
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
       

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 島田 昌幸
問合せ先責任者 (役職名) 経理局長 (氏名) 後藤 浩士 (TEL)03-5473-3001

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10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 ：有 ( アナリスト、機関投資家及び報道関係者向け )

(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 55,741 5.0 1,151 △15.1 1,355 △17.1 1,118 57.4
24年３月期第２四半期 53,093 ― 1,357 ― 1,635 ― 710 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 925百万円(△25.9％) 24年３月期第２四半期 1,248百万円( ―％)

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 41.56 ―
24年３月期第２四半期 26.41 ―

（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 84,407 63,071 72.9
24年３月期 88,566 62,734 68.9

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 61,548百万円 24年３月期 61,027百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

25年３月期 ― 12.50

25年３月期(予想) ― 12.50 25.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 114,059 2.3 2,001 △8.5 2,265 △12.5 1,737 25.1 64.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（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、決算短信（添付資料）４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。

（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 28,779,500株 24年３月期 28,779,500株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,872,483株 24年３月期 1,872,393株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 26,907,084株 24年３月期２Ｑ 26,907,182株

※ 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
想の前提となる条件およ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、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。

・当社は、以下の通り投資家向け説明会を開催する予定です。
 平成24年11月８日（木）・・・・・・アナリスト、機関投資家及び報道関係者向け決算説明会
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当第２四半期連結累計期間（平成24年４月～９月）の日本経済は、復興需要等により引き続き底堅

さが見られるものの、世界景気、特に欧州や中国等の不確実性の高まりから景気が下押しされるリス

クが強まっており、更なる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557億４千１百万円、前年同期比5.0％増収、営業

利益は11億５千１百万円、前年同期比15.1％減益となりました。また、経常利益は13億５千５百万

円、前年同期比17.1％減益となりましたが、四半期純利益は子会社株式売却益の影響等から11億１千

８百万円、前年同期比57.4％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。 

  

（地上波放送事業） 

放送収入のうちタイム収入は、ネット部門における単日セールスが伸び悩んだものの、ロンドンオ

リンピックの影響もあり、結果として252億３千９百万円、前年同期比4.1％増収となりました。 

 スポット収入は、東日本大震災の影響を受けた前年度からは大きく回復し、118億８百万円、前年

同期比11.6％増収となりました。タイム・スポットトータルでは370億４千７百万円、前年同期比

6.4％増収となりました。ＢＳ等収入は、７億７千８百万円、前年同期比21.9％増収でした。 

 番組販売収入は、「開運！なんでも鑑定団」「モヤモヤさまぁ～ず２」「ありえへん∞世界」をは

じめとする既存番組の売り上げが順調だったものの、「やりすぎコージー」等、ローカル局への売り

上げが好調だった番組の終了が影響し、21億５千１百万円、前年同期比6.7％減収となりました。 

 ソフトライツ収入のうち、一般番組では、「ウレロ☆未確認少女」「ゴッドタン」等、映画では前

年度に劇場公開された映画「モテキ」のＤＶＤ販売が好調でした。また、アニメ事業では、「ＮＡＲ

ＵＴＯ」「ＢＬＥＡＣＨ」を中心に海外販売は堅調に推移しましたが、前年度にあった大規模な劇場

公開映画が当年度はなかったことなどから、全体としてソフトライツ収入は、51億６千１百万円、前

年同期比0.8％減収となりました。 

 イベント収入は、全体としてイベント数が少なく、また、大規模イベントも開催されなかったこと

から、１億６千４百万円、前年同期比63.4％減収となりました。 

 一方で、営業費用全体では、454億５千９百万円、前年同期比3.8％増加となりました。 

 以上の結果、地上波放送事業の売上高は453億３百万円、前年同期比4.3％増収、営業損失は１億５

千５百万円（前年同期は営業損失３億６千５百万円）となりました。 

  

（放送周辺事業） 

通信販売関連は、前年度に比べテレビ通販番組枠が減少したことに加えて夏物商戦の苦戦が響き、

㈱テレビ東京ダイレクトの売上高は31億８百万円、前年同期比24.3％減収となりました。 

 また、ＣＳ放送関連では、三波共用デジタルテレビ需要が一段落したことなどから加入者数は横ば

いでしたが、アニメ番組「メタルファイト ベイブレード」等のライツ売上が引き続き好調だったた

め、㈱エー・ティー・エックスの売上高は26億４千９百万円、前年同期比15.6％増収となりました。

 音楽出版関連では、印税収入が低調で、㈱テレビ東京ミュージックの売上高は16億９千万円、前年

同期比10.4％減収となりました。 

 以上の結果、上述３社を含む放送周辺事業全体の売上高は159億２千７百万円、前年同期比2.8％減

収、営業利益は11億３千３百万円、前年同期比9.8％減益となりました。 

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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(ＢＳ放送事業) 

