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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 32,448 △1.0 2,190 1.3 2,404 0.8 1,334 △3.5

24年3月期 32,782 1.0 2,161 14.3 2,384 17.4 1,382 47.3

（注）包括利益 25年3月期 2,603百万円 （62.6％） 24年3月期 1,600百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 50.54 ― 2.9 3.9 6.8
24年3月期 52.38 ― 3.2 4.0 6.6

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 62,816 47,184 73.9 1,758.57
24年3月期 59,898 44,918 73.7 1,672.76

（参考） 自己資本   25年3月期  46,424百万円 24年3月期  44,159百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 3,246 528 △862 14,284
24年3月期 2,157 △982 △905 11,371

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50 329 23.9 0.8
25年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50 329 24.7 0.7

26年3月期(予想) ― 5.00 ― 7.50 12.50 33.0

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 16,380 1.1 270 △67.0 390 △59.2 190 △61.0 7.20
通期 32,990 1.7 1,510 △31.1 1,800 △25.1 1,000 △25.0 37.88



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当連結会計年度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P.24「４．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 26,400,000 株 24年3月期 26,400,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期 858 株 24年3月期 674 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 26,399,219 株 24年3月期 26,399,369 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 29,136 △0.4 1,971 3.7 2,193 2.3 1,224 △8.1

24年3月期 29,242 2.3 1,901 21.3 2,144 25.0 1,331 65.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 46.37 ―

24年3月期 50.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 54,617 43,168 79.0 1,635.22
24年3月期 51,628 41,035 79.5 1,554.42

（参考） 自己資本 25年3月期  43,168百万円 24年3月期  41,035百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

平成26年３月期の個別業績予想における売上高の対前期、対前年同四半期増減率のマイナスは、平成25年４月１日付で当社のラジオ事業を当社の完全子会
社である株式会社ＣＢＣラジオに吸収分割により承継させたことによるものです。 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表に対する監査手
続きが実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、「1. 経
営成績・財政状態に関する分析」内の「(1)経営成績に関する分析【次期の見通し】」（５ページ）及び「(4)事業等のリスク」（９ページ～10ページ）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

第2四半期(累計) 13,680 △6.0 140 △79.7 280 △67.0 150 △65.5 5.68
通期 27,740 △4.8 1,280 △35.1 1,560 △28.9 890 △27.3 33.71
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【当期の経営成績】 

 
当連結会計年度におけるわが国経済は、国内需要が堅調に推移し緩やかに持ち直しつつあった状

態から、海外経済の減速が強まるにつれ輸出や生産の減少により弱めで推移しましたが、政権交代

後は円安基調への転換や株価の回復など、先行きに明るい兆しも見受けられるようになりました。 

 テレビ広告市況は、個人消費の底堅さを背景とした期間前半の改善傾向から一転し夏場以降は企

業の業況感の慎重化により停滞しましたが、新政権の経済対策への期待感などから一部に持ち直し

の動きもありました。 

 このような事業環境のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は、324億48百万円（前期比

1.0％減）となりました。 

 利益面では、営業利益は21億90百万円（前期比1.3％増）、経常利益は24億４百万円（前期比

0.8％増）、当期純利益は13億34百万円（前期比3.5％減）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 (注）売上高については、セグメント間の取引を相殺消去しております。 

  

〈放送関連〉 

 「放送関連」の売上高は、クロスメディア収入が増加した一方で、テレビスポット収入やイベン

ト収入が減少したほか、子会社の広告代理業が減収となったことなどにより、297億35百万円（前期

比0.7％減）となりました。 

 利益面では、テレビ番組費やイベント原価、減価償却費などが減少したことにより、売上高の減

少幅より費用の減少幅が大きくなったことから、営業利益は12億15百万円（前期比5.0％増）となり

ました。 

  

▽ラジオ 

 営業面では、タイム収入は、スポンサーニーズに即した新番組の企画提案や、セ・リーグ三連覇

を目指す中日ドラゴンズを徹底応援する『ＣＢＣドラゴンズナイター』に重点をおいたセールスを

進めましたが、レギュラー番組提供を見合わせるスポンサーがみられ、前期に比べ減収となりまし

た。一方、スポット収入は、初めて２会場で展開した７月のイベント『ＣＢＣラジオまつり』（過

去 高15万5,000人を動員）の協賛企画が好調だったことと、３月には新たな健康イベント『ウォー

ク＆ジョグフェスタ』（約7,000人を動員）を開催し新規出稿にも結びついたことにより、前期に比

べ増収となりました。ラジオの収入全体としては、７年ぶりに前期を上回りました。 

 編成・制作面では、「トークの力、パーソナリティの力」を重視した改編を行い、新ワイド番組

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

平成25年３月期 32,448 2,190 2,404 1,334

平成24年３月期 32,782 2,161 2,384 1,382

増減率(%） △1.0 1.3 0.8 △3.5

放送関連 不動産賃貸 ゴルフ場 その他

売上高
(百万円)

営業利益 
(百万円)

売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

売上高
(百万円)

営業利益 
(百万円)

売上高 
(百万円)

営業利益
(百万円)

平成25年３月期 29,735 1,215 1,413 862 534 18 764 93

平成24年３月期 29,936 1,157 1,513 890 536 11 796 104

増減率(％) △0.7 5.0 △6.6 △3.2 △0.5 64.5 △4.0 △10.1

－ 2 －
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として『北野誠のズバリ』（月～金曜 13:00～16:00放送）、『ザ・土曜天国』（土曜 12:30～

16:45放送）、『新栄トークジャンボリー 小堀勝啓のお気楽パラダイス』（日曜 9:00～15:00放

送）をスタートさせたほか、深夜帯に自社制作ベルト番組を復活、『０時のつぶやき』（月～土曜 

24:00～25:00放送）をスタートさせました。また、放送開始20年目を迎えた『つボイノリオの聞け

ば聞くほど』（月～金曜 9:00～11:40放送）は同時間帯聴取率１位を堅持するなど、これまでのワ

イド番組の安定した高聴取率と改編とがあいまって、６月と12月の中京圏ラジオ個人聴取率調査で

は、いずれも総合１位を獲得しました。 

 このほか、成年後見活動を行う名古屋のＮＰＯ法人に１年間密着取材し、身寄りのない高齢者を

取り巻く問題点に切り込んだラジオ特集『隙間～おひとりさまを支える現場から』（５月）が、第

８回日本放送文化大賞ラジオ部門で準グランプリに輝き、制作力が高く評価されました。 

  

