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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）

 (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 8,590 1.6 641 80.8 735 78.9 307 92.4

22年３月期第１四半期 8,457 △10.7 354 3.1 411 △8.6 159 △21.4

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 11.65 ─

22年３月期第１四半期 6.13 ─

 (2) 連結財政状態

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 59,224 43,805 72.7 1,631.50

22年３月期 60,780 44,293 71.7 1,649.86

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 43,071百万円  22年３月期 43,555百万円

2. 配当の状況

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 ─ 5.00 ─ 5.00 10.00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 5.00 ─ 5.00 10.00

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）
(％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) 16,090 △1.5 360 41.2 410 31.0 160 119.2 6.06

通期 31,970 △1.5 1,120 5.0 1,210 2.6 550 27.9 20.83
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（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） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。なお、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は終了しており

ます。 

  

・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。 

4. その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2. 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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 26,400,000株 22年３月期 26,400,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 299株 22年３月期 299株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 26,399,701株 22年３月期１Ｑ 26,069,929株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の好調を反映して、企業収益や業況感には改善傾向が見

られました。雇用・所得環境は依然として厳しい状況にあるものの、個人消費は持ち直し基調が続いています。

広告市場の動向としましては、テレビの下落傾向にようやく歯止めがかかり、明るい兆しが見えてきました。 

 このような状況下、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は、85億90百万円（前年同期比1.6％増）

となりました。 

 利益面では、営業利益は６億41百万円（前年同期比80.8％増）、経常利益は７億35百万円（前年同期比78.9％

増）、四半期純利益は３億７百万円（前年同期比92.4％増）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

〈放送関連〉 

 放送関連は、収入の大きな柱であるテレビスポット収入が前年同期を上回ったことや、広告代理業の子会社が増

収となったことにより、売上高は78億２百万円（前年同期比1.5％増）となりました。 

 利益面では、イベント費や減価償却費などの売上原価や販管費が減少したことにより、営業利益は３億39百万円

（前年同期比645.0％増）となりました。 

  

〈不動産賃貸〉 

 不動産賃貸は、東京の賃貸ビルにおいてテナントからの賃料収入が減少したことにより、売上高は４億19百万円

（前年同期比0.2％減）となりました。 

 利益面では、東京の賃貸ビルにおいて売上高の減少が響き、営業利益は２億49百万円（前年同期比4.6％減）とな

りました。 

  

〈その他〉 

 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は、売上高が３億67百万円（前年同期比5.6％

増）、営業利益は51百万円（前年同期比9.3％増）となりました。 

   

（注） 従来、当社の不動産賃貸に含めておりましたハウジング事業（住宅展示場関連事業）は、当第１四半期連結

会計期間より、放送関連に区分変更いたしました。 

 上記セグメントの業績における各セグメントの売上高および営業利益の増減率は、前年同四半期の金額を当

四半期と同一の事業区分によった場合の金額に基づき算出しています。 

 なお、詳細につきましては、「3. 四半期連結財務諸表 (5) セグメント情報 （事業区分の変更）」をご参

照下さい。 

  

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

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
(百万円)

23年３月期 
第１四半期

8,590 641 735 307

22年３月期 
第１四半期

8,457 354 411 159

増減率（％） 1.6 80.8 78.9 92.4
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 当第１四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15億56百万円減少し、592億24百万円と

なりました。内訳として、流動資産は１百万円減少しました。これは、有価証券が15億円、その他が18億15百万円

それぞれ増加した一方で、現金及び預金が34億97百万円減少したことなどによるものです。固定資産は15億55百万

円減少しました。これは、保有株式の時価下落に伴い投資有価証券が10億64百万円減少したことや、減価償却によ

り有形及び無形固定資産が４億28百万円減少したことなどによるものです。 

  

 当第１四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10億68百万円減少し、154億18百万円と

なりました。内訳として、流動負債は５億95百万円減少しました。これは、流動負債の引当金が３億26百万円、未

払法人税等が１億18百万円増加した一方で、未払費用が12億98百万円減少したことなどによるものです。固定負債

は４億72百万円減少しました。これは、資産除去債務が95百万円発生した一方で、保有株式の時価下落に伴い繰延

税金負債が４億８百万円減少し、さらに長期預り保証金が81百万円減少したことなどによるものです。 

  

 当第１四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４億88百万円減少し、438億５百万円

となりました。これは、四半期純利益の計上と配当金の支払との差額により利益剰余金が１億75百万円増加した一

方で、保有株式の時価下落に伴いその他有価証券評価差額金が６億60百万円減少したことなどによるものです。 

  

 

 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は、前連結会計年度末(平成22年３月31日)に比べて37

