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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 8,015 △6.7 393 △38.6 500 △32.0 210 △31.6

23年3月期第1四半期 8,590 1.6 641 80.8 735 78.9 307 92.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 136百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △342百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 7.97 ―

23年3月期第1四半期 11.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 58,085 43,586 73.8
23年3月期 59,413 43,660 72.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  42,841百万円 23年3月期  42,906百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 15,710 △3.0 390 △33.6 510 △24.8 230 △11.5 8.71
通期 32,660 0.6 1,630 △13.8 1,800 △11.3 950 1.3 35.99



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】P.3「２．サマリー情報(その他)に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

※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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 26,400,000 株 23年3月期 26,400,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 578 株 23年3月期 578 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 26,399,422 株 23年3月期1Q 26,399,701 株



平成24年３月期の個別業績予想(平成23年４月１日～平成24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) 

 
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

  

（参考）個別業績予想

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） 14,030 △1.2 310 △24.9 460 △13.0 230 9.0 8 71

通 期 29,040 1.5 1,430 △8.7 1,620 △5.5 880 9.6 33 33
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  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による供給面の制約を背景にして生産活動は低

下し、それに伴い輸出も大幅に減少しました。家計や企業のマインド悪化により国内の民間需要も弱い動きとなり

ましたが、供給面の制約が和らぐとともに、持ち直しの動きも見られました。 

 広告市況は、震災直後の自粛ムードや、サプライチェーンが被害を受け製品供給が滞ったことによる広告の取り

止めなどにより悪化しましたが、製品供給体制の回復とともに市況の改善傾向がうかがえました。 

  このような状況下、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、80億15百万円（前年同期比6.7％減）

となりました。 

  利益面では、営業利益は３億93百万円（前年同期比38.6％減）、経常利益は５億円（前年同期比32.0％減）、四

半期純利益は２億10百万円（前年同期比31.6％減）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において、震災の影響により「輸送機器」「食品・

飲料」などの業種の出稿が落ち込んだことや、子会社の広告代理業の売上が前年同期を下回ったことから、売上高

は72億76百万円（前年同期比6.7％減）となりました。 

 利益面では、主に減価償却費や退職給付費用が減少したことにより営業費用は減少しましたが、売上高の減少幅

が大きく、営業利益は１億23百万円（前年同期比63.8％減）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３億84百

万円（前年同期比8.4％減）となりました。 

 利益面では、東京の賃貸ビルにおける売上高の減少が響き、営業利益は２億26百万円（前年同期比9.5％減）とな

りました。 

    
〈ゴルフ場〉 

 「ゴルフ場」は、震災の影響により来場者数が減少したことから、売上高が１億41百万円（前年同期比15.7％

減）、営業利益は９百万円（前年同期比68.8％減）となりました。 

   
〈その他〉 

 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２億12百万円（前年同期比6.5％増）、営業利

益は34百万円（前年同期比78.6％増）となりました。 

  
（注） 従来「その他」に含めておりましたゴルフ場事業は、当該事業に関連する保有資産が全セグメントに対して

一定の割合を超えたため、前連結会計年度末より区分表示しております。 

 上記セグメントの業績に記載してい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おります。 

  

１．当四半期決算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)

24年３月期 
第１四半期

8,015 393 500 210

23年３月期 
第１四半期

8,590 641 735 307

増減率（％） △6.7 △38.6 △32.0 △31.6
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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13億28百万円減少し、580億85百万円と

なりました。内訳として、流動資産は14億17百万円増加しました。これは、信託受益権の購入に伴いその他が７億

89百万円増加し、また固定資産の投資有価証券からの振替があったことに伴い有価証券が５億１百万円増加したこ

となどによるものです。固定資産は27億46百万円減少しました。これは、長期預金の流動資産への振替があったこ

とに伴い投資その他の資産のその他が19億91万円減少し、保有株式の時価下落及び流動資産の有価証券への振替に

伴い投資有価証券が５億50百万円減少し、さらに減価償却に伴い有形及び無形固定資産が３億22百万円減少したこ

とによるものです。 

   

 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12億55百万円減少し、144億98百万円と

なりました。内訳として、流動負債は10億72百万円減少しました。これは、流動負債の引当金が２億85百万円、そ

の他が２億46百万円増加した一方で、未払費用が９億71百万円、未払法人税等が６億35百万円減少したことなどに

よるものです。固定負債は１億82百万円減少しました。これは、長期預り保証金が１億26百万円減少し、さらに保

有株式の時価下落に伴い繰延税金負債が55百万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73百万円減少し、435億86百万円とな

りました。これは、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78百万円減少したことなどによるもの

です。 

    

 業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表いたしました平成24年３月期の第２四半期累計期

間の数値を修正しております。なお、平成24年３月期の通期業績予想につきましては修正しておりませ

ん。 

 詳細につきましては、平成23年８月３日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

  

  
  

該当事項はありません。 

  

  
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。 

  

（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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,876 11,226

