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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 26,435 ― 612 ― 771 ― 254 ―
23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 606百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―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 9.47 ―
23年3月期第1四半期 ― ―

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 82,383 61,216 72.5
23年3月期 86,682 61,420 69.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  59,712百万円 23年3月期  59,878百万円

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  
・当社は平成22年10月１日に株式移転により設立された共同持株会社であるため、23年3月期第2四半期末の配当金は完全子会社である株式会社テレビ東京
における金額であります。 

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 ― 10.00 ― 25.00 35.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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) 52,991 ― 0 ― 181 ― △290 ― △10.78
通期 109,110 1.7 515 △77.4 748 △72.0 48 △98.2 1.78

01571
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(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  ：  無  

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当社は、平成22年10月１日に株式会社テレビ東京、テレビ東京ブロードバンド株式会社及び株式会社ＢＳジャパンにより、認定放送持ち株会社による経営統合
を目的とした共同持株会社として設立されたため、前年同四半期実績および前年同四半期比の記載をしておりません。 
・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条件及び業績予想のご利用にあ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）３ページ「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

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 28,779,500 株 23年3月期 28,779,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,872,318 株 23年3月期 1,872,553 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 26,907,037 株 23年3月期1Q ― 株
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当社は、㈱テレビ東京、テレビ東京ブロードバンド㈱及び㈱ＢＳジャパンにより、認定放送持株会

社による経営統合を目的として、平成22年10月１日付で、共同株式移転の方法による共同持株会社と

して設立されました。 

 当社の当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、当社設立後、 初に提出するものであるた

め、前年同期との対比は行っておりません。 

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月～６月）の日本経済は、東日本大震災をはじめ、為替、

原油価格上昇等、下振れリスクが以前にも増して強まっています。また、デフレ、雇用情勢の悪化に

よる影響も引き続き注視が必要な状況です。 

 このような状況で、当社グループの連結売上高は264億３千５百万円、営業利益は６億１千２百万

円となりました。また、経常利益は７億７千１百万円、四半期純利益は２億５千４百万円となりまし

た。 

セグメントごとの業績は以下の通りです。 

  

(地上波放送事業) 

放送収入のうちタイム収入は、ネット部門、ローカル部門ともに低調でした。また、特番部門で

も、前年度はサッカーＷ杯があったこと、加えて、新規セールスがふるわなかったこともあり、結果

として120億７千５百万円となりました。スポット収入は、東日本大震災の影響による出稿の減少

と、その回復が予想以上に鈍かったこともあり、51億９千７百万円となりました。タイム・スポット

トータルでは172億７千２百万円となりました。ＢＳ等収入は、３億２千万円でした。  

 番組販売収入は、東日本大震災の影響があったものの、「仰天クイズ！珍ルールＳＨＯＷ」、「ち

ょこっとイイコト～岡村ほんこん しあわせプロジェクト」等の４月新番組が順調に売り上げを伸ば

し、11億６千万円となりました。 

 ソフトライツ収入のうち、一般番組では、「マジすか学園」「ゴッドタン」「嬢王３ ～Ｓｐｅｃ

ｉａｌ Ｅｄｉｔｉｏｎ～」等のＤＶＤ販売が好調でした。また、「ピラメキーノ」の各種イベント

での商品販売も好調でした。アニメ事業では、「ＮＡＲＵＴＯ」を中心とした海外販売は好調に推移

しましたが、国内市場の冷え込みなどが影響し、全体としてソフトライツ収入は、27億２千９百万円

となりました。 

 イベント収入は、全体としてイベント数が少なかったこと、加えて大規模イベントがなかったこと

もあり、１億４千１百万円となりました。 

 一方で、営業費用全体では、219億３千６百万円となりました。 

 以上の結果、地上波放送事業の売上高は216億２千４百万円、営業損失は３億１千２百万円となり

ました。 

  

(放送周辺事業) 

通信販売関連は、従来から放送している「ものスタＭＯＶＥ」等が好調で、㈱テレビ東京ダイレク

トの売上高は20億８千７百万円と順調に推移しました。 

  また、ＣＳ放送関連では㈱エー・ティー・エックスの加入者が伸び、６月末時点で14万件を突破し

たほか、アニメ番組「メタルファイト ベイブレード」や「ジュエルペット」等のライツ売上が好調

で売上高は11億３千８百万円となりました。 

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
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音楽出版関連では、子供向けバラエティ番組「ピラメキーノ」の配信収入が計上される等、印税収

入が堅調で㈱テレビ東京ミュージックの売上高は９億８千４百万円となりました。 

 以上の結果、放送周辺事業の売上高は82億５千４百万円、営業利益は７億８千３百万円となりまし

た。 

  

(ＢＳ放送事業) 

 放送収入は、通販番組を含むレギュラー番組をはじめ、タイム収入、スポット収入ともに好調でし

た。番組販売収入は、スピンオフ企画「だいすけ君が行く！！ポチたま新ペットの旅」「鑑定団が３

倍面白くなる！目からウロコの骨董塾」等のローカル局への売上が好調でした。 

 一方、費用面では、番組表の充実を図るために昨年10月から「ＭＡＤＥ ＩＮ ＢＳ ＪＡＰＡＮ」等

のレギュラー番組をスタートさせたことによる番組制作費の増加がありました。 

 以上の結果、ＢＳ放送事業の売上高は17億６千７百万円、営業利益は２億５千４百万円となりまし

た。 

  

