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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 4,320 0.5 62 ― △19 ― 208 ―
23年3月期第2四半期 4,298 △11.0 △277 ― △327 ― △229 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 204百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △227百万円 （―％）

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2四半期 3,113.62 ―
23年3月期第2四半期 △3,421.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 19,289 8,910 46.2
23年3月期 19,849 8,853 44.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,910百万円 23年3月期  8,853百万円

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 ― 0.00 ― 2,200.00 2,200.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 2,200.00 2,200.00

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） 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年10月１日付で連結子会社である株式会社スターキャット・エンタープライズを吸収合併したことに
伴い、当社に連結子会社は存在しなくなるため、平成23年７月14日に公表した通期連結業績予想を通期個別業績予想に代えております。 
詳細は、【添付資料】Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



(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 

（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」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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23年10月１日付で連結子会社である株式会社スターキャット・エンタープライズを吸収合併したことに伴い、当社に連結子会社は存在しなくなる
ため、当第３四半期から個別業績予想のみの開示となります。 
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、
【添付資料】Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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2Q 67,014 株 23年3月期 67,014 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 67,014 株 23年3月期2Q 67,014 株



（％表示は、対前期増減率）

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 9,461 4.7 599 － 445 － 532 － 7,947.73
平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年10月１日付で連結子会社である株式会社スターキャット・エンタープライズを吸収合併したこと

に伴い、当社に連結子会社は存在しなくなるため、平成23年７月14日に公表した通期連結業績予想を通期個別業績予想に代えております。　

詳細は、【添付資料】Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

当期純利益

（参考）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）

営業利益売上高 経常利益
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社が属する放送事業分野においては、「地上デジタル放送への完全移行」が７月に完了し、本年10月及び来年

３月には新たに「ＢＳデジタル放送」や、来年４月には「マルチメディア放送」が開始されるなど、事業環境は大

きく変化しております。 

 また、競合環境においては、「テレビ・インターネット・固定電話」サービスをパッケージ商品とした「トリプ

ルサービス」領域における顧客争奪戦が激化しております。 

このような環境のもと、数ヵ年計画で実施してきました「ネットワークインフラの高度化工事」が完了し、営

業エリア内全域において「トリプルサービス」の提供が可能になりました。 

 加入者の獲得状況においては、「インターネット」「固定電話」は堅調に増加しておりますが、「テレビ」に関

しては、７月より「ブルーレイ録画機能」を内蔵した新サービスの開始やサポート体制の強化などにて解約防止に

務めましたが、前期末と比較し純減となりました。 

販売費及び一般管理費においては、前連結会計年度から取り組んでいる業務の合理化などにより、前年同四半

期比約 ％のコスト削減が実現しております。 

 この結果、ネットワーク事業による売上高は 千円、営業利益は 千円となりました。 

 映画興行事業においては、上映スクリーンを増設し良質な作品選定に努めましたが、売上高は 千円、営

業損失は 千円となりました。 

 なお、映画興行事業は、これまで子会社にて運営しておりましたが、本年10月１日にて吸収合併し、意思決定の

迅速化と経営資源の集中を実行し、効率的な組織運営を図ってまいります。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 千円（前年同四半期比 ％

増）、営業利益 千円（前年同四半期は営業損失 千円）、経常損失 千円（前年同四半期は経常

損失 千円）、四半期純利益 千円（前年同四半期は四半期純損失 千円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千

円となりました。これは主に、現金及び預金、売掛金の減少とリース資産の増加によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。これは主に、社債の

償還、設備未払金の減少と長期借入金、長期リース債務の増加によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ ポイント増加し、 ％となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報  

 現時点において、平成23年10月28日において発表いたしました業績予想から変更はありません。 

 平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年10月１日付で連結子会社である株式会社スターキャッ

ト・エンタープライズを吸収合併したことに伴い、当社に連結子会社は存在しなくなるため、平成23年７月14日に

公表した通期連結業績予想を通期個別業績予想に代えております。  

 なお、業績予想の修正が必要になった場合は、速やかに公表いたします。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

10.9

4,114,251 247,414

208,082

21,056

4,320,433 0.5

62,187 277,975 19,009

327,782 208,655 229,305

560,699 19,289,260

618,171 10,378,576

57,471 8,910,683

1.6 46.2
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会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（販売手数料の計上方法の変更） 

 当社における、販売手数料の費用認識については、従来、工事完了時において全て一括費用計上としておりまし

たが、加入契約に直接関連して発生するものであり、契約以降将来の収益獲得に貢献し、かつ、月額利用料収入に

よりその回収が見込まれるため、第１四半期連結会計期間より個別に識別可能なものを資産として認識、利用者の

過去の実績に基づく平均加入期間にて按分計上し、将来の収益と期間対応させる処理に変更しました。当該会計方

針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財

務諸表となっております。  

 この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失はそれぞれ 千円減少しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映

