




○添付資料の目次

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 4

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………………………………… 4

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………… 4

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 4

（４）追加情報 …………………………………………………………………………………………………………… 4

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 5

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 5

（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 ……………………………………………………… 7

四半期連結損益計算書  

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 7

四半期連結包括利益計算書  

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 8

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 9

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 9

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 9

４．補足情報 ………………………………………………………………………………………………………………… 10

㈱TBSテレビ第３四半期事業収入の内訳 ……………………………………………………………………………… 10

 

- 1 -

㈱東京放送ホールディングス　(9401)　平成29年３月期　第３四半期決算短信



１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

わが国の経済は、緩やかな回復基調が続く一方、中国をはじめとするアジア新興国経済の減速など海外情勢への

警戒感から、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような環境下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高2,644億２千７百万円（前

年同期比1.2%増）、営業利益168億８千７百万円（同19.5%増）、経常利益228億７千１百万円（同21.6%増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は145億４千７百万円（同26.7%増）となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

 

＜放送事業セグメント＞

放送事業セグメントの当第３四半期連結累計期間の売上高は1,628億３千万円（前年同期比1.8%増）、営業利益

は61億２千万円（同27.8%増）となりました。 

放送事業の主力である㈱TBSテレビは、当第３四半期連結累計期間のタイム収入が634億２千３百万円（前年同期

比1.2%減）、スポット収入が643億３千５百万円（同3.3%増）となりました。タイムセールスでは、レギュラー番

組が引き続き堅調に推移し、年末セールスも前年実績を大きく上回りましたが、前年の「世界野球プレミア12」の

売上をカバーするには至りませんでした。スポットセールスでは、関東地区投下量が前年同期比2.5%増と堅調な市

況下で、回復基調にある視聴率を背景に、地区投下量の伸び率を上回る実績をあげました。 

㈱BS-TBSは、当第３四半期連結累計期間で売上高127億１千万円（前年同期比6.8%増）、営業利益18億１千９百

万円（同13.3%増）となりました。タイムセールスでは、レギュラーセールスにおいてやや苦戦したものの、「第

１回 WBSC U-23 ワールドカップ」「大分国際車いすマラソン大会」や２夜連続大型企画「地球創世記 ミステリア

ス・アメリカ 生物大絶滅と縄文人の謎」などの単発セールスが好調でした。また、スポットセールス、ショッピ

ングも好調に推移しました。 

㈱TBSラジオは、12月のビデオリサーチ首都圏聴取率調査においてもトップを記録し、2001年８月調査以来、15

年６ヶ月・93期連続で首都圏ラジオ首位の座を守り続けております。ラジオを取り巻く環境は依然厳しいものがあ

りますが、コストコントロールを徹底するとともに聴取者の期待に応えてまいります。 

 

＜映像・文化事業セグメント＞

映像・文化事業セグメントの当第３四半期連結累計期間の売上高は902億３千万円（前年同期比0.7%増）、営業

利益46億９千９百万円（同33.4%増）となりました。 

催事では、東京都美術館にて「ゴッホとゴーギャン展」を開催し39万人超の来場者がありました。興行では、

TBS赤坂ACTシアターにてミュージカル「スカーレット・ピンパーネル」が好評を博しました。 

メディアビジネス関連では、CS事業においてプラットフォームの加入が鈍化する中、オリジナル音楽コンテンツ

の拡充などが奏功し、売上向上につながりました。その他、海外事業においては「SASUKE」のフォーマット販売を

中心に全ジャンルで堅調に売上を伸ばしました。 

スタイリングライフグループは、グループ内企業の清算により全体では減収でしたが、収益率の改善により、利

益面では増益を確保しました。中核の小売事業「プラザスタイルカンパニー」は、化粧品販売は堅調に推移したも

のの、衣料品・食品の不振に加え、ハロウィン・クリスマスなどのイベントに対する消費マインドが冷え込み、減

収となりましたが、原価率の改善により増益となりました。化粧品事業はヒット商品の拡販により好調を維持しま

した。 

 

＜不動産事業セグメント＞

不動産事業セグメントの当第３四半期連結累計期間の売上高は113億６千６百万円（前年同期比2.8%減）、営業

利益60億６千９百万円（同4.2%増）となりました。 

赤坂Bizタワーは、オフィス、商業施設とも高い稼動を維持しており、堅調に推移しております。 

赤坂サカスについては、今後もTBSグループや番組をより身近に感じていただくための様々な催事を行い、放送

文化の発信地としての地位を不動のものとすることを目指してまいります。 
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（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債及び純資産の状況）

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は6,755億６千１百万円で、前連結会計年度末に比べて255億９千