▽テレビ 

 テレビは、新番組や特別番組を数多く手がけ、セールスにも力を入れました。 

 営業面において、タイム収入では、全国向け番組『アシタスイッチ～MY TIME TO SHINE～』の収

入などによって、前期を上回りました。一方、スポット収入は、収入に占める割合の大きい食品・

飲料、化粧品・洗剤、薬品などの業種の出稿が落ち込み、前期を下回りました。 

 編成・制作面においては、地域に密着した報道・情報ワイド番組の充実に力を入れました。平日

夕方の『イッポウ』の平均視聴率は第１部(月～金曜 16:50～17:45放送)で上期7.6%、下期8.8%。

第３部(月～金曜 18:15～19:00放送)で上期8.9%、下期10.1%を獲得。なかでも第３部の下期視聴率

は番組 高を記録し、視聴者からの信頼を確固たるものとしました。土曜午前の生ワイド番組『な

るほどプレゼンター！花咲かタイムズ』(土曜 9:25～11:45放送)も平均視聴率が下期は9.8%と番組

高を記録し、５年連続で同時間帯１位になりました。また、南海トラフ巨大地震に立ち向かう術

を探った『イッポウスペシャル 巨大地震～生き抜くための５つの鉄則～』(３月)を放送しました。

 全国向けのレギュラー番組は、『健康カプセル！ゲンキの時間』(日曜 7:00～7:30放送)と『ア

シタスイッチ～MY TIME TO SHINE～』(日曜 23:30～24:00放送)を４月からスタートさせました。

このうち『健康カプセル！ゲンキの時間』は、「ニッポンの皆様に健康生活を！」をキャッチフレ

ーズに、すぐに役立つ健康情報を紹介し、支持をいただいています。 

 単発番組では、文化祭で宝塚歌劇団の演目を上演している名古屋の男子校をドラマ化した『ハイ

スクール歌劇団☆男組』(10月)、意外と知らない日本の「常識力」を試す間違い探し旅バラエティ

『常識がないと自腹です 京都はんなりツアー』(１月)、俳優堤真一が大自然の国ネパールを旅する

『地球大紀行スペシャル 堤真一ヒマラヤ巡礼～山で神さまに逢いたくて～』(１月)をそれぞれ全国

放送しました。また、12月で放送開始50周年を迎えた『キユーピー３分クッキング』は記念企画と

して視聴者の記憶に残る「思い出のレシピ」を募集したほか、講師が若い女性向けに家庭料理のコ

ツを教える『キユーピー３分クッキング50周年スペシャル 家庭料理のお悩み解決！おいしいコツが

わかるんです！！』(２月)を放送しました。 

 番組の受賞も相次ぎ、ＣＢＣ開局60周年スペシャルドラマ『初秋』(平成23年10月)が第48回ヒュ

ーゴ・テレビ賞長編テレビ映画部門銀賞、第52回モンテカルロ・テレビジョン・フェスティバル

優秀監督賞、第46回アメリカ国際フィルム・ビデオ祭テレビドラマ部門ゴールドカメラ賞を受賞し

たほか、第40回国際エミー賞テレビ映画部門にノミネートされるなど、高い評価を得ました。この

ほかにもＣＢＣ・ＭＢＳ開局60周年記念『チンパンジーが教えてくれる希望の秘密』(平成24年１

月)が第53回科学技術映像祭科学技術教養部門で部門優秀賞を受賞しました。 

 スポーツ番組では、中日ドラゴンズの試合をレギュラーシーズン28試合、クライマックスシリー

ズ１試合生中継したほか、伝統の『第53回中日クラウンズ』(４月)を４日間にわたって放送しまし

た。また、三重県出身の女子レスリング金メダリスト吉田沙保里選手に密着取材した『宿命～吉田

沙保里 世界13連覇への軌跡』(12月)を放送し、系列の16局にも販売しました。さらに、デジタル

放送の特徴の一つであるデータ放送を活用して、『ドラゴンズ中継』と『サンデードラゴンズ』を

視聴すると共通のポイントがたまり、プレゼントに応募できる連動データ放送を実施しました。 

 一方、映画や番組への出資などに加え、海外への番組販売などを積極的に行いました。映画出資
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では、『SPEC～天～』『今日、恋をはじめます』などの話題作に積極的に出資する一方、製作委員

会で初の幹事を務めた『さよならドビュッシー』を全国100以上の劇場で公開しました。地元出身の

中山七里が書いた小説の映画化で、愛知県内各地でロケを実施し、地元企業と協力して名古屋から

全国に向けてキャンペーンを展開しました。また、ドラマ『ハイスクール歌劇団☆男組』の全国放

送に先駆け、ノベライズ本の出版と東京での舞台公演を行いました。ドラマと本、舞台を連動させ

ることで、コンテンツを多面的に展開し、ファン層の拡大に成功しました。 

 昨年から始めた番組の海外ビジネスもさらに展開を進めました。アニメ『琴浦さん』は北米・ア

ジアへの番組販売が成立しました。また、ドキュメンタリー『Gourmet Rescue』を総務省国際共同

製作プロジェクトでマレーシアの制作会社と共同製作し、３月にマレーシア国営放送で放送されま

した。さらに、ドキュメンタリーの国際共同製作を提案する『東京テレビフォーラム2012』に初め

て参加し、三重県の真珠貝を題材にした番組企画が優秀賞を獲得しました。その後、世界各国での

放送に向けバイヤーと商談を進めました。 

 また、イベントでは、『NAGOYA  KID'S  COLLECTION』『MEIEKIいいね！』『SAKAE  RUNWAY』

『ViVi Night in NAGOYA 2013』を展開しました。これらは『第２回 NAGOYA COLLECTION』(２

月)へつなげる一連のファッション系イベントで、いずれも初回から多くの観客の支持を集め、

『NAGOYA COLLECTION』は約6,000人もの観客動員に結びつきました。 

 新たな取り組みは、急速に普及するスマートフォンを活用した課金ビジネス、ＳＮＳサービス、

動画配信サービスにも及びました。各番組のＳＮＳ機能を更に充実させる一方、『YouTube ＣＢＣ

公式チャンネル』を開設し、放送では紹介されないオリジナル動画を配信して視聴者・聴取者向け

サービスを拡充させました。 

  

