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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 140,887 △2.8 10,299 △12.0 13,354 △22.5 8,135 △11.9

23年3月期第2四半期 144,972 0.5 11,703 42.7 17,223 66.6 9,236 42.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 8,568百万円 （75.5％） 23年3月期第2四半期 4,882百万円 （―％）

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 332.35 ―

23年3月期第2四半期 377.23 ―

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 517,170 431,196 81.7
23年3月期 528,398 427,496 79.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  422,509百万円 23年3月期  418,945百万円

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  ：  有  

配当予想の修正につきましては、本日（平成23年11月4日）公表いたしました「第2四半期累計期間の業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正 
ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 90.00 ― 200.00 290.00

24年3月期 ― 90.00

24年3月期（予想） ― 200.00 290.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正につきましては、本日（平成23年11月4日）公表いたしました「第2四半期累計期間の業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正
ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 300,500 0.9 29,300 △7.5 34,000 △12.2 19,300 △8.3 788.41



(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  
詳細は、添付資料4ページ「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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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あたっての注意事項等につい 
ては、添付資料P.3「1．当四半期決算に関する定性的情報 （2）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
当社は平成23年11月9日(水)に機関投資家・アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算補足説明資料については、開催後当
社ホームページに掲載する予定です。 

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   ：  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2Q 25,364,548 株 23年3月期 25,364,548 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 884,766 株 23年3月期 884,738 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 24,479,799 株 23年3月期2Q 24,484,699 株



（参考）個別業績予想  

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、対前期増減率）

 (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

通期 264,200 2.4 25,000 △7.9 27,300 △16.1  14,800 △10.1 597 60
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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（平成23年4月1日～平成23年9月30日）の我が国経済は、平成23年3月11日に発生した

東日本大震災の影響並びにデフレや急速な円高の進行により、依然として厳しい状況が続いておりますが、企業の

生産活動や個人消費において持ち直しの動きが見られるようになりました。 

こうした経済環境を受け、テレビ広告市況はスポットセールスにおいて持ち直しの動きが見られるものの、全

般に低迷が続いております。 

このような状況の中、当第2四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、主たる事業であるコン

テンツビジネス事業におきましてテレビ広告収入が低調に推移し、前年同四半期に比べ40億8千5百万円

（△2.8％）減収の1,408億8千7百万円となりました。売上原価と販売費及び一般管理費を合わせた営業費用は、テ

レビ広告収入の減少に伴う代理店手数料の減少などにより、前年同四半期に比べ26億8千万円（△2.0％）減少の

1,305億8千7百万円となりました。この結果、営業利益は前年同四半期に比べ14億4百万円（△12.0％）減益の102

億9千9百万円となりました。経常利益につきましては、関連会社の好調な業績によって持分法による投資利益が増

加しましたが、前年同四半期に多額の投資事業組合運用益を計上した反動減などにより、38億6千9百万円

（△22.5％）減益の133億5千4百万円となりました。四半期純利益につきましては、前年同四半期に特別損失とし

て多額の投資有価証券評価損や資産除去債務損失を計上したことの反動もあり、11億円（△11.9％）減益の81億3

千5百万円となりました。 

  

（売上高の概況）  

 コンテンツビジネス事業：テレビ広告収入のうちタイム収入につきましては、レギュラー番組枠での収入の増加

があったものの、前年同四半期に「2010FIFAワールドカップ 南アフリカ大会」などの大型単発番組による収入が

あったことの反動減などにより、前年同四半期に比べ8億3千1百万円（△1.6％）減収の522億5千6百万円となりま

した。スポット収入につきましては、在京キー局間における当社のシェアが大きく伸び、また当第2四半期連結会

計期間（平成23年7月1日～平成23年9月30日）において持ち直しの動きが見られました。しかしながら、東日本大

震災の影響を受けたスポット広告費の地区投下量の減少をカバーするには至らず、前年同四半期に比べ10億9千4百

万円（△2.2％）減収の477億8百万円となりました。このほか、物品販売収入における連結子会社㈱バップのＤＶ

Ｄ/ＢＤ販売の不調などがあり、コンテンツビジネス事業の売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含

め、前年同四半期に比べ42億1千4百万円（△3.0％）減収の1,383億6千6百万円となりました。 

不動産賃貸事業：汐留及び麹町地区のテナント賃貸収入を始めとする不動産賃貸収入につきましては順調に推

移しました。この結果、不動産賃貸事業の売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含め、前年同四半期

