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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 293,263 4.4 11,658 325.8 14,086 206.9 6,081 101.1
22年3月期第2四半期 280,774 △0.4 2,738 △78.3 4,590 △70.2 3,023 △46.6

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2四半期 2,640.63 ―

22年3月期第2四半期 1,312.82 ―

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2四半期 738,478 458,891 61.5 197,216.11
22年3月期 753,191 464,187 61.0 199,432.99

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  454,207百万円 22年3月期  459,313百万円

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  
 

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 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00

23年3月期 ― 800.00

23年3月期 
（予想）

― 800.00 1,600.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 592,400 1.5 21,700 133.9 24,000 99.0 9,400 26.0 4,081.46



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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あり、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いません。 

※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。業績予想に関する事項等については、四半期決算短信 （添付資料） ５ページ 「１． 
当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は 【添付資料】 ６ページ 「２． その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 2,364,298株 22年3月期  2,364,298株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  61,202株 22年3月期  61,202株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 2,303,096株 22年3月期2Q 2,303,096株
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当第２四半期のわが国の経済は、政府の月例経済報告によると、景気の基調判断を「引き続き持ち直

し」と３ヶ月連続で据え置き、「企業収益の改善が続く」中で「自律的回復に向けた動きがみられる」と

している一方、「海外景気の下振れ懸念」や「為替レート・株価の変動」などによる景気の下押しリスク

が強まっており、「デフレの影響」、「雇用情勢の悪化懸念」など依然として注意が必要としています。

こうした中で、広告市況は、広告主の広告宣伝費縮減傾向が底を打つ時期については、未だ不透明感が拭

いきれない状況となっています。 

  当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、主力の放送事業や前期の第２四半期から新規の

連結子会社業績を取り込んだ生活情報事業が増収となり、映像音楽事業や広告事業などの減収をカバーし

て、前年同期比4.4％増収の2,932億63百万円となりました。また、営業利益は、放送事業が増収と費用削

減により増益となったことや、映像音楽事業が増益になったこと、生活情報事業が黒字になったことなど

で、前年同期比325.8％増益の116億58百万円となり、経常利益も同206.9％増益の140億86百万円となりま

した。また、四半期純利益は、前年同期比101.1％増益の60億81百万円となりました。 

報告セグメントの業績の状況は以下の通りであります。 

  

 
（注）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」等を適用しております。前第２四

半期連結累計期間の数値は、当社の報告セグメントに基づいたものであり、参考として表示しております。 

  

テレビ放送部門の放送収入は、ネットタイムとローカルタイムは前年同期を下回りましたが、回復基

調のスポットが伸びて、全体では増収となりました。放送外収入では、イベント事業は「ウォーキン

グ・ウィズ・ダイナソー」や「ルナ・レガーロ」が好評を博しましたが、前期に期を通じて貢献した

「コルテオ」には及ばず前年同期を下回りました。一方、映画事業は「踊る大捜査線 THE MOVIE３ ヤ

ツらを解放せよ！」や「のだめカンタービレ 終楽章・後編」等のヒットで前年同期を上回り、その他

事業収入も増収となりました。その結果、テレビ放送部門全体の売上高は増収となりました。費用面で

は、その他事業原価や販管費の代理店手数料が増収の影響により増加しましたが、放送事業原価が効率

的なコストコントロールにより減少し、営業費用全体では前年同期を下回り、営業利益は増益となりま

した。 

 また、ラジオ放送部門の売上高は、放送収入やイベント収入の減少により減収となりましたが、番組

制作費や人件費等の削減に努め、営業利益は増益となりました。 

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 セグメント利益又は損失(△)

前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

増減

(百万円) (百万円) (％) (百万円) (百万円) (％)

