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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 27,788 △4.2 1,984 △29.6 2,170 △29.2 1,171 9.3
22年3月期第2四半期 29,006 △15.1 2,818 △22.6 3,064 △9.8 1,071 91.7

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 26.06 ―

22年3月期第2四半期 23.79 ―

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 103,721 52,569 50.1 1,157.22
22年3月期 101,663 52,540 51.2 1,157.20

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  52,015百万円 22年3月期  52,014百万円

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 ― 0.00 ― 14.00 14.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 14.00 14.00

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  有  
 

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 59,838 △1.8 4,336 14.9 4,743 16.2 2,270 74.4 50.50



(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  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 

（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
は、四半期決算短信【添付資料】P.2「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】P.4「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 46,735,334株 22年3月期  46,735,334株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,786,662株 22年3月期  1,786,590株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 44,948,715株 22年3月期2Q  45,040,067株



平成23年3月期の個別業績予想(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)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

  

※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当たっての注

意事項等については、四半期決算短信【添付資料】Ｐ.２「１.当四半期の連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（参考）

  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 

  

通期 

百万円

 38,504

％

 △2.5

百万円

713

％

－

百万円

 3,863

％

40.9

百万円

 2,356

％

52.8

円 銭

 52.42
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高27,788百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益1,984百万円（前年同

期比29.6％減）、経常利益2,170百万円（前年同期比29.2％減）となりましたが、特別損失および法人税等が減少し

たことにより四半期純利益は1,171百万円（前年同期比9.3％増）となりました。  

     主なセグメントの業績は次のとおりであります。  

① 制作関連事業 

 制作関連事業の売上高は、前年同期に比べ8.6％減の15,595百万円となり、営業利益は前年同期に比べ2.4％増の

2,996百万円となりました。ＣＭ制作部門、プロモーション部門が需要回復に至らず減収となりました。利益に関

しては、コスト削減による利益率向上に努めた結果、概ね前年並みとなりました。 

② 放送関連事業 

 放送関連事業の売上高は、前年同期に比べ7.0％増の5,632百万円となり、営業利益は前年同期に比べ12.2％減の

1,314百万円となりました。当期から株式会社囲碁将棋チャンネルの業績を取り込んだことにより増収となりまし

た。利益に関しては、関連チャンネルの編成強化のための費用増などにより前年実績を下回りました。 

③ 映像関連事業 

 映像関連事業の売上高は、前年同期に比べ2.1％増の4,865百万円となり、営業損失は1,531百万円（前年同期は

593百万円の損失）となりました。ライツ事業が堅調に推移し売上高は概ね前年並みとなりました。利益に関して

は、テレビ配給事業において前年を上回る映像使用権償却をしたため営業損失は増加しました。 

  

（注）上記セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んだ金額を記載しております。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの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4,785百万円増加し32,102百万円となりました。 

 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、5,246百万円となりました。これは映像使用権の増加1,108百万円及び仕掛

品の増加1,099百万円等で資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益1,993百万円、売上債権の減少4,042百

万円、仕入債務の増加1,484百万円等で資金が増加した結果であります。 

（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、△401百万円となりました。これは定期預金の払戻による収入3,152百万円

等で資金が増加しましたが、定期預金の預入による支出3,357百万円及び貸付けによる支出207百万円等で資金が減少

した結果であります。 

（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、8百万円となりました。これは、短期借入金の返済による支出2,000百万

円、配当金の支払629百万円、長期借入金の返済による支出500百万円及びリース債務の返済による支出152百万円等

で資金が減少しましたが、短期借入れによる収入3,300百万円で資金が増加した結果であります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期連結業績につきまして、当社をとりまく事業環境や第２四半期累計期間までの業績推移を勘

案し、売上高については、期初予想をやや下回る水準となる見込みですが、営業利益、経常利益、当期純利益につい

ては、経費削減に努め期初予想をやや上回る見込みです。 

なお、平成22年５月20日の決算短信で発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。  

（通期）   

  

 また、個別の通期業績予想につきましても修正をしており、平成22年５月20日の決算短信で発表しました通期の業

績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

  

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいて作成しており、実

際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

  
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 61,000 4,077 4,495 1,912 42 55 

 今回発表予想 59,838 4,336 4,743 2,270 50 50 

 増減額 △1,161 259 248 357 

 増減率（％） △1.9 6.4 5.5 18.7 

 前期実績 60,908 3,772 4,082 1,301 28 92 

  
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 38,943 398 3,475 2,113 47 01 

 今回発表予想 38,504 713 3,863 2,356 52 42 

 増減額 △438 315 388 243 

 増減率（％） △1.1 79.2 11.2 11.5 

 前期実績 39,497 △532 2,741 1,541 34 27 
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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 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 会計処理基準に関する事項の変更 