 放送収入は、スポット収入が好調でした。番組販売収入は、「ポチたまペットの旅」等のローカル

局への売り上げが堅調でした。 

 一方、費用面では、番組の充実を図るために、４月から「ＮＩＫＫＥＩ×ＢＳ ＬＩＶＥ ７ＰＭ」

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47億３千３百万円、前年同期比29.5％増収、営業利益は７億

１千万円、前年同期比13.0％増益となりました。 

  

(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、テレビ東京で放送中の子供向けバラエティー番組「ピラメキ

ーノ」の公式ＥＣサイト「ピラタウン」の販売や、番組連動アプリ販売によるスマートフォン向け課

金サービスの売り上げも順調に伸びましたが、既存のフィーチャーフォン向け有料会員数の減少等が

影響し、結果として、インターネット・モバイル事業の売上高は８億６千５百万円、前年同期比

15.6％減収、営業利益は８百万円、前年同期比85.0％減益となりました。 

  

（資産） 

流動資産は526億４百万円、前連結会計年度に比して28億３千３百万円の減となっております。こ

れは主に、現金及び預金が28億２千９百万円の減となったことによるものです。 

固定資産は318億３百万円、前連結会計年度に比して13億２千５百万円の減となっております。こ

れは主に、有形固定資産が５億２百万円の減となったこと及び株式の売却、株価の下落等により投資

有価証券が３億７百万円の減となったことによるものです。 

  

（負債） 

流動負債は172億８千９百万円、前連結会計年度に比して38億７千１百万円の減となっておりま

す。これは主に、短期借入金が15億円の減となったこと、未払費用が11億１千３百万円の減となった

ことによるものです。 

固定負債は40億４千５百万円、前連結会計年度に比して６億２千４百万円の減となっております。

これは主に、長期未払金が４億２千２百万円の減となったことによるものです。 

  

（純資産） 

純資産は630億７千１百万円、前連結会計年度に比して３億３千６百万円の増となっております。

これは主に、利益剰余金が８億９千１百万円の増となったこと及びその他有価証券評価差額金が３億

７千３百万円の減となったことによるものです。 

  

業績予想につきましては、平成24年８月１日に公表いたしました平成25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24年11月２日公表の「2013年３月期 第２四半期累計期間の業

績予想と実績の差異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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 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ８百万円増加しております。 

  

  

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

（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）
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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 20,695 17,866

受取手形及び売掛金 20,841 20,686

制作勘定 10,385 10,514

商品 91 133

貯蔵品 19 18

未収還付法人税等 950 1,128

その他 2,529 2,315

貸倒引当金 △75 △58

流動資産合計 55,437 52,604

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,421 7,120

その他（純額） 10,454 10,252

有形固定資産合計 17,876 17,373

無形固定資産   

のれん 621 422

その他 1,006 909

無形固定資産合計 1,628 1,332

投資その他の資産   

投資有価証券 8,424 8,117

その他 5,271 5,054

貸倒引当金 △71 △74

投資その他の資産合計 13,624 13,097

固定資産合計 33,128 31,803

資産合計 88,566 84,407

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,949 2,698

短期借入金 2,600 1,100

未払費用 9,185 8,071

賞与引当金 1,262 1,048

未払法人税等 485 399

その他 4,678 3,972

流動負債合計 21,161 17,289

固定負債   

退職給付引当金 3,264 3,300

役員退職慰労引当金 35 8

資産除去債務 252 123

その他 1,116 613

固定負債合計 4,670 4,045

負債合計 25,831 21,335
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 20,685 20,685

利益剰余金 33,214 34,105

自己株式 △3,126 △3,126

株主資本合計 60,774 61,665

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 322 △50

為替換算調整勘定 △69 △66

その他の包括利益累計額合計 253 △116

少数株主持分 1,707 1,523

純資産合計 62,734 63,071

負債純資産合計 88,566 84,407
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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 53,093 55,741