に比べ3億1千4百万円（+9.2％）増収の37億3千3百万円となりました。 

  その他の事業：番組関連グッズショップ「日テレ屋」を始めとする店舗運営などからの物品販売収入につきまし

ては、東日本大震災の影響により大幅に落ち込みました。この結果、その他の事業の売上高は、セグメント間の内

部売上高又は振替高を含め、前年同四半期に比べ1億9千4百万円（△11.2％）減収の15億4千8百万円となりまし

た。 

  

1．当四半期決算に関する定性的情報



（2）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績につきましては、当社の視聴率改善傾向を背景に、コンテンツビジネス事業におけるテレビ広告収入

が上向きであること等から、連結、個別ともに前回発表予想の売上高を上方修正しております。一方、費用につき

ましては、下期に大型の単発番組を新たに編成するものの、上期における増益が寄与するものと見込まれることか

ら、営業利益、経常利益および当期純利益すべてにおいて、連結、個別ともに前回発表予想を上方修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成23年11月4日）公表いたしました「第2四半期累計期間の業績予想と実績との

差異および通期業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

①連結業績予想の修正 

 平成24年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

  

②個別業績予想の修正 

 平成24年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

  

※将来に関する記述等についてのご注意 

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。 

  

  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（Ａ）  297,000  27,200  31,500  17,000  694  45

今回修正予想（Ｂ）  300,500  29,300    34,000    19,300    788  41

増減額（Ｂ－Ａ）  3,500  2,100  2,500  2,300 －   

増減率（％）  1.2  7.7  7.9  13.5 －   

前期実績  297,894  31,670  38,702  21,048  859  69

  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（Ａ）  259,500  22,900  24,900  12,600  508  76

今回修正予想（Ｂ）  264,200  25,000    27,300    14,800    597  60

増減額（Ｂ－Ａ）  4,700  2,100  2,400  2,200 －   

増減率（％）  1.8  9.2  9.6  17.5 －   

前期実績  258,058  27,137  32,542  16,467  664 92 



（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。 

  

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

  

2．サマリー情報（その他）に関する事項



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 16,990 15,218

受取手形及び売掛金 75,183 68,562

有価証券 39,172 37,846

たな卸資産 4,177 3,578

番組勘定 7,580 7,346

繰延税金資産 4,836 4,838

その他 9,733 10,540

貸倒引当金 △773 △771

流動資産合計 156,899 147,159

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 46,150 45,058

機械装置及び運搬具（純額） 9,875 8,475

工具、器具及び備品（純額） 1,955 1,922

土地 138,632 138,633

リース資産（純額） 16 12

建設仮勘定 448 751

有形固定資産合計 197,080 194,852

無形固定資産 2,472 2,475

投資その他の資産   

投資有価証券 148,647 149,561

長期貸付金 5,055 4,823

長期預金 8,000 8,000

繰延税金資産 1,898 1,893

その他 8,416 8,475

貸倒引当金 △72 △71

投資その他の資産合計 171,946 172,683

固定資産合計 371,498 370,010

資産合計 528,398 517,170



（単位：百万円）

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 5,230 4,819

短期借入金 740 780

未払金 6,571 1,485

未払費用 43,335 39,321

未払法人税等 10,810 4,686

返品調整引当金 58 48

その他 3,741 3,984

流動負債合計 70,487 55,126

固定負債   

繰延税金負債 2,426 2,857

退職給付引当金 6,481 6,701

役員退職慰労引当金 124 106

長期預り保証金 20,217 20,193

その他 1,163 989

固定負債合計 30,414 30,848

負債合計 100,902 85,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,575 18,575

資本剰余金 17,928 17,928

利益剰余金 398,373 401,661

自己株式 △12,090 △12,090

株主資本合計 422,787 426,074

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,364 △3,009

為替換算調整勘定 △476 △555

その他の包括利益累計額合計 △3,841 △3,565

少数株主持分 8,550 8,686

純資産合計 427,496 431,196

負債純資産合計 528,398 517,170



（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：百万円）

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 144,972 140,887

売上原価 100,702 98,632

売上総利益 44,270 42,254

販売費及び一般管理費 32,566 31,954

営業利益 11,703 10,299

営業外収益   

受取利息 508 606

受取配当金 872 833

持分法による投資利益 1,027 1,418

為替差益 2 18

投資事業組合運用益 2,931 116

その他 264 193

営業外収益合計 5,607 3,186

営業外費用   

支払利息 3 2

投資事業組合運用損 63 118

その他 20 10

営業外費用合計 87 131

経常利益 17,223 13,354

特別利益   

固定資産売却益 0 4

投資有価証券売却益 － 6

貸倒引当金戻入額 42 －

特別利益合計 43 11

特別損失   

固定資産売却損 0 9

固定資産除却損 122 66

投資有価証券評価損 1,175 216

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 279 －

特別損失合計 1,577 292

税金等調整前四半期純利益 15,688 13,072

法人税等 6,340 4,780

少数株主損益調整前四半期純利益 9,348 8,292

少数株主利益 111 156

四半期純利益 9,236 8,135



（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：百万円）

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 9,348 8,292

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,964 481

為替換算調整勘定 △31 △6

持分法適用会社に対する持分相当額 △469 △198

その他の包括利益合計 △4,465 276

四半期包括利益 4,882 8,568

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,770 8,411

少数株主に係る四半期包括利益 112 156



  該当事項はありません。 

  