放送事業 173,964 176,376 1.4 3,362 9,690 188.2

制作事業 21,899 22,417 2.4 925 878 △5.1

映像音楽事業 31,954 31,434 △1.6 188 1,460 673.6

生活情報事業 49,256 61,446 24.7 △521 73 ─

広告事業 22,167 21,083 △4.9 △119 △68 ―

その他事業 14,658 13,440 △8.3 69 305 337.2

調整額 △33,127 △32,934 ─ △1,168 △683 ─

合 計 280,774 293,263 4.4 2,738 11,658 325.8

（放送事業）
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 その結果、放送事業全体の売上高は前年同期比1.4％増収の1,763億76百万円となり、セグメント利

益は同188.2％増益の96億90百万円となりました。 

  

放送事業の売上高内訳 

 
  

制作事業は、美術や技術関連の受注減などの一方で、連続ドラマや特番の受注増があり、売上高は

224億17百万円と前年同期比2.4％の増収となりました。セグメント利益は原価率の逓増などにより８億

78百万円と同5.1％の減益となりました。 

  

㈱ポニーキャニオンの映像部門は、「ワンピースフィルム ストロングワールド」、「善徳女王（ソ

ンドクジョオウ）」やフジテレビ韓流αで放送された「華麗なる遺産」等のＤＶＤ売上が貢献し増収と

なりましが、音楽部門は、aiko「BABY」等のヒットはあったものの減収となり、全体で減収となりまし

た。しかし、営業利益は、制作費償却負担の減少や広告宣伝費等の販管費の削減効果により大幅増益と

なりました。一方、㈱フジパシフィック音楽出版はJASRAC等からの分配額が減り、減収減益となりまし

た。映像音楽事業全体の売上高は314億34百万円と前年同期比1.6％の減収、セグメント利益は14億60百

万円と同673.6％の増益となりました。 

  

㈱ディノスのカタログ通販は、ファッション系の好調により増収となりましたが、テレビ通販は、平

日午前枠の「いいものプレミアム」が伸び悩み減収となりました。その結果、売上高全体は減収となり

ましたが、営業利益はカタログ通販経費等の削減が功を奏し増益となりました。また、㈱サンケイリビ

ング新聞社は、主力の「リビング新聞」や「シティリビング」の広告収入が減収となりましたが、印刷

費、用紙代等の原価や人件費等の削減により、営業黒字となりました。さらに、前期の第２四半期から

連結子会社となった㈱セシールの業績を当期は第１四半期から取り込んだことにより、生活情報事業の

売上高は614億46百万円と前年同期比24.7％の増収、セグメント利益は73百万円の黒字となりました。 

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減

（百万円） （百万円） （％）

テレビ放送部門

放送事業収入 137,386 138,965 1.1

  放送収入 121,570 123,240 1.4

   ネットタイム 60,529 58,193 △3.9

   ローカルタイム 8,659 7,800 △9.9

   スポット 52,380 57,245 9.3

  その他放送事業収入 15,816 15,724 △0.6

   番組販売収入 9,170 9,056 △1.2

   その他 6,646 6,667 0.3

その他事業収入 26,532 28,045 5.7

小 計 163,918 167,010 1.9

ラジオ放送部門 10,106 9,371 △7.3

セグメント内消去 (60) (6) ―

合 計 173,964 176,376 1.4

（制作事業）

（映像音楽事業）

（生活情報事業）
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㈱クオラスは、イベント受託や広告制作は減収となったものの、テレビや新聞の広告取扱高が前年同

期を上回り全体では増収、営業損益も経費削減に取り組み改善されました。一方、協同広告㈱は、広告

出稿量の減少が影響して減収となり、利益面でも損失となりました。その結果、広告事業の売上高は

210億83百万円と前年同期比4.9％の減収、セグメント損益は68百万円の損失となりました。 

  

㈱フジミックはシステム開発の受注減で減収となり、経費削減に努めましたが営業損失となりまし

た。㈱扶桑社も書籍「モムチャンダイエット プレミアム」等のヒットがありましたが、定期雑誌の休

刊や前期にベストセラーとなった「アマルフィ」の反動などによる影響をカバーしきれず減収となりま

した。しかし、利益面では、編集費をはじめ経費の削減に努め、５期ぶりの営業黒字となりました。そ

の他の会社は堅調に推移し、その他事業全体で、売上高は134億40百万円と前年同期比8.3％の減収、セ

グメント利益は３億５百万円と同337.2％の増益となりました。 

  

