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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 447,922 2.9 23,671 302.4 27,065 204.1 13,584 108.3
22年3月期第3四半期 435,382 1.9 5,882 △70.6 8,899 △62.5 6,520 △28.5

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3四半期 5,898.24 ―

22年3月期第3四半期 2,831.38 ―

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3四半期 748,561 468,936 62.0 201,526.09
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3四半期  464,133百万円 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  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 592,100 1.4 23,700 155.4 26,700 121.4 11,400 52.8 4,949.86



(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3Q 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3Q  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3Q 2,303,096株 22年3月期3Q 2,303,096株
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当第３四半期のわが国の経済は、政府の月例報告によると、景気はこのところ「足踏み状態」、失業

率が高水準など「厳しい状況にある」ものの、企業収益・設備投資は改善・持ち直し、先行きについて

は当面弱めの動きがみられるものの、持ち直していくことが「期待」されると判断しています。広告市

況においても、多くの企業が第２四半期決算で業績改善となっていることなどから、企業の固定費削減

トレンドは根強いものの、広告宣伝費はスポット広告を中心に回復基調が持続しました。 

こうした経済状況の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、広告事業が減収とな

りましたが、主力の放送事業、映像音楽事業、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、前年同期比2.9％増収の4,479億22百万円となりました。また、営業利益

は、放送事業、生活情報事業が増収と費用削減により大幅に増益となったこと、映像音楽事業が大きく

黒字化したこと、その他事業が減収ながら増益になったことなどにより、前年同期比302.4％増益の236

億71百万円となり、経常利益も同204.1％増益の270億65百万円となりました。また、四半期純利益は、

前年同期比108.3％増益の135億84百万円となりました。 

  

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３四

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

調が続くスポットが伸びて、全体では増収となりました。放送外収入では、イベント事業が「ウォーキ

ング・ウィズ・ダイナソー」や「ルナ・レガーロ」が健闘しましたが、前期に貢献した「コルテオ」に

は及ばず前年同期を下回りました。映画事業は「THE LAST MESSAGE海猿」や「踊る大捜査線 THE MOVIE

３ ヤツらを解放せよ！」などがヒットし前年同期を大幅に上回り、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。一方、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加しましたが、放送事業原価は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３四半期 
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

増減
前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期 
連結累計期間

増減

(百万円) (百万円) (％) (百万円) (百万円) (％)

放送事業 261,882 264,786 1.1 6,307 18,091 186.8

制作事業 32,172 33,824 5.1 1,267 1,538 21.4

映像音楽事業 46,191 48,131 4.2 △91 2,557 ─

生活情報事業 88,545 98,467 11.2 536 2,071 286.2

広告事業 33,564 31,478 △6.2 △211 △77 ―

その他事業 21,866 20,226 △7.5 50 448 785.3

調整額 △48,841 △48,993 ─ △1,976 △958 ─

合 計 435,382 447,922 2.9 5,882 23,671 302.4

（放送事業）
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その結果、放送事業全体の売上高は2,647億86百万円と前年同期比1.1％の増収となり、セグメント利

益は180億91百万円と同186.8％の大幅増益となりました。 

  

放送事業の売上高内訳 

 
  

制作事業は、美術や技術関連事業が減った一方で、連続ドラマや特番の制作受注増があり、売上高は

338億24百万円と前年同期比5.1％の増収となりました。セグメント利益は増収に伴い15億38百万円と同

21.4％の増益となりました。 

  

㈱ポニーキャニオンは、音楽部門では、aikoのアルバムやアニメ「けいおん」などのヒットはあった

ものの減収となりましたが、映像部門では、映画「ワンピースフィルム ストロングワールド」、韓国

ドラマの「善徳女王（ソンドクジョオウ）」、「華麗なる遺産」などがヒットしたことに加え、レンタ

ル店中心に旧作品の売上が増加したことにより増収となり、全体でも増収となりました。営業利益は、

制作費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少し、減収減益となりました。その結果、映像音楽事業全体

の売上高は481億31百万円と前年同期比4.2％の増収、セグメント利益は25億57百万円の黒字となりまし

た。 

  

㈱ディノスは、カタログ通販がファッション系の好調により増収となりましたが、平日午前枠の「い

いものプレミアム」が伸び悩んだテレビ通販などの減収幅をカバーできず、売上高全体で減収となりま

した。一方、営業利益はカタログ制作費や物流費等の削減が功を奏し増益となりました。また、前期の

第２四半期に連結子会社となった㈱セシールも前年同期比で減収となりましたが、営業利益はカタログ

制作費や販促費用などの減少により増益となりました。㈱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

前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
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 208,541 210,454 0.9

  放送収入 184,497 186,687 1.2

   ネットタイム 89,151 85,679 △3.9

   ローカルタイム 12,907 11,715 △9.2

   スポット 82,437 89,292 8.3

  その他放送事業収入 24,043 23,767 △1.2

   番組販売収入 13,911 13,650 △1.9

   その他 10,132 10,117 △0.2

その他事業収入 36,923 39,907 8.1

小 計 245,464 250,361 2.0

ラジオ放送部門 16,481 14,435 △12.4

セグメント内消去 (62) (10) ―

合 計 261,882 264,786 1.1

（制作事業）

（映像音楽事業）

（生活情報事業）
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の削減により営業利益は増益となりました。その結果、生活情報事業の売上高は984億67百万円と前

