
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年2月2日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 上場取引所 東 
コード番号 4676 URL http://www.fujimediahd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 豊田 皓
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財経局長 （氏名） 羽原 毅 TEL （03）3570-8000
四半期報告書提出予定日 平成24年2月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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

24年3月期第3四半期 448,521 0.1 28,634 21.0 29,831 10.2 16,598 22.2
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 24,114百万円 （178.4％） 23年3月期第3四半期 8,661百万円 （―％）

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3四半期 7,087.38 ―
23年3月期第3四半期 5,898.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 744,207 485,882 64.6
23年3月期 723,789 461,631 63.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  481,049百万円 23年3月期  456,883百万円

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 ― 800.00 ― 1,000.00 1,800.00
24年3月期 ― 800.00 ―
24年3月期（予想） 800.00 1,600.00

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   

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 583,500 △1.0 30,300 15.0 32,000 8.6 14,700 47.0 6,276.83



(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）  ：  有  

(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。業績予想の前提となる仮定等については、添付資料５ページ「1.当四半期決算に関する定性的情
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

新規 1社 （社名） 株式会社ビーエスフジ 、 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3Q 2,364,298 株 23年3月期 2,364,298 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 22,352 株 23年3月期 61,202 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 2,341,946 株 23年3月期3Q 2,303,096 株
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当期のわが国の経済は、政府の月例報告によると、東日本大震災の影響により景気は依然として厳しい

状況にある中で、緩やかに持ち直しており、先行きについても持ち直し傾向が続くことが期待される、と

の基調判断を示しています。広告市況においても、第２四半期以降復調傾向が継続し、タイムおよびスポ

ットの売上は、堅調に推移しています。 

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、生活情報事業が増収と

なり、その他のセグメントも回復基調となったことで、前年同期比0.1％増収の4,485億21百万円となりま

した。営業利益は、映像音楽事業が減益になったものの、その他のセグメントがすべて利益を改善し、前

年同期比21.0％増益の286億34百万円となりました。また、経常利益は前年同期比10.2％増益の298億31百

万円、四半期純利益も同22.2％増益の165億98百万円となりました。 

報告セグメントの業績の状況は以下の通りであります。 

  

 
  

㈱フジテレビジョンでは、ローカルタイムは前年同期を上回りましたが、ネットタイムとスポット

は、回復基調にはあるものの前年同期を下回り、放送事業収入全体は減収となりました。放送以外で

は、催物事業が「クーザ」等で増収となりましたが、映画事業、ビデオ事業などが前年同期を下回

り、その他事業収入は減収となりました。一方、費用面ではコストコントロールにより放送事業原価

が前年同期を下回り、その他事業原価や販管費も減少して、売上高の減収をカバーしたことで、営業

利益は増益となりました。 

当期から新規に連結子会社となった㈱ビーエスフジは、４月には震災の影響を受けましたが、その

後スポットが回復し、タイムもレギュラー番組に加えて単発セールスが売上を伸ばして、業績は好調

に推移しました。 

㈱ニッポン放送は、主力の放送収入が前年同期を下回り、全体では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。 

その結果、放送事業全体の売上高は前年同期比1.1％増収の2,677億71百万円、セグメント利益は同

20.5％増益の217億95百万円となりました。 

  

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

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 264,786 267,771 1.1 18,091 21,795 20.5

制作事業 33,824 32,555 △3.8 1,538 1,650 7.3

映像音楽事業 48,131 44,794 △6.9 2,557 2,536 △0.8

生活情報事業 98,467 104,390 6.0 2,071 2,753 33.0

広告事業 31,478 28,625 △9.1 △77 53 ―

その他事業 20,226 20,417 0.9 448 666 48.5

調整額 △48,993 △50,032 ─ △958 △821 ―

合 計 447,922 448,521 0.1 23,671 28,634 21.0

（放送事業）
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放送事業の売上高内訳 

 
  

制作事業は、震災の影響で番組やイベントなどの受注が縮小し、売上高は325億55百万円と前年同期

比3.8％の減収となりましたが、費用削減に努めて減収をカバーし、セグメント利益は16億50百万円と

同7.3％の増益となりました。 

  