  

〔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〕 

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） 

（単位：百万円）

(注)1.セグメント間取引消去によるものです。  

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一致しております。 

3.各セグメントの主な事業内容は以下のとおりです。 

   

<製品及びサービスごとの情報> 

（単位：百万円）

  

  

  

（3）継続企業の前提に関する注記

（4）セグメント情報等

  

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) 

コンテンツ
ビジネス事業

不動産
賃貸事業 

その他
の事業 

計  

売上高          

外部顧客への売上高  141,943  1,766 1,262  144,972 －  144,972

セグメント間の内部売上高
又は振替高  636  1,652 480  2,770  (2,770) － 

計  142,580  3,419 1,743  147,742  (2,770)  144,972

セグメント利益  10,794  873 35  11,703 －  11,703

 事業区分  主な事業内容 

 コンテンツビジネス事業 
テレビ広告枠の販売、映像・音楽等のロイヤリティ収入、ＣＤ・ＤＶＤ/ＢＤ・出版物等

の販売、通信販売、映画事業、イベント・美術展事業 

 不動産賃貸事業 不動産の賃貸、ビルマネジメント 

 その他の事業 店舗運営 他 

外部顧客への売上高 
コンテンツ
ビジネス事業 

不動産賃貸事業 その他の事業 合計

  

テレビ広告収入 

  

タイム   53,088 － －  53,088

スポット   48,802 － －  48,802

計   101,891 － －  101,891

その他の広告収入  329 － －  329

コンテンツ販売収入  16,783 － －  16,783

物品販売収入  16,361 －    1,164  17,525

興行収入  4,079 － －  4,079

不動産賃貸収入 －  1,256 －  1,256

その他の収入  2,498  509  97  3,106

合   計  141,943  1,766  1,262  144,972



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） 

（単位：百万円）

(注)1.セグメント間取引消去によるものです。  

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一致しております。 

3.各セグメントの主な事業内容は以下のとおりです。 

   

<製品及びサービスごとの情報> 

（単位：百万円）

  

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

   

  

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) 

コンテンツ
ビジネス事業

不動産
賃貸事業 

その他
の事業 

計  

売上高          

外部顧客への売上高  137,842  2,013 1,030  140,887 －  140,887

セグメント間の内部売上高
又は振替高  523  1,720 517  2,760  (2,760) － 

計  138,366  3,733 1,548  143,647  (2,760)  140,887

セグメント利益又は損失(△)  9,454  899 △54  10,299 －  10,299

 事業区分  主な事業内容 

 コンテンツビジネス事業 
テレビ広告枠の販売、映像・音楽等のロイヤリティ収入、ＣＤ・ＤＶＤ/ＢＤ・出版物等

の販売、通信販売、映画事業、イベント・美術展事業 

 不動産賃貸事業 不動産の賃貸、ビルマネジメント 

 その他の事業 店舗運営 他 

外部顧客への売上高 
コンテンツ
ビジネス事業 

不動産賃貸事業 その他の事業 合計

  

テレビ広告収入 

  

タイム   52,256 － －  52,256

スポット   47,708 － －  47,708

計   99,965 － －  99,965

その他の広告収入  236 － －  236

コンテンツ販売収入  17,134 － －  17,134

物品販売収入  14,469 －    991  15,460

興行収入  4,051 － －  4,051

不動産賃貸収入 －  1,357 －  1,357

その他の収入  1,986  655  39  2,681

合   計  137,842  2,013  1,030  140,887

（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



 平成24年3月期第2四半期の個別業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

  

  

(注)個別経営成績（累計）・個別財政状態の数値につきましては、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

  

4．補足情報

  （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2四半期  124,508 △1.4 8,081 △11.3 9,636  △28.5 5,605 △18.3

23年3月期第2四半期  126,321 △2.3 9,116 3.9 13,483  27.1 6,865 24.0

  （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2四半期 478,424 355,369

23年3月期 489,879 354,130
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