持分法適用会社では、㈱ビーエスフジは、広告市況の回復基調もあり、タイム、スポットともに前年同

期を上回ったことで増収となり、「ＢＳフジLIVE PRIME NEWS」等のレギュラー番組の制作費を抑制した

ことで、四半期純利益は増益となりました。また、㈱サンケイビルは、分譲マンションの売上等で増収増

益となりました。しかしながら、前期までの負ののれん償却額が当期からなくなったため、持分法による

投資利益は全体で前年同期比４億円減の４億38百万円となりました。 

  

当第２四半期末の総資産は7,384億78百万円となり、前期末比147億12百万円の減少となりました。  

 流動資産は3,463億３百万円で、前期末比16億97百万円の増加となりました。これは主に、現金及び

預金が488億５百万円減少した一方で、有価証券が556億36百万円増加したこと等によります。 

 固定資産は3,921億75百万円で、前期末比164億10百万円の減少となりました。これは主に、投資有価

証券が108億３百万円、建物及び構築物が27億91百万円減少したこと等によります。 

 負債は2,795億87百万円で、前期末比94億16百万円の減少となりました。これは主に、流動負債のそ

の他に含まれる未払法人税等が49億78百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が48億10百万円、流

動負債のその他に含まれる短期借入金が71億80百万円、未払金が37億31百万円減少したこと等によりま

す。 

 純資産は、四半期純利益を60億81百万円計上した一方で、その他有価証券評価差額金が84億54百万円

減少し、剰余金の配当を18億42百万円行った結果、当期末残高は4,588億91百万円で前期末比52億95百

万円の減少となりました。 

  

当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは236億54百万円の収入となり、前年同期比208億80百万円の収入

増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が58億46百万円増加したことや、たな卸資産の

増減額が47億79百万円の収入増加となったこと、法人税等の支払額が74億４百万円減少したことに加

え、その他に含まれる前払費用の増減額が33億74百万円、未収入金の増減額が31億50百万円の収入増加

（広告事業）

（その他事業）

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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となったこと等によります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは515億37百万円の支出となり、前年同期比488億35百万円の支出

増加となりました。これは、有価証券の取得による支出が450億88百万円増加し、有価証券の売却及び

償還による収入が79億92百万円減少したこと等によります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期７億70百万円の収入から当期は99億60百万円の支出

となりました。これは、短期借入金の純増減額が87億51百万円の支出増加となったことや、長期借入れ

による収入43億円が当期はなかったこと等によります。 

この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は900億54百万円で、前期末に比べ379億82百万円の減

少、前年同四半期末に比べ278億70百万円の減少となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間において、放送事業における㈱フジテレビジョンの業績は、回復基調にある

スポット収入が堅調に伸び、タイム収入も厳しい状況の中、予想を上回る水準で推移しました。また、映

像音楽事業では、映像・音楽のパッケージ販売や権利収入が大きく伸び、さらに各セグメントにおいて経

費の削減が図られました。これにより当社グループの業績は、当初の予想を上回る結果となりました。下

期は、経営環境の不透明感により、売上、利益とも当初の予想値どおりに据え置いております。 

以上を反映した通期連結業績予想は、平成22年11月１日に公表した「業績予想の修正に関するお知ら

せ」に記載の通り、売上高5,924億円、営業利益217億円、経常利益240億円、当期純利益94億円を見込ん

でおります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は３百万円、税金等調整前四半期

純利益は287百万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

382百万円であります。 

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）、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７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）、「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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①会計基準等の改正に伴う変更