売上原価 38,170 40,145

売上総利益 14,923 15,595

販売費及び一般管理費   

人件費 3,271 3,298

賞与引当金繰入額 292 364

退職給付費用 170 168

役員退職慰労引当金繰入額 6 7

代理店手数料 6,693 7,437

貸倒引当金繰入額 5 －

賃借料 654 660

減価償却費 239 246

その他 2,233 2,259

販売費及び一般管理費合計 13,565 14,443

営業利益 1,357 1,151

営業外収益   

受取利息 17 16

受取配当金 95 82

為替差益 6 8

持分法による投資利益 55 9

受取賃貸料 22 34

保険解約返戻金 61 36

その他 50 27

営業外収益合計 309 217

営業外費用   

支払利息 19 12

金利スワップ解約損 10 －

その他 1 1

営業外費用合計 31 13

経常利益 1,635 1,355
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（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) 

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 3 1

子会社株式売却益 － 326

ゴルフ会員権売却益 － 0

補助金収入 － 161

その他 － 12

特別利益合計 4 500

特別損失   

固定資産除却損 11 18

投資有価証券評価損 88 －

ゴルフ会員権評価損 13 11

ゴルフ会員権売却損 － 0

減損損失 103 －

特別損失合計 216 30

税金等調整前四半期純利益 1,422 1,826

法人税、住民税及び事業税 359 324

法人税等調整額 189 205

法人税等合計 549 530

少数株主損益調整前四半期純利益 872 1,295

少数株主利益 162 177

四半期純利益 710 1,118
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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 872 1,295

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 377 △373

為替換算調整勘定 △1 3

その他の包括利益合計 375 △370

四半期包括利益 1,248 925

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,086 747

少数株主に係る四半期包括利益 162 177
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（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) 

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利益 1,422 1,826

減価償却費 1,181 1,188

のれん償却額 173 132

減損損失 103 －

子会社株式売却益 － △326

賞与引当金の増減額（△は減少） △398 △214

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 △27

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △8

受取利息及び受取配当金 △113 △99

支払利息 19 12

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 11 18

投資有価証券売却損益（△は益） △3 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 88 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 0

持分法による投資損益（△は益） △55 △9

売上債権の増減額（△は増加） 259 △13

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,305 △169

仕入債務の増減額（△は減少） △80 △189

未払費用の増減額（△は減少） △448 △1,083

前受金の増減額（△は減少） △310 989

長期未払金の増減額（△は減少） 27 △396

その他 △674 △551

小計 △105 1,111

利息及び配当金の受取額 100 88

利息の支払額 △24 △12

法人税等の支払額 △403 △424

営業活動によるキャッシュ・フロー △433 763

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,520 △2,020

定期預金の払戻による収入 500 2,520

有形固定資産の取得による支出 △1,240 △1,899

無形固定資産の取得による支出 △217 △100

投資有価証券の取得による支出 △6 △0

投資有価証券の売却による収入 12 1

関係会社株式の取得による支出 － △267

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 582

貸付けによる支出 △10 △2

貸付金の回収による収入 10 14

その他 0 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,472 △1,158
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

キャッシュ・マネジメント・システムによる預り
金の増減額（△は減少）

－ 95

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,500 △1,500

リース債務の返済による支出 △96 △442

長期借入金の返済による支出 △5,000 －

セール・アンド・リースバックによる収入 － 321

自己株式の処分による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △676 △268

少数株主への配当金の支払額 △137 △140

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,410 △1,935

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,316 △2,329

現金及び現金同等物の期首残高 15,817 8,185

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,500 5,856
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

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△221百万円には、セグメント間取引等消去71百万円、のれん償却額△173百万円、無

形固定資産・制作勘定の調整額△８百万円及び全社費用△111百万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 

（固定資産にかかる重要な減損損失） 

「地上波放送事業」セグメントにおいて、地上波アナログテレビジョン放送を平成23年７月24日を

もって終了したため、これに関連する設備について減損損失を計上しております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては103百万円であります。 

 また、「減損損失」は固定資産の減損損失であり、セグメント利益には含まれておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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

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 38,981 9,750 3,496 865 53,093 ― 53,093

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

4,448 6,639 158 160 11,406 △11,406 ―

計 43,429 16,390 3,654 1,025 64,500 △11,406 53,093

セグメント利益又は損
失（△）

△365 1,256 628 59 1,579 △221 1,357
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Ⅱ  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) 

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△544百万円には、セグメント間取引等消去71百万円、のれん償却額△132百万円、無

形固定資産・制作勘定の調整額７百万円及び全社費用△492百万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。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「地上波放送事業」のセグメ

ント損失が８百万円減少し、「放送周辺事業」のセグメント利益が０百万円増加しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(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 41,514 8,949 4,593 684 55,741 ― 55,741

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

3,789 6,978 139 181 11,088 △11,088 ―

計 45,303 15,927 4,733 865 66,830 △11,088 55,741

セグメント利益又は損
失（△）

△155 1,133 710 8 1,696 △544 1,151

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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