性に基づき、投入する経営資源の単位を勘案し区分し

ております。 

２ 各区分に属する主要なサービス 

  

[所在地別セグメント情報] 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

売上高に占める本邦の売上高の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。

  

[海外売上高] 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載は省略しております。 

  

[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであり

ます。  

 当社は主に取り扱うサービスの種類別に本部を設置しており、これらの各本部及び各連結子会社を事業単

位として、戦略を立案し事業活動を展開しております。従って、当社グループは、当社グループを構成する

各本部及び各連結子会社について、取り扱うサービスの類似性、組織体制、経営資源についての相互依存の

状況等を勘案のうえ集約し、報告セグメントとしております。 

なお、当第１四半期連結累計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が適用されたこと

を契機に、当社グループの事業展開をより明瞭に開示するために、従来の「コンテンツサービス」「技術サ

ービス」「ネットワーク営業」の３セグメントを、「コンテンツ」「放送」「スタジオ」「技術」「ネット

ワーク営業」の５つの報告セグメントに変更致しました。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：千円）

  コンテンツ 
サービス 技術サービス ネットワーク

営業 計
消去又は 
全社 連結

売上高  

(1)外部顧客に対

する売上高 
1,618,915 291,506 510,759 2,421,181  ― 2,421,181

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

― ― ― ―  ― ―

計 1,618,915 291,506 510,759 2,421,181  ― 2,421,181

営業利益又は 

営業損失(△) 
68,360 16,764 △7,071 78,054  ― 78,054

事 業 区 分 主要な商品・製品及びサービス 

コンテンツサービス 

ブロードバンド及び携帯向けのコンテンツ配信 

映画及びテレビ局向けコンテンツの配給 

字幕・吹替等の制作 

 CS放送及びCATV向けの番組制作及び放映 

 CS放送関連サービス 

技術サービス コンテンツ・デリバリー・ネットワーク・サービスの提供 

ネットワーク営業 
ブロードバンド回線の加入勧誘及び申込取次 

携帯電話サービスの加入勧誘、申込取次及び携帯電話端末の販売代理店業務  
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 「コンテンツ」セグメントでは、ブロードバンド・携帯電話向けのコンテンツ配信、CS放送視聴者向けの

会員制サービスを展開しております。また、単位制・通信制高等学校の運営を行っております。「放送」セ

グメントでは、「スカパー！」及びケーブルテレビ局向けに釣り専門チャンネル「釣りビジョン」の制作及

び放映・販売を行っております。「スタジオ」セグメントでは、映画・ドラマ等の映像コンテンツについ

て、映画館・テレビ局向け配給や、DVD制作を行っており、また、日本語吹替版や日本語字幕の制作を行っ

ております。「技術」セグメントでは、企業向けにコンテンツ・デリバリー・ネットワーク等のネットワー

クソリューションを提供しております。「ネットワーク営業」セグメントでは、個人向けにISPサービスや

携帯電話サービス等の加入勧誘を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益に計上した額は一致し

ており、記載すべき事項はありません。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

(固定資産に係る重要な減損損失) 

 該当事項はありません。 

(のれんの金額の重要な変動)  

 当第１四半期連結累計期間において、「放送」セグメントにおいて、株式会社釣りビジョンの株式を追加

取得したことにより、のれんを追加計上しております。当該事象によるのれんの増加額は、75,106千円であ

ります。 

(重要な負ののれん発生益) 

 該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計

コンテンツ 放送 スタジオ 技術
ネットワーク 

営業 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上

高 
 630,135 598,891 558,095 235,386  1,421,499 3,444,008

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 ― ― ― ―  ― ―

計  630,135 598,891 558,095 235,386  1,421,499 3,444,008

セグメント利益  162,136 40,869 7,930 9,357  36,645 256,940

（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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