・「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

・「企業結合に関する会計基準」等の適用

②①以外の変更
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 60,300 109,106

受取手形及び売掛金 117,284 115,581

有価証券 107,417 51,780

たな卸資産 27,231 28,243

その他 34,623 40,497

貸倒引当金 △553 △603

流動資産合計 346,303 344,606

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 105,012 107,803

その他（純額） 56,177 55,383

有形固定資産合計 161,189 163,187

無形固定資産   

のれん 5,665 6,641

その他 42,816 44,605

無形固定資産合計 48,481 51,246

投資その他の資産   

投資有価証券 156,281 167,084

その他 28,020 28,928

貸倒引当金 △1,798 △1,862

投資その他の資産合計 182,504 194,151

固定資産合計 392,175 408,585

資産合計 738,478 753,191
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 53,513 58,323

返品調整引当金 924 816

役員賞与引当金 133 231

ポイント引当金 929 1,019

その他 92,474 95,486

流動負債合計 147,975 155,877

固定負債   

社債 60,033 60,302

退職給付引当金 39,651 38,604

役員退職慰労引当金 1,863 2,300

利息返還損失引当金 124 124

その他 29,939 31,795

固定負債合計 131,611 133,126

負債合計 279,587 289,004

純資産の部   

株主資本   

資本金 146,200 146,200

資本剰余金 173,664 173,664

利益剰余金 160,466 156,200

自己株式 △15,505 △15,505

株主資本合計 464,826 460,559

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,460 993

繰延ヘッジ損益 △170 124

土地再評価差額金 337 365

為替換算調整勘定 △3,324 △2,728

評価・換算差額等合計 △10,619 △1,246

少数株主持分 4,683 4,873

純資産合計 458,891 464,187

負債純資産合計 738,478 753,191
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 280,774 293,263

売上原価 196,237 195,812

売上総利益 84,536 97,450

販売費及び一般管理費 81,798 85,792

営業利益 2,738 11,658

営業外収益   

受取配当金 1,169 2,198

持分法による投資利益 839 438

その他 1,298 1,448

営業外収益合計 3,307 4,086

営業外費用   

支払利息 522 590

投資事業組合運用損 528 557

賃貸費用 277 271

その他 126 239

営業外費用合計 1,455 1,658

経常利益 4,590 14,086

特別利益   

固定資産売却益 2,138 －

負ののれん発生益 － 109

その他 199 57

特別利益合計 2,337 166

特別損失   

固定資産除却損 303 －

投資有価証券売却損 254 －

投資有価証券評価損 － 1,269

その他 158 925

特別損失合計 716 2,195

税金等調整前四半期純利益 6,211 12,057

法人税、住民税及び事業税 3,063 6,888

法人税等調整額 146 △1,015

法人税等合計 3,210 5,873

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,184

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22 102

四半期純利益 3,023 6,081
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 6,211 12,057

減価償却費 11,192 10,895

受取利息及び受取配当金 △1,326 △2,352

支払利息 522 590

持分法による投資損益（△は益） △839 △438

売上債権の増減額（△は増加） 1,962 △1,747

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,767 1,012

仕入債務の増減額（△は減少） 2,635 △4,810

その他 △3,896 8,348

小計 12,695 23,555

利息及び配当金の受取額 1,604 2,562

利息の支払額 △523 △548

法人税等の支払額 △11,156 △3,751

法人税等の還付額 154 1,837

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,774 23,654

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △49,191

有価証券の売却及び償還による収入 11,000 3,007

有形固定資産の取得による支出 △2,948 △4,419

無形固定資産の取得による支出 △2,240 △1,757

投資有価証券の取得による支出 △240 △1,249

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△7,042 －

その他 △1,230 2,074

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,701 △51,537

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） 1,571 △7,180

長期借入れによる収入 4,300 －

長期借入金の返済による支出 △622 △512

配当金の支払額 △4,145 △1,842

少数株主への配当金の支払額 △36 △56

その他 △296 △368

財務活動によるキャッシュ・フロー 770 △9,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 437 △139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,280 △37,982

現金及び現金同等物の期首残高 116,598 128,036

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 45 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 117,925 90,054
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該当事項はありません。  

  

 
（注）１ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な役務・商製品 

 
  

３ 当社は、平成21年３月期第３四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントの区分を変更しました。変

更後の区分による前第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報は、次の通りです。 

 
  