億30百万円減少し、86億94百万円となりました。  

 当第１四半期連結会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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは２億26百万円の支出となりました。これは、売上債権が１億53百万円増加

し、法人税等を１億93百万円支払ったことなどによるものです。 

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは33億56百万円の支出となりました。これは、定期預金の預入による支出が

18億５百万円、有価証券の取得による支出が15億円あったことなどによるものです。 

  
（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１億47百万円の支出となりました。これは、配当金の支払額が１億32百万

円、預り保証金の返還による支出が10百万円あったことなどによるものです。 

    

(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22年３月期
第１四半期 
(百万円)

平成23年３月期 
第１四半期 
(百万円)

増減額
（百万円）

現金及び現金同等物の期首残高 8,393 12,425 4,031

営業活動によるキャッシュ・フロー 390 △226 △617

投資活動によるキャッシュ・フロー △236 △3,356 △3,120

財務活動によるキャッシュ・フロー △173 △147 25

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,374 8,694 319
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平成22年５月13日付「平成22年３月期 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。 

   

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０百万円、税金等調整前四半期純利益は88百万円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は95百万円でありま

す。 

 なお、これによるセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

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 8,451 11,949

受取手形及び売掛金 6,854 6,700

有価証券 2,564 1,064

たな卸資産 66 38

繰延税金資産 377 377

その他 2,448 632

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 20,757 20,758

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 24,798 24,740

減価償却累計額 △13,746 △13,556

建物及び構築物（純額） 11,051 11,183

機械装置及び運搬具 24,751 24,570

減価償却累計額 △21,310 △20,929

機械装置及び運搬具（純額） 3,440 3,640

土地 10,512 10,512

建設仮勘定 － 44

その他 1,488 1,481

減価償却累計額 △1,193 △1,175

その他（純額） 294 305

有形固定資産合計 25,299 25,687

無形固定資産 363 404

投資その他の資産

投資有価証券 9,550 10,614

前払年金費用 2,087 2,152

繰延税金資産 221 217

その他 1,121 1,122

貸倒引当金 △177 △176

投資その他の資産合計 12,803 13,930

固定資産合計 38,466 40,022

資産合計 59,224 60,780
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(単位：百万円)

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

支払手形及び買掛金 217 174

未払費用 1,456 2,755

未払法人税等 315 197

引当金 452 126

その他 1,468 1,254

流動負債合計 3,911 4,507

固定負債

退職給付引当金 658 644

その他の引当金 57 70

資産除去債務 95 －

繰延税金負債 1,642 2,050

長期預り保証金 8,285 8,366

その他 767 847

固定負債合計 11,507 11,979

負債合計 15,418 16,486

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 40,268 40,092

自己株式 △0 △0

株主資本合計 42,242 42,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 829 1,489

評価・換算差額等合計 829 1,489

少数株主持分 733 738

純資産合計 43,805 44,293

負債純資産合計 59,224 60,780
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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：百万円)

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 8,457 8,590

売上原価 4,916 4,849

売上総利益 3,541 3,741

販売費及び一般管理費 3,186 3,099

営業利益 354 641

営業外収益

受取利息 5 6

受取配当金 56 74

その他 19 34

営業外収益合計 80 116

営業外費用

支払利息 23 20

固定資産除却損 0 0

その他 0 0

営業外費用合計 24 21

経常利益 411 735

特別利益

会員権売却益 5 0

貸倒引当金戻入額 1 0

特別利益合計 6 0

特別損失

固定資産除却損 0 －

固定資産売却損 2 －

減損損失 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 87

特別損失合計 3 87

税金等調整前四半期純利益 414 648

法人税等 240 330

少数株主損益調整前四半期純利益 － 317

少数株主利益 14 9

四半期純利益 159 307
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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 414 648

減価償却費 697 571

減損損失 0 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 1

引当金の増減額（△は減少） △29 327

受取利息及び受取配当金 △61 △81

支払利息 23 20

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損益（△は益） 2 △0

会員権売却損益（△は益） △5 △0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 87

売上債権の増減額（△は増加） 319 △153

たな卸資産の増減額（△は増加） △7 △27

仕入債務の増減額（△は減少） △71 42

未払消費税等の増減額（△は減少） 85 19

その他の資産の増減額（△は増加） △261 △382

その他の負債の増減額（△は減少） △669 △1,187

小計 416 △113

利息及び配当金の受取額 58 80

法人税等の支払額 △84 △193

営業活動によるキャッシュ・フロー 390 △226

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 △64 △1,805

定期預金の払戻による収入 12 72

有価証券の取得による支出 △150 △1,500

有価証券の償還による収入 170 100

有形及び無形固定資産の取得による支出 △331 △255

有形及び無形固定資産の売却による収入 95 0

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他の支出 △1 △3

その他の収入 34 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △236 △3,356

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 0 9

預り保証金の返還による支出 △31 △10

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △130 △132

少数株主への配当金の支払額 △12 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △173 △147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18 △3,730

