
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有（機関投資家・アナリスト向け） 

  

 

   

 
 
  

 
  

   

 
 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(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25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年10月30日

上 場 会 社 名 朝日放送株式会社 上場取引所 大

コ ー ド 番 号 9405 URL http://asahi.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)脇阪 聰史
問合せ先責任者 (役職名)経理局長 (氏名)角田 正人 TEL 06-6458-5321

四半期報告書提出予定日 平成24年11月９日 配当支払開始予定日 平成24年12月６日

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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 ％

25年３月期第２四半期 38,846 2.4 2,083 107.2 2,147 83.7 1,141 104.0

24年３月期第２四半期 37,930 0.6 1,005 58.1 1,169 58.3 559 144.6

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 874百万円(45.8％) 24年３月期第２四半期 600百万円(―％)

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

25年３月期第２四半期 27 .94 ―
24年３月期第２四半期 13 .70 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 92,997 57,526 58.1

24年３月期 94,621 56,898 56.5

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 54,061百万円  24年３月期 53,465百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 4 .50 ― 4 .50 9 .00

25年３月期 ― 4 .50

25年３月期(予想) ― 4 .50 9 .00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 79,200 1.3 5,700 29.4 5,800 25.1 3,200 457.2 78. 36



  

 

 
(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当

しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変

更・修正再表示」をご覧ください。 

 
  

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。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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３ページ「(3)連結業績予想

に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規―社 (社名)―          、除外―社 (社名)―

（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
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 41,833,000株 24年３月期 41,833,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 996,087株 24年３月期 996,087株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 40,836,913株 24年３月期２Ｑ 40,836,913株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

  

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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。 

（参考）平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 65,100 1.1 4,200 40.4 4,300 39.6 2,700 ― 66 .12
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当第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から、平成24年９月30日まで)の日本経済は、震災の復

興需要等により、ゆるやかな景気回復の兆しが見られたものの、依然として続く円高や欧州での金融危

機など世界経済の減速につながる懸念材料も多く、景気は先行き不透明な状況が続いています。このよ

うな経済環境のなか、当社グループにおきましては、好調な視聴率を背景に売上げを伸ばし、前年同期

の実績を上回りました。 

 当社グループが主力事業を展開する放送事業においては、期間の当初から順調に推移していたテレビ

スポット収入が、期間後半から勢いが弱まったものの、増収増益となりました。ハウジング事業におい

ても増収増益となりました。ゴルフ事業においては、減収となりましたが、利益は改善しました。以上

の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は388億４千６百万円となり、前年

同期に比べて９億１千６百万円（2.4％）の増収となりました。 

 費用面では、売上原価が253億３千９百万円で前年同期に比べて５億４千５百万円（2.1%)減少しまし

た。販売費及び一般管理費については114億２千４百万円となり、３億８千４百万円(3.5%)増加しまし

た。以上の結果、営業利益は20億８千３百万円となり、前年同期に比べて10億７千８百万円

（107.2％）の増益、経常利益は21億４千７百万円で９億７千８百万円（83.7％）の増益となりまし

た。法人税等を差し引いた結果、四半期純利益は11億４千１百万円となり、５億８千１百万円

（104.0％）の増益となりました。 

 セグメントごとの業績は、以下のとおりです。 

  

[放送事業] 

 当第２四半期連結累計期間における放送事業の売上高は339億２千９百万円となり、前年同期に比べ

７億３千５百万円(2.2%)の増収となりました。当社は、当上半期平均視聴率（平成24年４月２日から、

平成24年９月30日）において、全日・ゴールデン・プライム・プライム２が全て首位となる四冠を達成

したこともあり、主力のテレビスポット収入は、前年同期に比べ累計で7.2％の増収となりました。一

方、営業費用は、テレビスポット収入の増収に伴う代理店手数料が増加しましたが、当社発ネット番組

の放送時間数の減少により番組費などが減り、営業費用は0.8％減少しました。この結果、営業利益は

15億７千３百万円となり、９億４千８百万円の増益となりました。 

  

[ハウジング事業] 

 ハウジング事業の売上高は44億９千３百万円となり、前年同期に比べ１億８千３百万円（4.2％）の

増収となりました。主力事業の住宅展示場運営において空区画への新規出展誘致や新しく展示場がオー

プンしたことなどにより増収となりました。売上の増加に伴い営業費用も1.4％増えましたが、営業利

益は５億１千５百万円となり、１億２千６百万（32.4%）の増益となりました。 

  

[ゴルフ事業] 

 ゴルフ事業の売上高は４億２千４百万円となり、前年同期に比べ２百万円（0.5％）の減収となりま

した。名義書換料の減少が主な要因です。営業費用は0.8％減少しましたので、営業損失は５百万円と

なり、３百万円の改善となりました。 

  

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

朝日放送㈱ （9405） 平成25年３月期　第２四半期決算短信

2



  

(資産)      

 当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億２百万円減少して342億９

千７百万円となり、固定資産は11億２千１百万円減少して586億９千９百万円となりました。資産合計

は16億２千４百万円減少して929億９千７百万円となりました。営業債権の回収等により現金及び預金

は増加しましたが、前期に計上したザ・シンフォニーホールに係る減損損失に対応する繰延税金資産を

取り崩したことなどにより流動資産は減少しました。また、ザ・シンフォニーホールの譲渡完了や減価

償却の進行により固定資産も減少したため、資産全体としては減少しました。 

  

(負債) 