㈱ポニーキャニオンの音楽部門は、昨年の「けいおん」のような大量リリースがなく減収となり、

映像部門もアニメ、韓国ドラマが堅調に推移しましたが、昨年に比べヒット作が少なく減収となりま

した。また、ノンパッケージ部門も韓国ドラマの番販が伸びましたが減収となり、全体でも減収とな

りました。費用面では原価率の低い配分金収入の増加等により売上原価が低減したほか、諸費用の削

減に努めましたが、営業利益は減益となりました。㈱フジパシフィック音楽出版は著作権収入が増

え、増収増益となりました。映像音楽事業全体の売上高は447億94百万円と前年同期比6.9％の減収、

セグメント利益は25億36百万円と同0.8％の減益となりました。 

  

㈱ディノスのカタログ通販はリビング系、ファッション系ともに好調で、テレビ通販も「ワンピース

カーナビ」等のヒットにより増収となり、費用面では原価率の改善に努めたことで、営業利益は大幅増

益となりました。㈱セシールの通販事業は、テレビＣＭを中心にした販促活動の効果と節電・省エネ商

品の好調で増収となり、営業利益も増益となりました。また、㈱サンケイリビング新聞社は、第１四半

期に震災の影響を受け、７月以降も回復が遅れ減収となり、原価や人件費の経費削減を図りましたが営

業損失となりました。この結果、生活情報事業の売上高は1,043億90百万円と前年同期比6.0％の増収、

セグメント利益は27億53百万円と同33.0％の増益となりました。 

  

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） （％）

㈱フジテレビジョン

 放送事業収入 210,454 210,131 △0.2

   放送収入 186,687 186,108 △0.3

    ネットタイム 85,679 85,038 △0.7

    ローカルタイム 11,715 12,096 3.3

    スポット 89,292 88,973 △0.4

   その他放送事業収入 23,767 24,022 1.1

    番組販売収入 13,650 13,689 0.3

    その他 10,117 10,332 2.1

 その他事業収入 39,907 38,357 △3.9

小 計 250,361 248,488 △0.7

㈱ビーエスフジ ― 6,896 ―

㈱ニッポン放送 14,435 14,016 △2.9

セグメント内消去 (10) (1,630) ―

合 計 264,786 267,771 1.1

（制作事業）

（映像音楽事業）

（生活情報事業）
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㈱クオラスは、協同広告の取扱い分が増加したことなどによりテレビ広告収入が増収となったほか、

商品販売収入、ＰＲ収入も増収となり、全体で増収となりました。しかし、マス４媒体の原価率が高

く、販管費の削減に努めましたが営業損失となりました。また、協同広告㈱は、昨年９月に実施した支

社支店の閉鎖に伴い減収となりましたが、人件費をはじめ販管費などが減少し営業利益は黒字化しまし

た。この結果、広告事業の売上高は286億25百万円と前年同期比9.1％の減収、セグメント利益は53百万

円で黒字となりました。 

  

㈱フジミックは、システム開発の受注が増え増収増益となりました。㈱扶桑社は、雑誌部門、書籍部

門とも堅調に推移し、ほぼ前年並みの売上となり、費用面では編集費の削減に加え広告売上が伸びたこ

とで原価率が改善され、営業利益は大幅増益となりました。その他事業全体で、売上高は204億17百万

円と前年同期比0.9％の増収、セグメント利益は６億66百万円と同48.5％の増益となりました。  

  

持分法適用会社では、㈱産業経済新聞社は震災の影響と税率変更による税金費用増加のため、減収減益

となりました。また、㈱サンケイビルも分譲マンションの引き渡し件数が減少したことから減収減益とな

りました。その他の会社は堅調に推移しましたが、持分法による投資利益は全体で前年同期比３億76百万

円減の３億54百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計末の総資産は7,442億７百万円となり、前期末比204億17百万円の増加となりま

した。 

流動資産は3,730億99百万円で、前期末比279億89百万円の増加となりました。これは主に、現金及び

預金が118億96百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が146億34百万円、有価証券が188億67百万

円増加したこと等によります。 

固定資産は3,711億７百万円で、前期末比75億72百万円の減少となりました。これは主に、投資有価

証券が67億23百万円増加した一方で、建物及び構築物が47億21百万円、有形固定資産のその他に含まれ

る機械装置及び運搬具が39億82百万円、無形固定資産のその他に含まれるソフトウェアが23億40百万円

減少したこと等によります。 

負債は2,583億24百万円で、前期末比38億33百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が34億35百万円増加した一方で、流動負債のその他に含まれる未払法人税等が72億28百万円、固