されたことにより、利益剰余金の前期首残高は 千円増加しております。  

  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社が保有する構築物に含まれる伝送路設備の耐用年数は、従来、主として法人税法に規定する方法と同一の基

準により10年又は13年を採用しておりましたが、大型設備投資の実施を契機に、第１四半期連結会計期間におい

て、使用可能予測期間を見直しいたしました。その結果、従来採用していた耐用年数と実績に基づく使用可能予測

期間との乖離が明らかになったため、第１四半期連結会計期間より実績に基づく使用可能予測期間による耐用年数

である22年を採用することとしました。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は 千円増加し、営業利益は

千円増加、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ 千円減少しております。 

  

  

追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

121,591

278,849

238,677

239,317 239,317
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,254,636 1,246,029

受取手形及び売掛金 1,435,857 1,051,669

番組勘定 1,349 1,268

商品 1,082 1,029

その他 567,368 775,690

貸倒引当金 △16,265 △15,120

流動資産合計 4,244,029 3,060,567

固定資産   

有形固定資産   

構築物（純額） 9,365,313 9,622,783

リース資産（純額） 2,764,648 3,086,923

その他（純額） 2,177,948 2,039,879

有形固定資産合計 14,307,910 14,749,585

無形固定資産 108,695 88,893

投資その他の資産 1,189,324 1,390,213

固定資産合計 15,605,930 16,228,692

資産合計 19,849,960 19,289,260
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 728,042 561,833

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 13,998 11,811

引当金 42,175 56,891

その他 2,692,961 1,762,587

流動負債合計 3,527,178 2,443,123

固定負債   

社債 1,800,000 1,750,000

長期借入金 2,653,600 2,894,400

リース債務 2,555,896 2,861,792

引当金 60,661 61,922

その他 399,412 367,337

固定負債合計 7,469,569 7,935,452

負債合計 10,996,747 10,378,576

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,685,005 2,685,005

資本剰余金 2,339,683 2,339,683

利益剰余金 3,824,673 3,885,898

株主資本合計 8,849,361 8,910,586

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,850 97

その他の包括利益累計額合計 3,850 97

純資産合計 8,853,212 8,910,683

負債純資産合計 19,849,960 19,289,260
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,298,618 4,320,433

売上原価 3,194,930 3,027,430

売上総利益 1,103,687 1,293,003

販売費及び一般管理費 1,381,663 1,230,815

営業利益又は営業損失（△） △277,975 62,187

営業外収益   

受取利息 421 202

受取配当金 861 1,405

その他 5,968 4,204

営業外収益合計 7,252 5,811

営業外費用   

支払利息 33,247 80,670

社債発行費 19,324 －

その他 4,487 6,338

営業外費用合計 57,059 87,008

経常損失（△） △327,782 △19,009

特別利益   

貸倒引当金戻入額 892 －

特別利益合計 892 －

特別損失   

固定資産除却損 550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,280 －

特別損失合計 12,831 －

税金等調整前四半期純損失（△） △339,721 △19,009

法人税、住民税及び事業税 3,832 2,896

法人税等調整額 △114,249 △230,561

法人税等合計 △110,416 △227,665

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△229,305 208,655

四半期純利益又は四半期純損失（△） △229,305 208,655
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△229,305 208,655

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,517 △3,753

その他の包括利益合計 1,517 △3,753

四半期包括利益 △227,788 204,902

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △227,788 204,902

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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損失（△） △339,721 △19,009

減価償却費 873,256 850,605

賞与引当金の増減額（△は減少） 640 14,716

受取利息及び受取配当金 △1,283 △1,607

支払利息 33,247 80,670

社債発行費 19,324 －

固定資産除却損 550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,280 －

売上債権の増減額（△は増加） 933,857 384,188

仕入債務の増減額（△は減少） △80,321 △166,209

未払金の増減額（△は減少） △23,839 △22,214

未払費用の増減額（△は減少） 31,582 40,944

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,227 94,244

前受金の増減額（△は減少） 45,908 7,501

長期前払費用の増減額（△は増加） △121,591 △274,488

その他 △16,622 △92,502

小計 1,364,040 896,840

利息及び配当金の受取額 1,283 1,607

利息の支払額 △33,010 △85,436

法人税等の支払額 △172,532 △6,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,159,781 806,848

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,294,802 △1,252,162

無形固定資産の取得による支出 △43,851 △807

投資有価証券の取得による支出 △61 △62

長期前払費用の取得による支出 △6,374 △1,993

差入保証金の差入による支出 △38,811 △21,546

差入保証金の回収による収入 141 389

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,383,759 △1,276,183

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 2,200,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △494,024 △193,100

リース債務の返済による支出 △99,136 △198,751

社債の発行による収入 780,675 －

社債の償還による支出 － △500,000

配当金の支払額 △147,129 △147,420

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,240,385 △539,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,016,407 △1,008,607

現金及び現金同等物の期首残高 1,437,042 2,254,636

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,453,449 1,246,029
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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