▽イベントなど 

 イベントでは、『第53回中日クラウンズ』(４月)で、前回プレーオフで敗れたＩ・Ｊ・ジャン選

手が、韓国勢初となる優勝を果たしました。大会は４日間で37,432人のギャラリーを集め、昨年の

男子ゴルフ国内トーナメント全25試合で５年連続第１位の観客動員を記録するなど大いに賑わいま

した。 

 『第35回名古屋国際音楽祭』は日本を代表するテノール、錦織健プロデュースによる歌劇『セビ

リアの理髪師』(４月)で開幕し、６月の『スウェーデン放送合唱団』まで世界のトップ・アーティ

ストによる７公演を開催しました。中でも、豪華な舞台が観客を圧倒したウィーン国立バレエ団に

よる『こうもり』(５月)や、アリス＝紗良・オット（ピアノ）をソリストとして迎えた『フランク

フルト放送交響楽団』(６月)、ベルリン・フィルのコンサートマスター、樫本大進(ヴァイオリン)

が参加して注目された『ロシア・ナショナル管弦楽団』(６月)が、万来の聴衆から大喝采を浴びま

した。 

 ロック・ポピュラーでは、『ジャーニー』(３月)をはじめ、『ノラ・ジョーンズ』(11月)などの

大型公演を行い、ファンの熱狂的な支持を集めました。 

 また、この地方では初めての開催となった葉加瀬太郎『情熱大陸 SPECIAL LIVE』(７月)を中部

国際空港の特設ステージで行い、真夏の屋外ライブを繰り広げました。 

 さらに、3,980円という低料金で上質な音楽と娯楽を提供しようと、日本ガイシホールで、『青春

のグラフィティ2013』(１月)、『吉本新喜劇爆笑ステージ』(１月)を催し、合わせて9,000人を超

える観客を集めました。 

 演劇舞踊では、人気バレエダンサー熊川哲也が率いるＫバレエカンパニーの公演を、夏に『海

賊』(６月)、秋に『ドン・キホーテ』(10月)と２回にわたって行い、バレエファンを魅了しまし

た。フラメンコの本場、スペインからは『スペイン国立バレエ団』(２月)を迎え、世界一流のフラ

メンコとバレエの融合芸術が披露されました。 

 舞台では、若尾文子主演『明日の幸福』(８月)で芝居ファンを魅了しました。また、日本の伝統

分野の公演として、『比叡山延暦寺の聲明(しょうみょう)』(12月)を催し、高い評価を受けまし

た。 

 夏休み恒例の名古屋市科学館特別展として開催した『空飛ぶのりもの』(７月～９月)は、飛行機
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を通じて大空の魅力を紹介し、こどもたちの人気を集めました。 

 広告代理業は、大型イベントが開催されなかったことなどから、売上は前期を下回りました。 

  

〈不動産賃貸〉 

 「不動産賃貸」は、東京の賃貸ビルにおいてテナントからの賃料収入が減少したことにより、売

上高は14億13百万円（前期比6.6％減）となりました。 

 利益面では、東京の賃貸ビルにおける売上高の減少が響き、営業利益は８億62百万円（前期比

3.2％減）となりました。 

  

〈ゴルフ場〉 

 「ゴルフ場」は、プレー収入が増加したものの名義書換料の減少により、売上高が５億34百万円

（前期比0.5％減）となりました。利益面では、販管費や減価償却費の減少などにより、営業利益は

18百万円（前期比64.5％増）となりました。 

  

〈その他〉 

 保険代理業、タクシー業などで構成される「その他」は、売上高が７億64百万円（前期比4.0％

減）、営業利益は93百万円（前期比10.1％減）となりました。 

  

【次期の見通し】 

 当社グループの主力である広告収入に強い影響を与える景気の見通しにつきましては、明るい兆

しが見え始めており、柱となるテレビスポット収入におきましても、堅調に推移するものと見込ん

でおります。 

 一方、費用面につきましては、当社グループの目指す地域に密着した番組制作をさらに推し進め

るとともに、課題となる視聴率回復の対応策として、平日午後帯に自社制作のワイド番組を立ち上

げたことなどにより、テレビ番組費の増加を見込んでおります。 

 このような状況のもと、平成26年３月期の通期連結業績につきましては、売上高329億90百万円、

営業利益15億10百万円、経常利益18億円、当期純利益10億円を予想しております。 
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【資産、負債、純資産の状況】 

 当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べて29億18百万円増加し、628億16百

万円となりました。 

 これは、減価償却などにより有形及び無形固定資産が６億86百万円減少した一方で、保有株式の

時価上昇などにより、投資有価証券が32億96百万円増加したことによるものです。  

 負債は６億52百万円増加し、156億32百万円となりました。 

 これは、長期預り保証金が４億81百万円減少した一方で、保有株式の時価上昇に伴い、繰延税金

負債が７億31百万円増加したことや、設備投資に伴い、流動負債の「その他」に含まれる設備関係

支払手形が３億51百万円増加したことによるものです。 

 純資産は22億65百万円増加し、471億84百万円となりました。 

 これは、保有株式の時価上昇に伴い、その他有価証券評価差額金が12億60百万円増加したこと

や、当期純利益の計上と配当金の支払いとの差額により、利益剰余金が10億４百万円増加したこと

によるものです。 

【キャッシュ・フローの状況】 

 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて29億13百万円増加

し、142億84百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは32億46百万円の収入となり、前期に比べて収入額が10億89

百万円増加しました。 

 前期に比べての資金の増加要因は以下のとおりです。 

・売上債権の増減額が４億40百万円減少しました。 

・その他の資産の増減額が５億72百万円減少しました。 

・法人税等の支払額が５億39百万円減少しました。 

  