受取手形及び売掛金 6,850 6,610

有価証券 1,444 1,946

たな卸資産 36 51

繰延税金資産 446 446

その他 537 1,327

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 20,185 21,603

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 24,976 24,994

減価償却累計額 △14,238 △14,397

建物及び構築物（純額） 10,737 10,597

機械装置及び運搬具 24,338 24,321

減価償却累計額 △21,885 △22,069

機械装置及び運搬具（純額） 2,453 2,252

土地 10,512 10,512

建設仮勘定 0 52

その他 1,445 1,446

減価償却累計額 △1,154 △1,160

その他（純額） 291 286

有形固定資産合計 23,996 23,701

無形固定資産 361 333

投資その他の資産

投資有価証券 9,897 9,346

前払年金費用 2,114 2,222

繰延税金資産 230 235

その他 2,824 833

貸倒引当金 △195 △191

投資その他の資産合計 14,870 12,447

固定資産合計 39,228 36,482

資産合計 59,413 58,085
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 174 175

未払費用 2,492 1,521

未払法人税等 857 222

引当金 118 403

その他 1,333 1,580

流動負債合計 4,976 3,903

固定負債

退職給付引当金 676 688

その他の引当金 178 180

資産除去債務 96 96

繰延税金負債 1,154 1,099

長期預り保証金 7,947 7,820

その他 723 708

固定負債合計 10,776 10,594

負債合計 15,753 14,498

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 40,701 40,713

自己株式 △0 △0

株主資本合計 42,675 42,687

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 231 153

その他の包括利益累計額合計 231 153

少数株主持分 753 745

純資産合計 43,660 43,586

負債純資産合計 59,413 58,085
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 8,590 8,015

売上原価 4,849 4,627

売上総利益 3,741 3,387

販売費及び一般管理費 3,099 2,994

営業利益 641 393

営業外収益

受取利息 6 6

受取配当金 74 79

補助金収入 － 29

その他 34 16

営業外収益合計 116 132

営業外費用

支払利息 20 24

固定資産除却損 0 1

その他 0 0

営業外費用合計 21 25

経常利益 735 500

特別利益

会員権売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 0 0

特別損失

投資有価証券評価損 － 56

会員権売却損 － 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 87 56

税金等調整前四半期純利益 648 444

法人税等 330 229

少数株主損益調整前四半期純利益 317 215

少数株主利益 9 4

四半期純利益 307 210
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 317 215

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △660 △78

その他の包括利益合計 △660 △78

四半期包括利益 △342 136

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △352 132

少数株主に係る四半期包括利益 9 4
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    該当事項はありません。 

   

Ⅰ  前第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) 

１．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 

 
(注) １ 従来「その他」に含めておりましたゴルフ場事業は、当該事業に関連する保有資産が全セグメントに対して

一定の割合を超えたため、前連結会計年度末より報告セグメント「ゴルフ場」として区分表示しておりま

す。 

上記セグメント情報は、前第１四半期連結累計期間を、変更後の事業区分によった場合のものです。 

２ 「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、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。 

３ 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。 

４ セグメント利益640百万円は、四半期連結損益計算書の営業利益641百万円と調整を行っています。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

 
(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、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393百万円は、四半期連結損益計算書の営業利益393百万円と調整を行っています。 

  

    該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
(注) １ その他

(注) ２
合計

調整額
(注) ３

四半期連結
損益計算書
計上額

(注) ４放送関連
不動産
賃貸

ゴルフ場 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,802 419 167 8,390 199 8,590 ─ 8,590

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

37 46 1 86 153 239 △239 ─

計 7,840 466 169 8,476 353 8,829 △239 8,590

セグメント利益 339 249 32 621 19 640 0 641

(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

ゴルフ場 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,276 384 141 7,802 212 8,015 ─ 8,015

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

44 46 1 91 165 257 △257 ─

計 7,320 431 142 7,894 378 8,273 △257 8,015

セグメント利益 123 226 9 359 34 393 0 393

（５）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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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。 

  

 

 
  

 

 
  

４．(参考)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 ％

24年３月期第１四半期 7,227 △3.8 328 △38.6 477 △27.8 234 △19.7

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

（２）個別財政状態

総資産 純資産

百万円 百万円

24年３月期第１四半期 49,787 39,796

  23年３月期 51,045 39,827

（３）個別売上高の内訳(累計)

（単位：百万円、％）

 前第１四半期
（平成23年３月期 
 第１四半期）

当第１四半期
（平成24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 645 578 △67 △10.4

  タイム収入 372 338 △34 △9.1

  スポット収入 254 230 △23 △9.3

  その他収入 19 9 △9 △49.6

テレビ収入 6,589 6,370 △219 △3.3

  タイム収入 1,810 1,942 131 7.3

  スポット収入 3,809 3,510 △298 △7.8

   クロスメディア収入 290 288 △2 △0.7

  その他収入 679 629 △50 △7.4

賃貸収入 278 278 △0 △0.3

合計 7,514 7,227 △287 △3.8
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