定負債のその他に含まれる長期借入金が47億36百万円減少したこと等によります。 

純資産は4,858億82百万円で、前期末比242億50百万円増加しました。これは、配当により利益剰余金

が41億76百万円減少したことや、㈱ビーエスフジ完全子会社化のための株式交換に伴い自己株式処分差

損を54億68百万円計上した一方で、自己株式が98億42百万円減少し、四半期純利益を165億98百万円計

上したこと等によります。 

  

（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３四半期累計期間において、放送事業では㈱フジテレビジョンは第２四半期以降、回復基調にあっ

たスポット収入が好調を持続、タイム収入も堅調に推移し、また、４月から子会社となった㈱ビーエスフ

ジも順調なことから増収となりました。映像音楽事業や広告事業は減収となりましたが、生活情報事業は

震災後のカタログ需要が伸び増収となりました。さらに各セグメントにおいて営業費用の削減が図られた

結果、連結全体では増収増益となりました。 

通期では、第４四半期の景気動向に不透明感があるものの、第３四半期累計期間の好業績を反映して、

売上高、営業利益、経常利益は前回予想値を上回る見込です。但し、当期純利益については、第３四半期

において法人税率改正による税金費用の増加や投資有価証券評価損の計上があったことで前回予想値より

下回る見込です。 

その結果、通期連結業績予想につきましては、売上高5,835億円、営業利益303億円、経常利益320億

円、当期純利益147億円に修正いたします。 

なお、㈱サンケイビル株券等に対する公開買付けに係る当期業績予想への影響は現在精査中であり、上

記業績予想の修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示をいたします。 

平成23年10月31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。 

  

 
  

また、期末配当予想につきましては、当初予想の１株当たり800円で据え置いていますが、「１株当た

り年額1,600円を年間配当金の下限とし、連結ベースの目標配当性向を40％とする」当社の利益配分に関

する基本方針に変更はありません。 

  

持分法適用関連会社であった㈱ビーエスフジは、平成23年４月１日付で株式交換により当社の完全子会

社となったため、同社を連結子会社としました。 

（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） 579,900 28,800 30,900 16,800

今回修正予想（Ｂ） 583,500 30,300 32,000 14,700

増減額  （Ｂ－Ａ） 3,600 1,500 1,100 △2,100

増減率      （％） 0.6 5.2 3.6 △12.5

２．サマリー情報(その他)に関する事項

 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 59,251 47,355

受取手形及び売掛金 113,598 128,232

有価証券 115,469 134,337

たな卸資産 24,141 25,596

その他 33,253 38,129

貸倒引当金 △604 △552

流動資産合計 345,109 373,099

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 101,683 96,962

その他（純額） 48,529 44,968

有形固定資産合計 150,213 141,930

無形固定資産

のれん 4,689 3,225

その他 42,086 39,373

無形固定資産合計 46,775 42,598

投資その他の資産

投資有価証券 155,501 162,225

その他 28,018 26,196

貸倒引当金 △1,828 △1,843

投資その他の資産合計 181,691 186,578

固定資産合計 378,680 371,107

資産合計 723,789 744,207
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 48,724 52,160

返品調整引当金 783 832

役員賞与引当金 304 192

ポイント引当金 888 879

その他 79,155 76,330

流動負債合計 129,856 130,395

固定負債

社債 60,014 60,006

退職給付引当金 40,717 42,586

役員退職慰労引当金 1,997 1,720

利息返還損失引当金 140 140

その他 29,431 23,474

固定負債合計 132,301 127,929

負債合計 262,158 258,324

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 162,548 169,516

自己株式 △15,505 △5,662

株主資本合計 466,908 483,718

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6,255 902

繰延ヘッジ損益 △6 △43

土地再評価差額金 333 1,077

為替換算調整勘定 △4,096 △4,606

その他の包括利益累計額合計 △10,024 △2,669

少数株主持分 4,748 4,833

純資産合計 461,631 485,882

負債純資産合計 723,789 744,207
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 447,922 448,521