 前期に比べての資金の減少要因は以下のとおりです。 

・税金等調整前当期純利益が62百万円減少しました。 

・減価償却費が３億19百万円減少しました。 

・その他の負債の増減額が２億24百万円減少しました。 
  

（２）財政状態に関する分析

平成24年３月期 平成25年３月期 増減額

（百万円） （百万円） （百万円）

現金及び現金同等物の期首残高 11,101 11,371 269

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,157 3,246 1,089

投資活動によるキャッシュ・フロー △982 528 1,511

財務活動によるキャッシュ・フロー △905 △862 43

現金及び現金同等物の増減額 269 2,913 2,644

現金及び現金同等物の期末残高 11,371 14,284 2,913
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは５億28百万円の収入となり、９億82百万円の支出となった

前期に比べて15億11百万円増加しました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入が、預入による支出を差し引いた純額で30億円増加した

一方で、投資有価証券の取得による支出が、売却や償還による収入を差し引いた純額で17億10百万

円増加したことによるものです。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは８億62百万円の支出となり、前期に比べて支出額が43百万

円減少しました。これは、預り保証金の返還による支出が44百万円減少したことなどによるもので

す。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

(注)１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。    

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利

息の支払額を使用しております。 

  

  

平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 71.7 72.2 73.7 73.9

時価ベースの自己資本比率（％） 21.7 21.2 21.0 25.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ─ 92.7 140.2 83.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ─ 231.3 61.4 104.3
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 当社は、放送という公共性の高い事業の性格上、長期にわたり安定した経営基盤を確保することが重要と

考えております。 

 こうしたことから、利益配分に関しましては、安定配当の継続を基本としつつ、さらに、株主の皆さまへ

の利益還元重視を明確にするため、毎期の業績に連動することとしております。  

 この方針に基づき、配当金は当社個別当期純利益の20％を目安とした配当性向を基準とし、また安定配当

性を維持するため、１株当たりの年間配当金は10円を下限といたしております。  

 平成25年３月期の配当につきましては、この基本方針と平成25年３月期の業績動向等を総合的に勘案し、

１株当たり年間12円50銭といたします。中間配当を１株当たり５円で実施しておりますので、期末配当は１

株当たり７円50銭となります。 

 内部留保の使途については、現在計画中である本社地区の再開発や、放送設備の更新等に備えていくこと

としております。  

 なお、次期以降の配当につきましては、平成25年４月１日付で、当社のラジオ事業を当社の完全子会社で

ある株式会社ＣＢＣラジオに承継させたことにより、当社個別の収益構造が変わること、および今まで以上

に株主の皆さまに利益を還元するため、配当方針を一部変更いたします。具体的には、配当の基準を個別当

期純利益から連結当期純利益に変更し、目安とする配当性向を30％に引き上げます。１株当たりの年間配当

金の下限につきましては、これまで通り10円とさせていただきます。  

 また、今後も原則として、中間配当として９月30日、期末配当として３月31日を基準日とした年２回の配

当を継続する予定です。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあ

り、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。  

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので

あります。 

  

① 景況等の影響について  

 当社グループの売上の多くは、広告収入に依存しています。特に、大きなウエイトを占めているテレビス

ポット収入は、国内景気の全体の動きに加え、広告主である各企業の業績や広告出稿に対する動向などとの

連動性が強くなっています。このため、景況や広告主の動向によって、当社グループの財政状態および経営

成績に影響を与える可能性があります。 

  

② 視聴率、聴取率による影響    

 視聴率、聴取率は、スポンサーにとって、ＣＭが、視聴者、リスナーにいかに到達しているかを示す指標

となっています。このため、視聴率、聴取率の変動は、放送関連部門の売上高に影響を与えることになりま

す。  

 テレビにおける視聴率のうち、ゴールデンタイム、プライムタイムと呼ばれる時間帯の多くは、キー局で

ある㈱ＴＢＳテレビが制作、編成していますが、こうした番組の視聴率動向によっても、売上高が大きく変

動する可能性があります。 

  

③ 他メディアとの競合について  

 技術の飛躍的な進歩によるメディア、情報デバイスの多様化は、視聴者・聴取者の動向や企業の広告出稿

に影響を与える可能性があり、現実に、ここ数年のラジオ、テレビの広告収入の減少傾向をみる限り、少な

からず、その影響を受けているといわざるを得ません。  

 リーチ、フリクエンシーでは他の追随を許さないテレビは、広告メディアとして圧倒的な優位性を保って

いますが、今後、メディア間での競争が激化し、視聴者の動向や広告メディアとしての価値が変化した場

合、当社グループの財政状況および経営成績に影響が出る可能性があります。 

  

  

（４）事業等のリスク
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④ 大規模災害の発生や災害放送、緊急時放送について   

 当社の本社のある名古屋市をはじめ、放送サービスエリア内の広い範囲が、東海地震に係る地震防災対策

強化地域および東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されています。  

 当社グループでは、本社建物や電波を送り出す瀬戸のデジタルタワーを始めとした放送関連施設につい

て、 大限の地震対策を施しております。  

 しかしながら、予想を上回る大地震の発生により、放送関連施設が大きな被害を受けることで、正常な放

送を送り出すことができなくなるおそれがあります。  

 また、当社の放送関連部門は、報道機関であることから、大地震をはじめとする大規模な災害や大事故、

大事件などが発生した場合、一定期間において、当社グループの主要な収入である広告の放送を行うことな

く、ラジオ、テレビの放送を通じて、国民に情報を提供いたします。  

 さらに、いわゆる「有事法制」における非常時においても、広告の放送を行わないこともあります。  

 こうした場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   

⑤ 年金債務について  

 当社グループの年金資産の時価が大きく変動した場合や、年金資産の運用利回りが変動した場合、当社の

業績に大きな影響が出る可能性があります。また、金利環境の変動などの要因により、退職給付債務等に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 有価証券等の保有について  

 当社グループが保有する有価証券について、大幅な株式市況の下落や投資先の実質価額が著しく下落した

場合に、多額の評価損が計上され、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、当社グループが保有するゴルフ会員権についても、同様の評価損が計上され、業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