万円の増加となりました。社債の償還等により現金及び預金が159億５千５百万円減少、有形固定資産、無形固定

資産が減価償却等により48億２千万円減少した一方、保有する株式の含み益の増加等により投資有価証券が490億

５千７百万円増加したこと等によります。 

（負債） 

負債合計は1,720億６千７百万円で、前連結会計年度末に比べて196億９千５百万円の減少となりました。賞与に

関する社内規定を変更したこと等に伴い賞与引当金が10億４千万円増加、保有する株式の時価の上昇に伴い繰延税

金負債が150億４千４百万円増加した一方、１年内償還予定の社債が償還により300億円減少、未払金が46億４千１

百万円減少、未払費用が34億７千万円減少したこと等によります。 

（純資産） 

純資産合計は5,034億９千４百万円で、前連結会計年度末に比べて452億８千５百万円の増加となりました。親会

社株主に帰属する四半期純利益の計上や配当金の支払い等により利益剰余金が差し引き98億３千６百万円増加、そ

の他有価証券評価差額金が344億６千９百万円増加したこと等によります。 

この結果、自己資本比率は72.3％、１株当たりの純資産は2,798円76銭となっております。 

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の業績見通しにつきましては、放送事業の主力であるテレビのタイム収入をはじめ、映像文化事

業、不動産事業の収益も、第２四半期決算発表時の想定をやや上回る水準で推移する見通しです。また、グループ

をあげてコストコントロールに努めていることから、通期の営業利益以下の各利益につきましても、前回予想を上

回る見通しです。

こうした状況を勘案し、平成28年11月１日の業績予想を本決算短信におきまして下記のとおり修正いたします。

配当予想につきましては、今後の業績の推移等を最終的に見極めたうえで検討することとし、現時点におきまし

ては、平成28年５月11日に公表したとおりの配当予想とさせていただきます。

 

（通期）

  売上高 営業利益 経常利益

親会社株主に

帰属する

当期純利益

1株当たり

当期純利益

 

平成28年11月１日発表（Ａ）

百万円

352,000

百万円

17,000

百万円

22,500

百万円

13,800

     円   銭

     79   08

平成29年２月２日発表（Ｂ） 352,700 18,000 24,000 14,800       84   80

増減額（Ｂ－Ａ） 700 1,000 1,500 1,000 －

増減率 0.2% 5.9% 6.7% 7.2% －

前期実績 348,539 17,179 22,678 14,497      83   12
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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

該当事項はありません。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、㈱シー・ティ・ビー・エスは、重要性が高まったため、第

１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した構築物に

係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、この変更に伴う当第３四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に与える

影響額は軽微であります。 

 

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。 

 

（賞与引当金） 

前連結会計年度において、従業員賞与の支給確定額を未払費用として計上しておりましたが、第１四半期連結会

計期間より賞与に関する社内規定を変更したこと等に伴い、賞与支給見込額のうち、当第３四半期連結会計期間末

までの負担額を賞与引当金に計上しております。この結果、前連結会計年度において、「流動負債」の「その他の

引当金」に含めていた「賞与引当金」は、金額的重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より区分掲記する

こととしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。なお、前連結会計年度においては、支給確定額3,530百万円を「流動負債」の「未払費用」に含めて計上

しております。 
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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28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 74,273 58,317 

受取手形及び売掛金 38,850 38,835 

有価証券 1,001 200 

商品及び製品 7,245 8,526 

番組及び仕掛品 6,173 7,064 

原材料及び貯蔵品 561 504 

前払費用 10,880 10,281 

繰延税金資産 3,666 2,074 

その他 7,004 6,259 

貸倒引当金 △177 △126 

流動資産合計 149,478 131,936 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 199,705 200,320 

減価償却累計額 △102,822 △106,664 

建物及び構築物（純額） 96,883 93,655 

機械装置及び運搬具 90,281 89,963 

減価償却累計額 △79,094 △80,116 

機械装置及び運搬具（純額） 11,187 9,846 

工具、器具及び備品 30,433 30,985 

減価償却累計額 △27,635 △28,601 

工具、器具及び備品（純額） 2,797 2,384 

土地 84,008 84,004 

リース資産 3,728 3,801 

減価償却累計額 △1,826 △2,125 

リース資産（純額） 1,901 1,676 

建設仮勘定 2,211 4,763 

有形固定資産合計 198,988 196,330 

無形固定資産    

ソフトウエア 4,438 3,969 

のれん 20,392 19,044 

リース資産 129 79 

その他 1,601 1,304 

無形固定資産合計 26,560 24,397 

投資その他の資産    

投資有価証券 260,218 309,276 

長期貸付金 226 212 

繰延税金資産 1,212 1,176 

長期前払費用 350 269 

その他 13,160 12,161 

貸倒引当金 △225 △200 

投資その他の資産合計 274,942 322,896 

固定資産合計 500,492 543,625 

資産合計 649,970 675,561 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 34,048 34,928 