  資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  第１四半期連結会計期間から、「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。 

      これによる損益に与える影響は軽微であります。  

      

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 35,358,233 30,479,269

受取手形及び売掛金 15,813,323 19,856,151

有価証券 651,800 648,897

映像使用権 15,970,901 14,862,348

仕掛品 3,113,821 2,016,163

その他のたな卸資産 476,226 388,780

その他 4,032,108 4,349,673

貸倒引当金 △11,740 △27,957

流動資産合計 75,404,675 72,573,327

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,231,884 13,240,998

その他（純額） 6,612,879 6,794,912

有形固定資産合計 19,844,763 20,035,910

無形固定資産   

のれん 1,119,353 1,198,698

その他 279,769 318,641

無形固定資産合計 1,399,122 1,517,340

投資その他の資産   

投資有価証券 4,520,222 5,158,695

その他 5,482,624 5,262,963

貸倒引当金 △2,922,285 △2,876,531

投資損失引当金 △7,999 △7,999

投資その他の資産合計 7,072,561 7,537,127

固定資産合計 28,316,448 29,090,378

資産合計 103,721,123 101,663,705

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,119,027 18,634,241

短期借入金 23,880,000 23,080,000

未払法人税等 842,814 842,947

賞与引当金 594,892 626,516

その他 2,900,199 2,969,170

流動負債合計 48,336,932 46,152,875

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 579,315 612,841

役員退職慰労引当金 445,741 521,680
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（単位：千円）

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) 

その他 1,289,828 1,336,057

固定負債合計 2,814,884 2,970,579

負債合計 51,151,817 49,123,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,487,183 2,487,183

資本剰余金 3,729,851 3,729,851

利益剰余金 49,497,870 48,955,928

自己株式 △1,728,041 △1,728,007

株主資本合計 53,986,864 53,444,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △428,323 △117,511

繰延ヘッジ損益 △63,057 △15,332

為替換算調整勘定 △1,479,784 △1,297,472

評価・換算差額等合計 △1,971,164 △1,430,316

少数株主持分 553,607 525,612

純資産合計 52,569,306 52,540,251

負債純資産合計 103,721,123 101,663,705
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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：千円）

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 29,006,207 27,788,984

売上原価 21,759,131 21,463,622

売上総利益 7,247,076 6,325,362

販売費及び一般管理費 4,428,748 4,341,138

営業利益 2,818,327 1,984,223

営業外収益   

受取利息 77,738 52,238

受取配当金 34,487 15,943

持分法による投資利益 55,715 16,339

経営指導料 84,725 123,860

その他 127,252 86,905

営業外収益合計 379,919 295,287

営業外費用   

支払利息 125,496 95,903

その他 8,168 12,751

営業外費用合計 133,664 108,655

経常利益 3,064,582 2,170,856

特別利益   

固定資産売却益 － 902

投資有価証券売却益 － 18,315

投資有価証券清算益 15,759 －

受取和解金 8,059 －

特別利益合計 23,818 19,217

特別損失   

固定資産売却損 － 20,753

投資有価証券評価損 2,025 102,490

貸倒引当金繰入額 244,962 34,886

役員退職慰労金 585,727 －

その他 6,062 38,207

特別損失合計 838,778 196,338

税金等調整前四半期純利益 2,249,622 1,993,736

法人税等 1,097,056 785,156

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,208,579

少数株主利益 81,240 37,355

四半期純利益 1,071,326 1,171,224
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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 2,249,622 1,993,736

減価償却費 338,423 352,880

のれん償却額 23,511 79,344

貸倒引当金の増減額（△は減少） 174,823 29,537

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,164 △31,624

退職給付引当金の増減額（△は減少） △109,314 △33,525

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,974,589 △75,939

受取利息及び受取配当金 △112,226 △68,182

為替差損益（△は益） △13,416 28,628

支払利息 125,496 95,903

持分法による投資損益（△は益） △55,715 △16,339

投資有価証券売却損益（△は益） － △18,315

投資有価証券評価損益（△は益） － 102,490

売上債権の増減額（△は増加） 3,584,650 4,042,514

映像使用権の増減額（△は増加） △1,890,658 △1,108,552

仕掛品の増減額（△は増加） △692,120 △1,099,977

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 47,336 △87,446

繰延消費税等の増減額（△は増加） △52,605 △70,337

前渡金の増減額（△は増加） △131,195 22,488

仕入債務の増減額（△は減少） △162,718 1,484,517

未払金の増減額（△は減少） 2,444,126 361

未払消費税等の増減額（△は減少） △126,493 △129,714

前受金の増減額（△は減少） 253,149 300,535

その他 69,295 △85,745

小計 3,931,219 5,707,236

利息及び配当金の受取額 121,653 69,009

利息の支払額 △126,527 △98,507

移転費用の支払額 △17,935 －

その他 － 1,500

法人税等の支払額 △683,473 △1,031,337

法人税等の還付額 － 598,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,224,935 5,246,798
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（単位：千円）