 流動負債は17億８千８百万円減少して122億３千４百万円となり、固定負債は４億６千４百万円減少

して232億３千５百万円となりました。負債合計は22億５千３百万円減少して354億７千万円となりまし

た。流動負債が減少した理由は、主に法人税等を納付したことによるもので、固定負債の減少理由は、

主にリース債務の返済を行ったことによるものです。 

  

(純資産) 

 純資産合計は６億２千８百万円増加して575億２千６百万円となりました。四半期純利益11億４千１

百万円を計上する一方、剰余金の配当１億８千３百万円を行いました。また、保有する投資有価証券の

時価が下落したため、その他有価証券評価差額金が減少しました。 

  

当社の主力事業である放送事業は、第１四半期連結会計期間においてはテレビスポット収入が当初の

予想を上回る水準で推移しましたが、当第２四半期連結会計期間では前年同期を下回る状況となったた

め、当社個別の通期業績につきましては、前回発表予想から売上高、営業利益、経常利益および当期純

利益すべてにおいて下方修正いたしました。連結につきましては、個別の減益を連結子会社による増益

が補うものと見込まれることから、前回発表予想の通りとしております。  

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

連結会社の一部は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。これによる影響額は軽微であります。 

（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

２．サマリー情報(注記事項)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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,595 9,190

受取手形及び売掛金 12,439 11,935

有価証券 9,808 10,315

たな卸資産 1,080 744

その他 2,885 2,113

貸倒引当金 △8 △2

流動資産合計 34,800 34,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,658 21,631

土地 10,238 10,252

その他（純額） 8,551 7,483

有形固定資産合計 40,448 39,367

無形固定資産   

のれん 33 16

その他 805 663

無形固定資産合計 838 679

投資その他の資産   

投資有価証券 11,672 11,656

その他 7,113 7,246

貸倒引当金 △251 △251

投資その他の資産合計 18,534 18,652

固定資産合計 59,821 58,699

資産合計 94,621 92,997
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 2,010 2,000

未払金 6,313 5,995

未払法人税等 1,655 287

引当金 120 52

その他 3,924 3,899

流動負債合計 14,023 12,234

固定負債   

退職給付引当金 11,040 11,094

引当金 106 97

その他 12,553 12,044

固定負債合計 23,700 23,235

負債合計 37,723 35,470

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,299 5,299

資本剰余金 3,610 3,610

利益剰余金 44,408 45,365

自己株式 △500 △500

株主資本合計 52,817 53,774

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 648 286

その他の包括利益累計額合計 648 286

少数株主持分 3,432 3,465

純資産合計 56,898 57,526

負債純資産合計 94,621 92,997
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 37,930 38,846

売上原価 25,885 25,339

売上総利益 12,045 13,507

販売費及び一般管理費 11,039 11,424

営業利益 1,005 2,083

営業外収益   

受取利息 13 14

受取配当金 90 87

負ののれん償却額 85 －

その他 74 73

営業外収益合計 264 174

営業外費用   

支払利息 84 72

固定資産処分損 5 23

その他 10 14

営業外費用合計 100 109

経常利益 1,169 2,147

特別損失   

投資有価証券評価損 － 7

特別損失合計 － 7

税金等調整前四半期純利益 1,169 2,140

法人税等 514 904

少数株主損益調整前四半期純利益 654 1,236

少数株主利益 95 95

四半期純利益 559 1,141
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 654 1,236

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54 △361

その他の包括利益合計 △54 △361

四半期包括利益 600 874

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 504 779

少数株主に係る四半期包括利益 95 95
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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23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

 
(注)１ 調整額△217百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。 

  ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

 
(注)１ 調整額△182百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。 

  ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

  

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

(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)放送事業

 ハウジング
  事業

ゴルフ事業 計

売上高

外部顧客への売上高 33,193 4,309 426 37,930 ― 37,930

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

200 10 5 217 △217 ―

計 33,394 4,320 432 38,147 △217 37,930

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

624 389 △8 1,005 ― 1,005

(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)放送事業

 ハウジング
  事業

ゴルフ事業 計

売上高

外部顧客への売上高 33,929 4,493 424 38,846 ― 38,846

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

166 8 7 182 △182 ―

計 34,095 4,501 431 39,029 △182 38,846

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

1,573 515 △5 2,083 ― 2,083

（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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 平成25年３月期第２四半期の個別業績(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

 

 
  

  

 
  

  

 
(注) 四半期財務諸表（個別）の概要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．(参考) 四半期財務諸表 (個別)の概要

(1) 個別経営成績

(％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 ％

25年３月期 第２四半期 31,864 2.7 1,574 190.9 1,735 164.3 1,047 196.7

24年３月期 第２四半期 31,039 △0.6 541 49.1 656 64.6 353 142.0

(2) 個別財政状態

総資産 純資産

百万円 百万円

25年３月期 第２四半期 75,034 50,514

24年３月期 76,757 50,010

(3) 個別売上高の内訳

前第２四半期 
（自 平成23年４月１日
   至 平成23年９月30日)

当第２四半期
（自 平成24年４月１日
   至 平成24年９月30日)

増減 増減率

百万円 百万円 百万円 ％

テレビ放送事業収入

 タイム 6,148 6,191 42 0.7

 スポット 16,072 17,231 1,158 7.2

 番組収入 5,408 5,317 △90 △1.7

  計 27,629 28,740 1,110 4.0

ラジオ放送事業収入

 タイム 740 722 △17 △2.4

 スポット 632 549 △82 △13.1

 番組収入 147 145 △1 △0.8

  計 1,519 1,417 △102 △6.7

その他 1,890 1,706 △184 △9.7

  合 計 31,039 31,864 824 2.7
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