(インターネット・モバイル事業) 

 インターネット・モバイル事業では、既存のフィーチャーフォンの会員数の減少傾向が続く中、テ

レビ東京公式携帯サイト「てれともばいる」でドラマ「マジすか学園２」のコンテンツ配信が堅調で

した。また、スヌーピー公式オンラインショップ「おかいものＳＮＯＯＰＹ」では、スヌーピーモバ

イルノートパソコン販売が好調でした。 

 以上の結果、インターネット・モバイル事業の売上高は５億１千８百万円、営業利益は１千３百万

円となりました。 

  

(資産) 

流動資産は512億９千２百万円となっております。主な内訳は、現金及び預金が220億１千５百万

円、受取手形及び売掛金が180億２千４百万円であります。 

固定資産は310億９千万円となっております。主な内訳は、有形固定資産が164億３千４百万円、投

資有価証券が79億１千８百万円であります。  

  

(負債) 

流動負債は165億４千６百万円となっております。主な内訳は、未払費用が78億３百万円、その他

が31億７千５百万円であります。 

固定負債は46億２千万円となっております。主な内訳は、退職給付引当金が32億円であります。 

  

(純資産) 

純資産は612億１千６百万円となっております。 

  

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月期の通期の数値を修正

しております。詳細につきましては平成23年８月３日公表の「2012年３月期 第２四半期累計期間およ

び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

（２）連結財政状態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
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２．四半期連結財務諸表

（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 26,407 22,015

受取手形及び売掛金 18,975 18,024

制作勘定 8,501 8,916

商品 77 78

貯蔵品 13 22

未収還付法人税等 3 912

その他 1,635 1,406

貸倒引当金 △91 △83

流動資産合計 55,523 51,292

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,783 7,670

その他（純額） 8,838 8,764

有形固定資産合計 16,621 16,434

無形固定資産

のれん 1,467 1,380

その他 755 804

無形固定資産合計 2,222 2,185

投資その他の資産

投資有価証券 7,719 7,918

その他 4,725 4,680

貸倒引当金 △130 △128

投資その他の資産合計 12,314 12,470

固定資産合計 31,159 31,090

資産合計 86,682 82,383

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,126 2,596

短期借入金 100 2,600

未払費用 7,970 7,803

賞与引当金 1,269 191

未払法人税等 489 180

その他 2,566 3,175

流動負債合計 15,522 16,546

固定負債

長期借入金 5,000 －

退職給付引当金 3,232 3,200

役員退職慰労引当金 31 25

資産除去債務 394 395

その他 1,082 998

固定負債合計 9,739 4,620

負債合計 25,261 21,166
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 20,686 20,686

利益剰余金 32,767 32,349

自己株式 △3,126 △3,126

株主資本合計 60,327 59,909

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △386 △139

為替換算調整勘定 △61 △58

その他の包括利益累計額合計 △448 △197

少数株主持分 1,542 1,504

純資産合計 61,420 61,216

負債純資産合計 86,682 82,383
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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）

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 26,435

売上原価 19,000

売上総利益 7,434

販売費及び一般管理費

人件費 1,729

賞与引当金繰入額 69

退職給付費用 81

役員退職慰労引当金繰入額 2

代理店手数料 3,286

賃借料 327

減価償却費 119

その他 1,204

販売費及び一般管理費合計 6,821

営業利益 612

営業外収益

受取利息 9

受取配当金 85

為替差益 4

持分法による投資利益 8

受取賃貸料 9

保険解約返戻金 41

その他 23

営業外収益合計 182

営業外費用

支払利息 12

金利スワップ解約損 10

その他 0

営業外費用合計 23

経常利益 771

特別損失

固定資産除却損 5

投資有価証券評価損 57

ゴルフ会員権評価損 11

特別損失合計 75

税金等調整前四半期純利益 695

法人税、住民税及び事業税 149

法人税等調整額 191

法人税等合計 340

少数株主損益調整前四半期純利益 355

少数株主利益 100

四半期純利益 254
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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)

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 355

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 247

為替換算調整勘定 3

その他の包括利益合計 251

四半期包括利益 606

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 506

少数株主に係る四半期包括利益 100
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該当事項はありません。 

  

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．セグメント利益の調整額△126百万円には、セグメント間取引消去40百万円、のれん償却額△86百万円及び無

形固定資産・制作勘定の調整額△12百万円、全社費用△67百万円が含まれております。なお、全社費用は、主

に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用であります。 

２．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。 

  

２．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。 

  

該当事項はありません。 

  

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）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

地上波放送
事業

放送周辺
事業

ＢＳ放送
事業

インターネ
ット・ 
モバイル 
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 19,373 4,944 1,675 442 26,435 ― 26,435

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

2,250 3,309 92 76 5,728 △5,728 ―

計 21,624 8,254 1,767 518 32,163 △5,728 26,435

セグメント利益又は損
失（△）

△312 783 254 13 739 △126 612

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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