売上原価 293,809 289,013

売上総利益 154,112 159,507

販売費及び一般管理費 130,441 130,873

営業利益 23,671 28,634

営業外収益

受取配当金 2,696 1,857

持分法による投資利益 731 354

その他 2,049 1,726

営業外収益合計 5,476 3,938

営業外費用

支払利息 878 651

投資事業組合運用損 561 1,614

賃貸費用 386 331

その他 256 144

営業外費用合計 2,082 2,742

経常利益 27,065 29,831

特別利益

負ののれん発生益 109 232

段階取得に係る差益 － 163

その他 104 27

特別利益合計 213 423

特別損失

投資有価証券評価損 1,277 1,676

その他 1,822 516

特別損失合計 3,099 2,193

税金等調整前四半期純利益 24,180 28,060

法人税、住民税及び事業税 10,829 9,957

法人税等調整額 △445 1,353

法人税等合計 10,383 11,310

少数株主損益調整前四半期純利益 13,796 16,750

少数株主利益 212 152

四半期純利益 13,584 16,598
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 13,796 16,750

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,907 7,142

繰延ヘッジ損益 △275 △37

為替換算調整勘定 △1,095 △510

持分法適用会社に対する持分相当額 143 769

その他の包括利益合計 △5,134 7,363

四半期包括利益 8,661 24,114

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,477 23,953

少数株主に係る四半期包括利益 183 160
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該当事項はありません。  

  

（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。 

  

「制作事業」セグメントにおいて、連結子会社である㈱バスクの株式を追加取得いたしました。

当該事象により、当第３四半期連結累計期間において負ののれん発生益109百万円を計上しており

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△821百万円には、セグメント間取引消去2,204百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△3,025百万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

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

Ⅰ．前第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）

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

 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

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

（重要な負ののれん発生益）

Ⅱ．当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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

 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
252,118 12,663 43,905 103,857 26,520 439,064 9,456 448,521 ― 448,521

セグメント間の内部

売上高又は振替高
15,653 19,891 888 533 2,105 39,071 10,960 50,032 △50,032 ―

計 267,771 32,555 44,794 104,390 28,625 478,136 20,417 498,553 △50,032 448,521

セグメント利益 21,795 1,650 2,536 2,753 53 28,789 666 29,455 △821 28,634

㈱フジ・メディア・ホールディングス(4676)　平成24年３月期第３四半期決算短信

10



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。 

  

「放送事業」セグメントにおいて、持分法適用関連会社であった㈱ビーエスフジを株式交換によ

り完全子会社化し、連結子会社としました。当該事象により、当第３四半期連結累計期間において

負ののれん発生益232百万円を計上しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は平成23年４月１日付で持分法適用関連会社であった㈱ビーエスフジを株式交換により完全子会

社化しましたが、この際、当社が保有する自己株式のうち38,850株を交付しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間において、自己株式が9,842百万円減少し、利益剰余金が5,468

百万円減少しております。 

  

当社及び当社の完全子会社である㈱フジ・メディア・サービスは、平成24年１月19日開催の各社取締

役会において、㈱フジ・メディア・サービスが当社の持分法適用関連会社である㈱サンケイビルの普通

株式及び新株予約権の全てを取得することを目的として公開買付けを実施のうえ、基準株式数以上の応

募があることを条件に、同社を完全子会社にする取引を実施することを決議いたしました。 

(1)被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称：㈱サンケイビル 

事業の内容   ：不動産の賃貸事業、不動産の取引事業他  

(2)企業結合を行う主な理由 

当社グループと㈱サンケイビルとがブランド価値の向上を図りながら一体となって事業を行うこと

で、同社が有する土地、建物及びそれらの運営ノウハウ等及び顧客ネットワークと、当社グループが

有する資産・顧客ネットワーク等を融合させ、同社の潜在的な収益力を顕在化させるため。 

(3)企業結合日 

平成24年３月８日（予定）（公開買付け期間：平成24年１月20日から平成24年３月１日まで） 

(4)企業結合の法的形式 

株式の取得 

(5)結合後企業の名称 

㈱サンケイビル 

(6)買付予定の株券等の数 

44,364,301株 

本公開買付においては買付予定数の下限・上限ともに設定しておりませんので、応募株券等の全部

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

（重要な負ののれん発生益）

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

前第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）

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）

（６）重要な後発事象

㈱サンケイビル株式等に対する公開買付けの開始について
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の買付けを行います。また、㈱サンケイビルの発行済普通株式数の全てを取得できなかった場合で

あって、かつ基準株式数（買付予定数の３分の２に相当する29,576,201株）以上の応募がなされた場

合には、非公開化手続きにより同社を当社グループの完全子会社とすることを予定しております。 

(7)公開買付け価格 

普通株式 ：１株につき金740円 

新株予約権：１個につき金101,000円 

  

以上
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