1年内返済予定の長期借入金 1,200 6,000 

1年内償還予定の社債 30,000 － 

未払金 11,768 7,127 

未払法人税等 4,671 3,441 

未払消費税等 1,526 1,796 

未払費用 5,364 1,894 

賞与引当金 973 2,013 

役員賞与引当金 108 83 

その他の引当金 274 345 

その他 5,342 8,195 

流動負債合計 95,278 65,827 

固定負債    

長期借入金 22,400 17,000 

環境対策引当金 119 119 

退職給付に係る負債 15,971 16,129 

リース債務 829 673 

繰延税金負債 42,926 57,970 

その他 14,236 14,347 

固定負債合計 96,483 106,239 

負債合計 191,762 172,067 

純資産の部    

株主資本    

資本金 54,986 54,986 

資本剰余金 50,477 50,486 

利益剰余金 255,701 265,538 

自己株式 △20,674 △20,549 

株主資本合計 340,490 350,462 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 103,362 137,832 

繰延ヘッジ損益 294 313 

為替換算調整勘定 8 34 

退職給付に係る調整累計額 △69 △94 

その他の包括利益累計額合計 103,596 138,085 

非支配株主持分 14,121 14,946 

純資産合計 458,208 503,494 

負債純資産合計 649,970 675,561 
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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27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 261,204 264,427 

売上原価 180,707 179,069 

売上総利益 80,496 85,358 

販売費及び一般管理費 66,359 68,470 

営業利益 14,137 16,887 

営業外収益    

受取利息 32 14 

受取配当金 4,223 4,757 

持分法による投資利益 649 903 

その他 626 987 

営業外収益合計 5,532 6,662 

営業外費用    

支払利息 585 368 

固定資産除却損 109 41 

その他 168 268 

営業外費用合計 863 678 

経常利益 18,806 22,871 

特別利益    

投資有価証券売却益 74 34 

特別利益合計 74 34 

特別損失    

投資有価証券評価損 31 129 

減損損失 － 26 

特別損失合計 31 156 

税金等調整前四半期純利益 18,848 22,750 

法人税、住民税及び事業税 4,418 5,993 

法人税等調整額 1,999 1,500 

法人税等合計 6,418 7,493 

四半期純利益 12,430 15,256 

非支配株主に帰属する四半期純利益 947 709 

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,482 14,547 
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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27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 12,430 15,256 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 1,228 34,449 

繰延ヘッジ損益 △114 △28 

為替換算調整勘定 2 25 

退職給付に係る調整額 △53 △20 

持分法適用会社に対する持分相当額 △21 73 

その他の包括利益合計 1,041 34,499 

四半期包括利益 13,472 49,756 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 12,545 49,036 

非支配株主に係る四半期包括利益 926 719 
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（３）四半期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）

該当事項はありません。 

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27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

          （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 映像・文化 不動産 計 

売上高            

外部顧客への売上高 159,935 89,569 11,698 261,204 － 261,204 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,274 2,313 4,145 7,733 △7,733 － 

計 161,210 91,882 15,844 268,937 △7,733 261,204 

セグメント利益 4,787 3,522 5,827 14,137 △0 14,137 

（注）１．セグメント間取引消去であります。

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。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28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

          （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 映像・文化 不動産 計 

売上高            

外部顧客への売上高 162,830 90,230 11,366 264,427 － 264,427 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,382 2,175 4,116 7,675 △7,675 － 

計 164,213 92,406 15,482 272,102 △7,675 264,427 

セグメント利益 6,120 4,699 6,069 16,889 △2 16,887 

（注）１．セグメント間取引消去であります。

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。
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４．補足情報

㈱TBSテレビ第３四半期事業収入の内訳 

(単位：百万円）

  前第３四半期
(27.4.1～27.12.31)

当第３四半期
(28.4.1～28.12.31)

増減 前事業年度
(27.4.1～28.3.31)

  金額 金額 金額 増減率 金額

テレビ 135,819 137,487 1,667 1.2% 181,032

タイム・番組制作 64,222 63,423 △799 △1.2% 84,930

スポット 62,253 64,335 2,081 3.3% 83,554

その他 9,343 9,728 385 4.1% 12,547

事業 19,720 21,206 1,485 7.5% 26,350

不動産 2,234 2,236 2 0.1% 2,969

合計 157,774 160,929 3,155 2.0% 210,353
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