現金及び現金同等物の期首残高 8,393 12,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,374 8,694
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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) 

 
  

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、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、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となってい

るものであります。 

 当社グループは、ラジオおよびテレビの放送事業を中心に、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、事業内容を基礎とした事業の種類別セグメントから構成されており、

「放送関連」及び「不動産賃貸」の２つを報告セグメントとしております。また、「放送関連」には当社

と子会社３社を、「不動産賃貸」には当社と子会社１社をそれぞれ集約しております。 

 「放送関連」は、放送法によるラジオおよびテレビの放送を行い、放送時間の販売ならびに番組の制

作・販売を主な事業とし、これに付帯する事業を営んでおります。また、子会社が主として当社の放送す

る番組の一部を制作しているほか、広告代理業を行っております。 

 「不動産賃貸」は、不動産の賃貸・管理を行っております。 

  

(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

7,473 636 347 8,457 ― 8,457

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

27 45 174 247 (247) ―

計 7,500 682 522 8,705 (247) 8,457

営業利益又は営業損失(△) △14 322 46 354 0 354

【セグメント情報】
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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) 

 
(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ場の経営、保険代理業、

ＯＡ機器販売、旅客運送業（タクシー）等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額０百万円は、セグメント間取引消去額です。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

（事業区分の変更） 

従来、当社のハウジング事業（住宅展示場関連事業）は、不動産賃貸に含めておりましたが、当社の組

織変更を機に、当第１四半期連結会計期間より放送関連に区分変更いたしました。 

 なお、前第１四半期連結会計期間において、当第１四半期連結会計期間の事業区分によった場合のセグ

メント情報は、以下のとおりです。 

  

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) 

 
  

（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：百万円)

報告セグメント
その他

(注) １
合計

調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額

(注) ３放送関連 不動産賃貸 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,802 419 8,222 367 8,590 ─ 8,590

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

37 46 84 154 239 △239 ─

計 7,840 466 8,307 522 8,829 △239 8,590

セグメント利益 339 249 589 51 640 0 641

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額放送関連 不動産賃貸 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,689 420 8,110 347 8,457 ─ 8,457

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

27 45 73 174 247 △247 ─

計 7,716 466 8,183 522 8,705 △247 8,457

セグメント利益 45 262 307 46 354 0 354

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

中部日本放送㈱（9402）平成23年３月期 第１四半期決算短信

－ 10 －



  

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。 

  

 

 
  

 

 
  

   

（注） 組織変更を機に事業区分を見直した結果、事業活動をより適切に表示するため、当期より個別売上高の内訳

における構成内容を変更しております。 

・従来「ラジオ収入」の内訳は「放送収入」「制作収入」「番組販売収入」としておりましたが、当期より

「タイム収入」「スポット収入」「その他収入」としております。 

・従来「テレビ収入」の内訳は「放送収入」「制作収入」「クロスメディア収入」「雑収入」としておりまし

たが、当期より「タイム収入」「スポット収入」「クロスメディア収入」「その他収入」としております。 

・従来「その他の収入」に含めておりましたイベント事業およびハウジング事業（住宅展示場関連事業）の収

入は、当期より「テレビ収入」の中の「その他収入」に含め、賃貸事業については、独立して「賃貸収入」と

しております。 

 なお、上記の表は、当第１四半期の事業区分に則して、前第１四半期の数値を組み替えております。 

4. (参考)平成23年３月期第１四半期の個別業績

(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 ％

23年３月期第１四半期 7,514 △0.4 535 111.4 661 90.5 291 89.4

22年３月期第１四半期 7,544 △10.4 253 △1.1 347 △12.3 154 △18.1

(2) 個別財政状態

総資産 純資産

百万円 百万円

23年３月期第１四半期 50,812 40,121

  22年３月期 52,282 40,599

(3) 個別売上高の内訳(累計)

（単位：百万円、％）

 前第１四半期
（平成22年３月期 
 第１四半期）

当第１四半期
（平成23年３月期 
  第１四半期）

増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ収入 714 645 △69 △9.7

  タイム収入 431 372 △59 △13.7

  スポット収入 271 254 △16 △6.2

  その他収入 12 19 6 53.1

テレビ収入 6,561 6,589 28 0.4

  タイム収入 1,929 1,810 △118 △6.1

  スポット収入 3,642 3,809 166 4.6

   クロスメディア収入 259 290 30 11.8

  その他収入 729 679 △49 △6.8

賃貸収入 268 278 10 3.8

合計 7,544 7,514 △30 △0.4
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