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) 

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 △3,473,159 △3,357,019

定期預金の払戻による収入 3,106,676 3,152,155

有形固定資産の取得による支出 △240,548 △72,208

有形固定資産の売却による収入 － 1,783

無形固定資産の取得による支出 △36,503 △2,251

投資有価証券の取得による支出 △50,067 △59

投資有価証券の売却による収入 － 34,069

子会社の清算による収入 181,463 －

貸付けによる支出 △285,000 △207,500

貸付金の回収による収入 9,743 15,000

その他 6,804 34,454

投資活動によるキャッシュ・フロー △780,589 △401,576

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 25,600,000 3,300,000

短期借入金の返済による支出 △25,200,000 △2,000,000

リース債務の返済による支出 △113,164 △152,737

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △500,000 △500,000

自己株式の取得による支出 △69,962 △33

配当金の支払額 △630,965 △629,282

少数株主への配当金の支払額 △11,232 △9,360

財務活動によるキャッシュ・フロー △425,323 8,586

現金及び現金同等物に係る換算差額 75,028 △67,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,094,051 4,785,837

現金及び現金同等物の期首残高 28,832,051 27,316,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,926,102 32,102,653
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該当事項はありません。 

（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） 

 （注）１．事業区分の方法 

販売市場及び販売品目の類似性に基づいて区分しております。 

２．各事業の主な内容 

(1）制作関連事業   ＣＭ、テレビ番組及び映画制作、販売促進物の制作及びイベント・展示会等の設計・

施工等、ポストプロダクション業務等 

(2）放送関連事業     ＣＳ・ＢＳチャンネルの運営、映像コンテンツの制作・販売、放送関連業務の受託等

(3）映像関連事業   映像コンテンツの仕入、販売及び編集、劇場公開作品配給、映像コンテンツへの共同

出資、版権事業等 

(4）物販事業     スーパーマーケットの運営、映像用テープの販売等 

(5）その他事業    教育事業等 

  

〔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） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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〕 

 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） 

 海外売上高の合計は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
制作関連事
業（千円） 

放送関連事
業（千円） 

映像関連事
業（千円） 

物販事業
（千円） 

その他事業
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結

（千円） 

 売上高                                           

(1）外部顧客に対する売

上高  
 16,276,308 5,074,584 4,489,897 3,059,354 106,062  29,006,207 － 29,006,207

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 781,684 190,429 275,067 364,238 37,847  1,649,268 (1,649,268) －

計  17,057,993 5,265,014 4,764,964 3,423,593 143,909  30,655,476 (1,649,268) 29,006,207

 営業利益（△損失）  2,925,377 1,496,858 △593,139 35,651 52,010  3,916,757 (1,098,429) 2,818,327
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〔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、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、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「制作関連事業」、「放送関連事業」、

「映像関連事業」及び「物販事業」の４つを報告セグメントとしております。 

「制作関連事業」は、ＣＭ、テレビ番組及び映画制作、販売促進物の制作及びイベント・展示会等の設計・施工

等、ポストプロダクション業務等を、「放送関連事業」は、ＣＳ・ＢＳチャンネルの運営、映像コンテンツの制作・

販売、放送関連業務の受託等を、「映像関連事業」は、映像コンテンツの仕入、販売及び編集、劇場公開作品配給、

映像コンテンツへの共同出資、版権事業等を、「物販事業」は、スーパーマーケットの運営、映像用テープの販売等

をそれぞれ営んでおります。 

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） 

（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、教育事業等を含んでおりま  

す。 

   ２．セグメント利益の調整額△962,074千円には、セグメント間取引消去△22,807千円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△939,266千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い販売費及び一般管理費であります。 

   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おります。 

  

３．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 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

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」（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
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 
制作関連

事業 
放送関連 
事業 

映像関連

事業 
物販事業 計

売上高             

外部顧客への売上高 14,811,628  5,259,080  4,623,783  2,985,967  27,680,459  108,525  27,788,984 －  27,788,984

セグメント間の内部

売上高又は振替高  783,810  373,612  242,202  423,622  1,823,248 44,839  1,868,088 △1,868,088 － 

計 15,595,438  5,632,692  4,865,986  3,409,589  29,503,708 153,364  29,657,073 △1,868,088  27,788,984

セグメント利益又は損失

（△） 
 2,996,630  1,314,138 △1,531,646  109,482  2,888,605 57,692  2,946,297 △962,074 1,984,223

（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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