－ 10 －

中部日本放送㈱（9402）平成25年３月期 決算短信



当社の企業集団は、当社、連結子会社７社、関連会社３社で構成されており、事業の種類別では放送関

連、不動産賃貸、ゴルフ場およびその他で構成されております。 

 事業の内容と、当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置づけならびにセグメントとの関連を図

示しますと、次のとおりであります。  

  

 

  

※１ 連結子会社 

※２ 特定子会社 

※３ 関連会社で持分法非適用会社 

※４ ㈱ＣＢＣラジオは、平成25年４月１日付で、当社のラジオ事業を吸収分割により承継しております。 

  

  

２．企業集団の状況
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当社グループは、「ラジオ、テレビの放送を通じてすぐれた報道、情報、娯楽番組を提供し、地域社会や

文化に貢献する」ことを経営の基本理念にしております。このため、放送事業を中心とする公共性の高い企

業グループとして、長期にわたり安定した経営基盤を確保していくことを重要な経営目標としています。  

 放送局を取り巻く環境は、メディア、情報デバイスの多様化によって大きく変容してきていますが、地上

放送が 強のメディアであり続けるために、我々は、地域を代表する放送局として、地域にとって有益な情

報、魅力あるコンテンツ、そしてデジタル時代にふさわしい放送サービスを提供してまいります。  

 また、当社グループ全体としても、業容の 適化と収益性の 大化を推進することで、総合力による競争

優位性を確保してまいります。 

  

当社グループの中核をなす放送事業は、景気動向や広告市場から大きな影響を受けるという特殊性を持っ

ています。また、放送事業を取り巻く環境はメディアの多様化とともに、大きく変化してきています。この

ため、特定の経営指標を掲げることは困難な面もありますが、様々な事業環境の変化に柔軟に対応していく

ことが重要であると考えています。今後とも中長期的な視野に立って、グループ全体として企業価値を増大

させていくことを目標としてまいります。 

  

□不確実な時代にどう打って出るか 

 放送事業を中核とする当社グループは、地域の情報インフラとして信頼性の高い放送を通じ、民主主義の

理想の実現と国民経済の発展に寄与してきました。 

 しかし、ライフスタイルの多様化、またインターネット社会の発達によりテレビは絶対的強者から相対的

強者となり、ラジオは広告媒体としての価値を過小評価されています。 

  

□意義と利益の両立 

 こうした状況の中で、環境の変化に対応しながら厳しい競争に打ち勝ち、将来にわたって地域の情報イン

フラとしての機能を維持強化していくためには、「信頼」のメディアとして放送の媒体価値を再構築するだ

けでなく、ＣＢＣグループ全体が企業としての競争力を高め、業容を拡大していくことが必要です。 

  

□テレビ、ラジオ、管理部門～ＣＢＣの三本の矢 

 番組制作、特に地域情報を受け持つ番組の制作は、通常、回収する以上にコストがかかります。つまり、

番組を作らない地方局ほど利益を確保できることになります。しかし、地域番組を制作しない地方局には、

地域に存在する今日的意味はありません。 

 ＣＢＣは、地域に寄り添った番組を作りながら利益を上げることのできる放送局を目指さなくてはなりま

せん。 

 テレビは、タイム・スポットという営業の基本を押さえながら、さらなるビジネスの多角化を目指しま

す。 

 自社制作番組の多いラジオは、発想の転換によりこれまで以上に魅力的な番組を制作し、販売し、広告以

外の需要も喚起しながら番組表全体で利益を増やします。 

３．経営方針

（１）経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な経営戦略と対処すべき課題
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 管理部門は、ＣＢＣの積み上げてきた資産と資金を原資に利益を産み出す工夫を続けます。 

  

□ＣＢＣグループの各社の自立と協調 

 そして、ＣＢＣグループ全体では「自立と協調」によるビジネスの拡大を目指します。 

 当社は、企業としての安定性と将来の発展を確保するために、現状のグループ体制を分析し、今後の変化

に的確に対応できる効果的で効率的な体制の有り様を検討してきました。 

 その結果、ＣＢＣグループ全体の業容 適化と収益力強化を図るため、グループ各社の「自立と協調」を

実現する経営組織の整備が必要との判断に至りました。 

 その手段として、まず４月１日をもって当社のラジオ事業を株式会社ＣＢＣラジオへ承継させました。効

率的な組織運営、独自の権限と責任で迅速な意思決定を図ることができる組織とすることで、ラジオ事業の

健全化とメディアとしての更なる価値向上を企図しています。 

  

□ 強のカタチへ 

 さらに、グループの企業力をより強固にすべく、グループ各社の役割分担や責任・権限の範囲を明確に

し、「自立性」を強化する経営形態への転換をすすめます。「自立して個で強く、協調したらなお強い」企

業集団に向けて進化を遂げたいと考えます。 

 そのための究極の組織が、象徴となる会社を中心としてラジオ、テレビを含めた各グループ企業が同一円

周上に並ぶ組織体です。（図３参照）これが地方のラジオ・テレビ兼営局の新しいあり方であり、現在のカ

タチは過渡期と言えます。（図２参照） 

 なお、放送事業者に持株会社制度の利用を認めた認定放送持株会社体制は、当社の考える経営組織と同じ

仕組みであるため、この制度を使って新しいグループ体制を構築し、企業価値の 大化を目指していきたい

と考えています。具体的には、平成26年４月１日を効力発生日として、ＣＢＣテレビ分割準備株式会社へテ

レビ事業を吸収分割し、当社を認定放送持株会社とする予定です。 

  

 

  

 当社グループの従業員は、自ら「10年先の扉を開ける」という気概と責任を持って行動し、グループ全体

の企業価値向上と利益の 大化を目指すとともに、株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダー

の負託に応えるべく着実な業務の遂行に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,345 12,758