４ 広告事業における資産の金額が前連結会計年度末に比べ、4,900百万円増加しております。これは主に、第

１四半期連結会計期間より、協同広告㈱を新たに連結子会社としたことによります。 

  

５ 生活情報事業における資産の金額が前連結会計年度末に比べ、27,815百万円増加しております。これは主

に、当第２四半期連結会計期間より、㈱セシール、㈱アルマード、㈱セシールコミュニケーションズ、㈱セ

シールビジネス＆スタッフィング、㈱セシールロジスティクスを新たに連結子会社としたことによります。

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

放送 
事業 

(百万円)

制作 
事業 

(百万円)

映像音楽
事業 

(百万円)

生活情報
事業 

(百万円)

広告
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

164,431 8,602 31,473 48,925 20,983 6,358 280,774 ― 280,774

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

9,533 13,297 481 330 1,184 8,299 33,127 (33,127) ―

計 173,964 21,899 31,954 49,256 22,167 14,658 313,901 (33,127) 280,774

 営業利益
又は営業損失(△)

3,362 925 188 △ 521 △ 119 69 3,907 (1,168) 2,738

事業区分 役務・商製品の内容等

放送事業 テレビ放送事業、ラジオ放送事業

制作事業 放送番組の企画制作・技術・中継等

映像音楽事業 オーディオ・ビデオソフト等の製造販売、音楽著作権管理等

生活情報事業 通信販売、新聞発行等

広告事業 広告等

その他事業 出版、人材派遣、動産リース、ソフトウェア開発等

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

放送 
事業 

(百万円)

制作 
事業 

(百万円)

映像音楽
事業 

(百万円)

生活情報
事業 

(百万円)

広告
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

177,164 9,931 33,804 39,064 14,411 7,597 281,975 ― 281,975

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10,129 14,020 808 420 606 8,754 34,740 (34,740) ―

計 187,294 23,951 34,613 39,485 15,018 16,351 316,715 (34,740) 281,975

 営業利益
又は営業損失(△)

11,177 1,284 1,369 △ 537 △ 170 140 13,262 (621) 12,641

㈱フジ･メディア･ホールディングス(4676)　平成23年３月期第２四半期決算短信

11



全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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。 

  

当社の報告セグメントは、当社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。 

当社グループは認定放送持株会社である当社の下で、傘下の関係会社が放送法に定める一般放送事

業を中心に、関連する事業活動を展開しており、「放送事業」、「制作事業」、「映像音楽事業」、

「生活情報事業」及び「広告事業」の５つを報告セグメントとしております。  

「放送事業」はテレビ放送事業及びラジオ放送事業、「制作事業」は放送番組の企画制作・技術・

中継等、「映像音楽事業」はオーディオ・ビデオソフト等の製造販売、音楽著作権管理等、「生活情

報事業」は通信販売、新聞発行等、「広告事業」は広告等の事業をそれぞれ営んでおります。 

  

（単位:百万円）

 
(注) １ 「その他事業」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、出版、人材派遣、動産リー

ス、ソフトウェア開発等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△683百万円には、セグメント間取引消去1,380百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△2,063百万円が含まれております。全社費用は、認定放送持株会社としての親会社の費

用であります。 

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

【セグメント情報】

（追加情報）

１．報告セグメントの概要

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）

 報告セグメント
その他
事業 

（注１）
合計

調整額
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上

額 
(注３）

放送事業 制作事業
映像音楽
事業

生活情報
事業

広告事業 計

売上高         

外部顧客への 

売上高
167,306 7,970 30,882 61,028 19,840 287,027 6,235 293,263 ─ 293,263

セグメント間の内部

売上高又は振替高
9,069 14,447 551 418 1,242 25,730 7,204 32,934 △32,934 ─

計 176,376 22,417 31,434 61,446 21,083 312,758 13,440 326,198 △32,934 293,263

セグメント利益 

又は損失(△)
9,690 878 1,460 73 △68 12,035 305 12,341 △683 11,658
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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おります。 

  

該当事項はありません。  

  

以上

(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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