年同期比11.2％の増収、セグメント利益は20億71百万円と同286.2％の大幅増益となりました。 

  

㈱クオラスは、昨年10月から子会社協同広告㈱のメディアバイイング業務を一括して受託したことに

より、主力のテレビ、新聞などの広告取扱高が増加して、全体としては微増収となり、営業損益も経費

削減に取り組み改善されました。また、協同広告㈱は、広告出稿量の減少に加え、事業効率を高めるた

め支社支店を閉鎖したことなどにより減収となりましたが、販管費が大幅に削減され、営業損失となっ

たものの前年同期と比べ改善されました。この結果、広告事業の売上高は314億78百万円と前年同期比

6.2％の減収、セグメント損益は77百万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により減収となりましたが、経費削減に努め営業利益は増益と

なりました。㈱扶桑社は書籍「モムチャンダイエット プレミアム」のヒットがありましたが、定期雑

誌や書籍全体の売上減により減収となりました。しかし、利益面では、編集費をはじめ経費の削減効果

により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

202億26百万円と前年同期比7.5％の減収、セグメント利益は4億48百万円と同785.3％の大幅増益となり

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の中、特にスポットが前年同期を大きく

上回って全体で増収となり、「ＢＳフジLIVE PRIME NEWS」などのレギュラー番組の制作費を抑制したこ

となどにより四半期純利益は増益となりました。有料放送を手がける日本映画衛星放送㈱はケーブルテレ

ビを中心に順調に売上を伸ばし増収増益となりました。また、㈱サンケイビルは分譲マンションの売上が

好調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６億84百万円減の７億31百万円となりました。 

  

当第３四半期末の総資産は7,485億61百万円となり、前期末比46億30百万円の減少となりました。  

流動資産は3,567億48百万円で、前期末比121億42百万円の増加となりました。これは主に、現金及び

預金が448億94百万円減少した一方で、有価証券が656億42百万円増加したこと等によります。 

固定資産は3,918億12百万円で、前期末比167億72百万円の減少となりました。これは主に、投資有価

証券が59億52百万円、建物及び構築物が42億88百万円、のれんが14億63百万円減少したこと等によりま

す。 

負債は2,796億24百万円で、前期末比93億79百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等

が57億80百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が62億95百万円、流動負債のその他に含まれる短

期借入金が81億20百万円減少したこと等によります。 

純資産は、その他有価証券評価差額金が37億６百万円減少し、剰余金の配当を36億84百万円行った一

方で、四半期純利益135億84百万円を計上した結果、四半期末残高は4,689億36百万円で前期末比47億49

百万円の増加となりました。 

  

（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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当第３四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420億７百万円の収入となり、前年同期比309億82百万円の収入

増加となりました。これは、仕入債務の増減額が115億30百万円の支出増加となった一方で、税金等調

整前四半期純利益が123億63百万円増加したこと、法人税等の支払額が90億55百万円減少したこと、た

な卸資産の増減額が61億33百万円の収入増加となったことに加え、その他に含まれる未収入金の増減額

が42億19百万円、前渡金の増減額が32億70百万円の収入増加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1,024億86百万円の支出となり、前年同期比948億67百万円の支

出増加となりました。これは、有価証券の売却及び償還による収入が310億１百万円増加した一方で、

有価証券の取得による支出が1,313億62百万円増加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127億66百万円の支出となり、前年同期比95億85百万円の支出

増加となりました。これは、短期借入金の純増減額が102億97百万円の支出増加となったことや、長期

借入れによる収入43億50百万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544億71百万円で、前期末に比べ735億65百万円の減

少、前年同四半期末に比べ623億23百万円の減少となりました。 

  

当第３四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たことや、映画事業におけるヒット作品が貢献したことにより増収となりまし

た。また、番組制作費や一般管理費における効率的なコストコントロールによって、営業費用全体を削減

しております。また、映像音楽事業では、映像部門のパッケージ販売や権利収入が伸び、さらに各セグメ

ントにおいて経費の削減が図られ増益となっております。通期では、第４四半期に映像音楽事業の在庫評

価減による費用増や、生活情報事業の売上減少が見込まれるものの、引き続き好調なスポット収入が連結

業績に貢献し、売上高は前回予想値より僅かながら下回りますが、利益は前回予想値を上回る見込です。

その結果、通期連結業績予想につきましては、売上高5,921億円、営業利益237億円、経常利益267億

円、当期純利益114億円に修正いたします。 

なお、平成22年11月１日に公表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結(通期)                            

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 592,400 21,700 24,000 9,400

今回修正予想（Ｂ） 592,100 23,700 26,700 11,400

増減額  （Ｂ－Ａ） △300 2,000 2,700 2,000

増減率      （％） △0.1 9.2 11.3 21.3

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

5



 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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は５百万円、税金等調整前四半期

純利益は289百万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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 64,211 109,106