受取手形及び売掛金 7,218 7,145

有価証券 1,875 2,157

たな卸資産 39 42

繰延税金資産 409 377

その他 850 1,421

貸倒引当金 △11 △7

流動資産合計 23,727 23,896

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,179 25,131

減価償却累計額 △14,833 △15,387

建物及び構築物（純額） 10,346 9,744

機械装置及び運搬具 22,529 21,815

減価償却累計額 △20,667 △20,001

機械装置及び運搬具（純額） 1,862 1,814

土地 10,511 10,504

建設仮勘定 － 2

その他 1,458 1,470

減価償却累計額 △1,195 △1,207

その他（純額） 262 263

有形固定資産合計 22,982 22,329

無形固定資産 309 275

投資その他の資産   

投資有価証券 9,248 12,544

前払年金費用 2,482 2,610

繰延税金資産 230 255

その他 1,112 1,053

貸倒引当金 △193 △148

投資その他の資産合計 12,879 16,314

固定資産合計 36,170 38,920

資産合計 59,898 62,816
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 166 182

未払費用 2,738 2,730

未払法人税等 373 415

役員賞与引当金 20 18

その他 1,383 1,855

流動負債合計 4,682 5,203

固定負債   

繰延税金負債 1,226 1,957

退職給付引当金 712 750

役員退職慰労引当金 39 35

永年勤続表彰引当金 26 26

アナログテレビ送信所撤去引当金 76 38

資産除去債務 103 70

長期預り保証金 7,442 6,961

長期前受収益 440 382

その他 229 206

固定負債合計 10,297 10,428

負債合計 14,979 15,632

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,320 1,320

資本剰余金 654 654

利益剰余金 41,754 42,758

自己株式 △0 △0

株主資本合計 43,728 44,732

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 431 1,692

その他の包括利益累計額合計 431 1,692

少数株主持分 759 759

純資産合計 44,918 47,184

負債純資産合計 59,898 62,816
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 32,782 32,448

売上原価 18,026 17,537

売上総利益 14,756 14,910

販売費及び一般管理費 12,595 12,720

営業利益 2,161 2,190

営業外収益   

受取利息 31 21

受取配当金 193 187

補助金収入 29 －

雑収入 74 99

営業外収益合計 329 308

営業外費用   

支払利息 95 85

固定資産除却損 5 4

貸倒引当金繰入額 2 1

雑損失 2 2

営業外費用合計 106 94

経常利益 2,384 2,404

特別利益   

投資有価証券売却益 0 8

会員権売却益 0 －

固定資産売却益 27 52

特別利益合計 28 60

特別損失   

投資有価証券売却損 23 －

投資有価証券評価損 0 175

会員権売却損 0 －

会員権評価損 － 0

固定資産除却損 8 24

貸倒引当金繰入額 0 －

番組中止損失 － 27

アナログテレビ放送終了関連費用 84 －

事業構造再編費用 － 6

特別損失合計 118 233

税金等調整前当期純利益 2,294 2,231

法人税、住民税及び事業税 864 826

法人税等調整額 28 62

法人税等合計 893 889

少数株主損益調整前当期純利益 1,400 1,342

少数株主利益 17 8

当期純利益 1,382 1,334
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,400 1,342

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 200 1,260

その他の包括利益合計 200 1,260

包括利益 1,600 2,603

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,582 2,595

少数株主に係る包括利益 17 8
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,320 1,320

当期末残高 1,320 1,320

資本剰余金   

当期首残高 654 654

当期末残高 654 654

利益剰余金   

当期首残高 40,701 41,754

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,382 1,334

当期変動額合計 1,052 1,004

当期末残高 41,754 42,758

自己株式   

当期首残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

当期首残高 42,675 43,728

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,382 1,334

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,052 1,004

当期末残高 43,728 44,732

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 231 431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 200 1,260

当期変動額合計 200 1,260

当期末残高 431 1,692

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 231 431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 200 1,260

当期変動額合計 200 1,260

当期末残高 431 1,692
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主持分   

当期首残高 753 759

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 0

当期変動額合計 5 0

当期末残高 759 759

純資産合計   

当期首残高 43,660 44,918

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,382 1,334

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 205 1,261

当期変動額合計 1,258 2,265

当期末残高 44,918 47,184
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,294 2,231

減価償却費 1,862 1,542

アナログテレビ放送終了関連費用 84 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △48

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36 37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △3

永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） 0 △0

受取利息及び受取配当金 △224 △208

支払利息 95 85

固定資産除却損 13 29

固定資産売却損益（△は益） △27 △53

投資有価証券売却損益（△は益） 23 △8

投資有価証券評価損益（△は益） 0 175

会員権売却損益（△は益） △0 －

会員権評価損 － 0

売上債権の増減額（△は増加） △367 72

たな卸資産の増減額（△は増加） △3 △2

仕入債務の増減額（△は減少） △7 15

未払消費税等の増減額（△は減少） △73 47

その他の資産の増減額（△は増加） △547 24

その他の負債の増減額（△は減少） 154 △69

小計 3,319 3,867

利息及び配当金の受取額 212 215

利息の支払額 △35 △31

法人税等の支払額 △1,346 △806

法人税等の還付額 6 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,157 3,246
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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 △3,024 △3,724

定期預金の払戻による収入 2,524 6,224

有価証券の取得による支出 △499 △300

有価証券の償還による収入 890 1,420

有形及び無形固定資産の取得による支出 △806 △507

有形及び無形固定資産の売却による収入 31 67

投資有価証券の取得による支出 △256 △2,082

投資有価証券の売却による収入 135 51

投資有価証券の償還による収入 1 200

信託受益権の取得による支出 － △2,300

信託受益権の償還による収入 － 1,500

長期貸付けによる支出 △2 －

長期貸付金の回収による収入 1 1

その他の支出 △67 △61

その他の収入 90 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △982 528

財務活動によるキャッシュ・フロー   

預り保証金の預りによる収入 19 14

預り保証金の返還による支出 △582 △538

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △330 △329

少数株主への配当金の支払額 △12 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △905 △862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 269 2,913

現金及び現金同等物の期首残高 11,101 11,371

現金及び現金同等物の期末残高 11,371 14,284
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 該当事項はありません。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ７社 

連結子会社名 

㈱ＣＢＣクリエイション、㈱ＣＢＣラジオ、㈱シー・ウェーブ、㈱千代田会館、㈱南山カントリーク

ラブ、㈱ＣＢＣビップス、文化交通㈱ 

なお、㈱ＣＢＣラジオは、平成25年４月１日付で、当社のラジオ事業を吸収分割により承継しており

ます。 

(2) 非連結子会社 

該当ありません。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社または関連会社 

該当ありません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社 

関連会社(㈱エヌティーピー、春日井開発㈱、㈱中日新聞保険サービス)の当期純利益及び利益剰余金

等のうち持分に見合う額は、それぞれ当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持分法の適用を除外しております。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と同じであります。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法)を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び連結子会社は、定率法を採用しております。(ただし、平成10年４月１日以降に取得した

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
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建物(建物附属設備を除く)及び主な賃貸用資産については定額法を採用しております。) 

なお、主な耐用年数は、建物及び構築物10～50年、機械装置及び運搬具３～７年であります。 

② 無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間(５年)によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

当社及び連結子会社は、金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

② 役員賞与引当金 

連結子会社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込

額を計上しております。  

③ 退職給付引当金 

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上して

おります。 

なお、当連結会計年度末においては当社の退職給付引当金が借方残高となったため、「前払年金費

用」として固定資産の投資その他の資産に計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。 

過去勤務債務は、15年の定額法によりその発生年度から費用処理することとしております。 

④ 役員退職慰労引当金 

連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額の

100％を計上しております。 

⑤ 永年勤続表彰引当金 

当社は、永年勤続者の表彰費用に備えるため、永年勤続表彰内規による連結会計年度末必要額を計

上しております。 

⑥ アナログテレビ送信所撤去引当金 

当社は、アナログテレビ放送終了により不要となったアナログテレビ送信所の撤去工事に備えるた

め、その撤去工事費用見込額を計上しております。 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は発生連結会計年度の期間費用としており

ます。 
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 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

それぞれ27百万円増加しております。 

(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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１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

 当社グループは、ラジオおよびテレビの放送事業を中心に、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、事業内容を基礎とした事業の種類別セグメントから構成されており、

「放送関連」、「不動産賃貸」及び「ゴルフ場」の３つを報告セグメントとしております。また、「放

送関連」には当社と子会社３社を、「不動産賃貸」には当社と子会社１社を、「ゴルフ場」には子会社

１社をそれぞれ集約しております。 

 「放送関連」は、放送法によるラジオおよびテレビの放送を行い、放送時間の販売ならびに番組の制

作・販売を主な事業とし、これに付帯する事業を営んでおります。また、子会社が主として当社の放送

する番組の一部を制作しているほか、広告代理業を行っております。 

 「不動産賃貸」は、不動産の賃貸・管理を行っております。また、「ゴルフ場」は、ゴルフ場の経営

を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セ

グメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。  

 「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、当社及び連結子

会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の「放送関連」のセグメント利益が26百万円増加

しております。また、「不動産賃貸」、「ゴルフ場」及び「その他」のセグメント利益に与える影響は

軽微であります。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(注) １ 「その他」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、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅

客運送業（タクシー）等を含んでおります。 

２ 調整額は、以下のとおりです。 

(1) セグメント利益の調整額△1百万円は、セグメント間取引消去額です。 

(2) セグメント資産の調整額20,824百万円には、主に各報告セグメントに配分していない全社資産21,470

百万円が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金(現預金及び有価証券)、長期投

資資金(投資有価証券)であります。 

３ セグメント利益2,162百万円は、連結損益計算書の営業利益2,161百万円と調整を行っています。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

連結財務諸
表計上額
(注) ３放送関連

不動産
賃貸

ゴルフ場 計

売上高

  外部顧客への売上高 29,936 1,513 536 31,986 796 32,782 ― 32,782

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

120 186 4 312 627 940 △940 ―

計 30,057 1,699 541 32,298 1,424 33,722 △940 32,782

セグメント利益 1,157 890 11 2,058 104 2,162 △1 2,161

セグメント資産 21,782 11,706 3,997 37,486 1,588 39,074 20,824 59,898

その他の項目

  減価償却費 1,518 276 59 1,853 9 1,863 △1 1,862

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

785 5 16 807 4 812 ― 812
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  当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
(注) １ 「その他」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、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅

客運送業（タクシー）等を含んでおります。 

２ 調整額は、以下のとおりです。 

(1) セグメント利益の調整額１百万円は、セグメント間取引消去額です。 

(2) セグメント資産の調整額24,546百万円には、主に各報告セグメントに配分していない全社資産25,179

百万円が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金(現預金、有価証券及び信託受益

権)、長期投資資金(投資有価証券)であります。 

３ セグメント利益2,189百万円は、連結損益計算書の営業利益2,190百万円と調整を行っています。 

   

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

連結財務諸
表計上額
(注) ３放送関連

不動産
賃貸

ゴルフ場 計

売上高

  外部顧客への売上高 29,735 1,413 534 31,683 764 32,448 ― 32,448

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

77 181 4 263 636 899 △899 ―

計 29,813 1,595 538 31,947 1,401 33,348 △899 32,448

セグメント利益 1,215 862 18 2,095 93 2,189 1 2,190

セグメント資産 21,233 11,506 3,883 36,623 1,647 38,270 24,546 62,816

その他の項目

  減価償却費 1,237 249 46 1,533 9 1,543 △0 1,542

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

873 5 7 885 9 895 ― 895
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 １株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  

 
  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 1,672円76銭 1,758円57銭

 (算定上の基礎)

  純資産の部の合計額（百万円） 44,918 47,184

  普通株式に係る純資産額（百万円） 44,159 46,424

  差額の内訳（百万円） 

   少数株主持分 759 759

  普通株式の発行済株式数（千株） 26,400 26,400

  普通株式の自己株式数（千株） 0 0

  １株当たり純資産額の算定に用いられた 
  普通株式の数（千株）

26,399 26,399

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益 52円38銭 50円54銭

 (算定上の基礎)