受取手形及び売掛金 117,805 115,581

有価証券 117,423 51,780

たな卸資産 25,453 28,243

その他 32,431 40,497

貸倒引当金 △576 △603

流動資産合計 356,748 344,606

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 103,515 107,803

その他（純額） 52,919 55,383

有形固定資産合計 156,435 163,187

無形固定資産   

のれん 5,177 6,641

その他 42,740 44,605

無形固定資産合計 47,917 51,246

投資その他の資産   

投資有価証券 161,132 167,084

その他 28,091 28,928

貸倒引当金 △1,764 △1,862

投資その他の資産合計 187,459 194,151

固定資産合計 391,812 408,585

資産合計 748,561 753,191
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 52,027 58,323

未払法人税等 8,008 2,227

返品調整引当金 884 816

役員賞与引当金 203 231

ポイント引当金 852 1,019

その他 85,262 93,258

流動負債合計 147,238 155,877

固定負債   

社債 60,034 60,302

退職給付引当金 40,581 38,604

役員退職慰労引当金 1,930 2,300

利息返還損失引当金 124 124

その他 29,715 31,795

固定負債合計 132,385 133,126

負債合計 279,624 289,004

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 166,127 156,200

自己株式 △15,505 △15,505

株主資本合計 470,486 460,559

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,713 993

繰延ヘッジ損益 △151 124

土地再評価差額金 337 365

為替換算調整勘定 △3,824 △2,728

評価・換算差額等合計 △6,353 △1,246

少数株主持分 4,803 4,873

純資産合計 468,936 464,187

負債純資産合計 748,561 753,191
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 435,382 447,922

売上原価 300,133 293,809

売上総利益 135,249 154,112

販売費及び一般管理費 129,366 130,441

営業利益 5,882 23,671

営業外収益   

受取配当金 1,685 2,696

持分法による投資利益 1,415 731

その他 1,845 2,049

営業外収益合計 4,945 5,476

営業外費用   

支払利息 823 878

投資事業組合運用損 541 561

賃貸費用 421 386

その他 142 256

営業外費用合計 1,928 2,082

経常利益 8,899 27,065

特別利益   

固定資産売却益 2,159 －

投資有価証券売却益 1,587 －

負ののれん発生益 － 109

その他 203 104

特別利益合計 3,950 213

特別損失   

固定資産除却損 339 819

投資有価証券売却損 254 －

投資有価証券評価損 － 1,277

その他 439 1,003

特別損失合計 1,033 3,099

税金等調整前四半期純利益 11,817 24,180

法人税、住民税及び事業税 4,138 10,829

法人税等調整額 1,025 △445

法人税等合計 5,164 10,383

少数株主損益調整前四半期純利益 － 13,796

少数株主利益 132 212

四半期純利益 6,520 13,584
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 11,817 24,180

減価償却費 17,279 16,738

受取利息及び受取配当金 △1,906 △2,928

支払利息 823 878

持分法による投資損益（△は益） △1,415 △731

売上債権の増減額（△は増加） △2,500 △2,291

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,343 2,790

仕入債務の増減額（△は減少） 5,235 △6,295

その他 △1,008 12,105

小計 24,981 44,445

利息及び配当金の受取額 2,269 3,177

利息の支払額 △569 △696

法人税等の支払額 △15,811 △6,755

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 11,024 42,007

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 △6,801 △138,164

有価証券の売却及び償還による収入 11,000 42,001

有形固定資産の取得による支出 △3,857 △5,766

無形固定資産の取得による支出 △3,161 △2,455

投資有価証券の取得による支出 △3,742 △1,267

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,682 185

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△7,047 －

その他 3,308 2,981

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,619 △102,486

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） 2,351 △7,946

長期借入れによる収入 4,350 －

長期借入金の返済による支出 △3,474 △727

配当金の支払額 △5,971 △3,569

少数株主への配当金の支払額 △36 △56

その他 △399 △466

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,180 △12,766

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75 △319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 149 △73,565

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 116,794 54,471
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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 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、4,810百万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。 

  

４ 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、31,228百万円増加しております。これは主

に、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。 

  

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。 

  

(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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

247,839 13,171 45,095 87,908 31,784 9,582 435,382 ― 435,382

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

14,043 19,001 1,095 637 1,779 12,284 48,841 (48,841) ―

計 261,882 32,172 46,191 88,545 33,564 21,866 484,224 (48,841) 435,382

 営業利益
又は営業損失(△)

6,307 1,267 △ 91 536 △ 211 50 7,858 (1,976) 5,882

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

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）
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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△958百万円には、セグメント間取引消去2,135百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△3,093百万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。 

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

【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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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
251,121 13,007 47,148 97,860 29,620 438,758 9,163 447,922 ─ 447,922

セグメント間の内部

売上高又は振替高
13,665 20,816 983 607 1,857 37,929 11,063 48,993 △48,993 ─

計 264,786 33,824 48,131 98,467 31,478 476,688 20,226 496,915 △48,993 447,922

セグメント利益 

又は損失(△)
18,091 1,538 2,557 2,071 △77 24,181 448 24,629 △958 23,671

(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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