  当期純利益（百万円） 1,382 1,334

  普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

  普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,382 1,334

  普通株式の期中平均株式数（千株） 26,399 26,399

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,299 10,657

売掛金 6,914 6,856

有価証券 1,154 2,057

貯蔵品 13 14

前払費用 600 499

繰延税金資産 323 298

未収入金 147 27

その他 50 854

貸倒引当金 △6 △3

流動資産合計 20,496 21,262

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,732 17,713

減価償却累計額 △9,605 △9,990

建物（純額） 8,127 7,723

構築物 1,457 1,430

減価償却累計額 △824 △859

構築物（純額） 633 570

機械及び装置 21,654 20,923

減価償却累計額 △19,874 △19,195

機械及び装置（純額） 1,779 1,728

車両運搬具 234 240

減価償却累計額 △211 △211

車両運搬具（純額） 23 28

工具、器具及び備品 1,198 1,210

減価償却累計額 △993 △1,002

工具、器具及び備品（純額） 204 207

土地 7,479 7,471

建設仮勘定 － 2

有形固定資産合計 18,247 17,732

無形固定資産   

ソフトウエア 247 165

ソフトウエア仮勘定 － 52

その他 48 46

無形固定資産合計 295 264
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,871 11,519

関係会社株式 869 869

破産更生債権等 64 10

前払年金費用 2,482 2,610

差入保証金 464 460

貸倒引当金 △165 △111

投資その他の資産合計 12,588 15,359

固定資産合計 31,131 33,355

資産合計 51,628 54,617

負債の部   

流動負債   

短期借入金 740 780

未払金 100 131

未払費用 2,722 2,731

未払法人税等 270 366

未払事業所税 30 29

未払消費税等 35 90

前受金 248 286

預り金 140 133

1年内返還予定の預り保証金 384 384

前受収益 58 58

設備関係支払手形 135 486

流動負債合計 4,865 5,478

固定負債   

繰延税金負債 1,225 1,950

永年勤続表彰引当金 26 26

アナログテレビ送信所撤去引当金 76 38

資産除去債務 103 70

長期預り保証金 3,631 3,300

長期前受収益 440 382

その他 223 202

固定負債合計 5,727 5,971

負債合計 10,592 11,449
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,320 1,320

資本剰余金   

資本準備金 654 654

資本剰余金合計 654 654

利益剰余金   

利益準備金 330 330

その他利益剰余金   

退職給与積立金 50 50

固定資産圧縮積立金 1,170 1,151

別途積立金 34,500 35,500

繰越利益剰余金 2,623 2,537

利益剰余金合計 38,674 39,568

自己株式 △0 △0

株主資本合計 40,648 41,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 387 1,626

評価・換算差額等合計 387 1,626

純資産合計 41,035 43,168

負債純資産合計 51,628 54,617
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

ラジオ収入 2,393 2,403

テレビ収入 25,736 25,614

賃貸収入 1,112 1,118

売上高合計 29,242 29,136

売上原価 15,011 14,561

売上総利益 14,230 14,574

販売費及び一般管理費   

販売費 8,684 8,879

一般管理費 3,644 3,724

販売費及び一般管理費合計 12,329 12,603

営業利益 1,901 1,971

営業外収益   

受取利息 17 11

受取配当金 241 220

補助金収入 29 －

雑収入 60 84

営業外収益合計 348 317

営業外費用   

支払利息 95 87

固定資産除却損 5 4

貸倒引当金繰入額 2 0

雑損失 2 2

営業外費用合計 105 94

経常利益 2,144 2,193

特別利益   

投資有価証券売却益 0 8

会員権売却益 0 －

固定資産売却益 27 52

特別利益合計 27 60

－ 32 －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別損失   

投資有価証券売却損 23 －

投資有価証券評価損 0 175

会員権売却損 0 －

会員権評価損 － 0

固定資産除却損 11 24

貸倒引当金繰入額 0 －

番組中止損失 － 27

アナログテレビ放送終了関連費用 84 －

事業構造再編費用 － 6

特別損失合計 120 233

税引前当期純利益 2,051 2,020

法人税、住民税及び事業税 687 708

法人税等調整額 32 88

法人税等合計 720 796

当期純利益 1,331 1,224
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,320 1,320

当期末残高 1,320 1,320

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 654 654

当期末残高 654 654

資本剰余金合計   

当期首残高 654 654

当期末残高 654 654

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 330 330

当期末残高 330 330

その他利益剰余金   

退職給与積立金   

当期首残高 50 50

当期末残高 50 50

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 1,113 1,170

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 57 25

固定資産圧縮積立金の取崩 － △45

当期変動額合計 57 △19

当期末残高 1,170 1,151

別途積立金   

当期首残高 34,500 34,500

当期変動額   

別途積立金の積立 － 1,000

当期変動額合計 － 1,000

当期末残高 34,500 35,500

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,679 2,623

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,331 1,224

固定資産圧縮積立金の積立 △57 △25

固定資産圧縮積立金の取崩 － 45

別途積立金の積立 － △1,000

当期変動額合計 944 △86

当期末残高 2,623 2,537

－ 34 －

中部日本放送㈱（9402）平成25年３月期 決算短信



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 37,673 38,674

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,331 1,224

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 1,001 894

当期末残高 38,674 39,568

自己株式   

当期首残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

当期首残高 39,646 40,648

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,331 1,224

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,001 894

当期末残高 40,648 41,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 180 387

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 206 1,238

当期変動額合計 206 1,238

当期末残高 387 1,626

評価・換算差額等合計   

当期首残高 180 387

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 206 1,238

当期変動額合計 206 1,238

当期末残高 387 1,626
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 39,827 41,035

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,331 1,224

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 206 1,238

当期変動額合計 1,208 2,132

当期末残高 41,035 43,168
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本日、別途開示しております。 

６．その他

 役員の異動

－ 37 －

中部日本放送㈱（9402）平成25年３月期 決算短信



個別売上高の内訳 
  

参考資料

（単位：百万円、％）

前事業年度
（自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日）

増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ収入 2,393 2,403 9 0.4

  タイム収入 1,325 1,310 △15 △1.1

  スポット収入 1,022 1,063 41 4.0

  その他収入 45 29 △15 △35.3

テレビ収入 25,736 25,614 △122 △0.5

  タイム収入 7,234 7,249 15 0.2

  スポット収入 15,414 15,225 △188 △1.2

   クロスメディア収入 1,142 1,399 256 22.4

  その他収入 1,944 1,738 △205 △10.6

賃貸収入 1,112 1,118 5 0.5

合計 29,242 29,136 △106 △0.4

－ 38 －
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