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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 164,986 ― 1,286 ― 3,292 ― △1,220 ―

20年3月期第2四半期 165,505 △0.2 10,458 △16.2 12,665 △13.4 4,333 △44.2

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

21年3月期第2四半期 △49.43 ―

20年3月期第2四半期 175.49 ―

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

21年3月期第2四半期 494,794 400,985 79.2 15,871.33
20年3月期 512,507 407,668 77.8 16,153.34

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  391,880百万円 20年3月期  398,900百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 75.00 ― 105.00 180.00
21年3月期 ― 90.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 90.00 180.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 330,000 △3.6 9,000 △61.0 12,500 △53.2 3,800 △64.2 153.90

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ「定性的情報・財務諸表等 4．その他」をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ「定性的情報・財務諸表等 4．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．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。連結業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表いたしました「平成21年3月期業績予想（連結・個別）の
修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
2．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  25,364,548株 20年3月期  25,364,548株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  673,471株 20年3月期  669,916株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  24,692,148株 20年3月期第2四半期  24,696,194株



（参考）個別業績予想 

平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（％表示は対前期増減率）

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  無 

  

  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  280,000 △3.9 4,100 △74.6 7,200 △61.1  1,300 △79.8 52 09



定性的情報・財務諸表等 

1．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第2四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、売上高の過半を占めるテレビ放送事業が低調

である一方、それ以外の事業が伸長し、1,649億8千6百万円となりました。また、北京五輪や番組改編に伴う番組

制作費の増加等、各事業セグメントでの原価率の上昇等の影響によって営業費用が増加し、営業利益は12億8千6

百万円となりました。営業外損益において受取利息・受取配当金を計上したこと等から、経常利益は32億9千2百

万円となりました。また、特別損失として投資有価証券評価損を9億2千7百万円計上したほか、当社において繰延

税金資産の一部を取り崩し法人税等に20億4百万円計上したこと等から、12億2千万円の四半期純損失となりまし

た。 

（売上高の概況） 

 テレビ放送事業：タイムセールスは、レギュラー番組枠での収入が落ち込んだものの、北京五輪等の単発番組

による収入でカバーし、667億4千5百万円となりました。スポットセールスは、テレビ広告市況の予想以上の冷え

込みを反映し、470億9千2百万円となりました。テレビ放送事業全体では、売上高が1,237億8千4百万円となりま

した。 

 文化事業：当社の映画事業が堅調に推移したことや、平成20年4月に本格的に事業を開始した連結子会社の㈱日

テレ７が売上増に貢献し、文化事業全体で378億1千8百万円となりました。 

 その他の事業：平成20年3月に番組関連グッズショップ「日テレ屋」の新店舗を開店した連結子会社の㈱日本テ

レビサービスが好調だったこと等により、89億3千6百万円となりました。 

  

2．連結財政状態に関する定性的情報  

  当第2四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度末に比べて総資産は177億1千3百万円減少し4,947億9

千4百万円、負債は110億3千万円減少し938億8百万円、純資産は66億8千2百万円減少し4,009億8千5百万円となり

ました。総資産の減少は、未払債務の支払いによる現金及び預金の減少、保有有価証券の時価の下落、売掛債権

の減少、固定資産の償却等によるものです。負債の減少は未払費用、未払金等の減少によるものです。また、純

資産の減少は、保有有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少及び配当金の支払による剰余金

の減少等によるものです。 

  

3．連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表いたしました「平成21年3月期業績予想（連結・個

別）の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、平成20年10月30日に公表いたしました連結業績予想か

ら修正は行っておりません。 

  

4．その他 

（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） 

 該当事項はありません。 

  

（2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  



5．四半期連結財務諸表 
（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,298 49,550

受取手形及び売掛金 78,897 83,610

有価証券 33,083 36,051

商品 494 360

製品 1,323 1,192

原材料 425 459

仕掛品 380 426

貯蔵品 74 143

番組勘定 9,533 12,331

繰延税金資産 4,738 4,639

その他 10,300 10,338

貸倒引当金 △743 △762

流動資産合計 166,807 198,341

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 52,025 53,432

機械装置及び運搬具（純額） 16,340 18,370

工具、器具及び備品（純額） 2,534 2,687

土地 115,330 114,850

建設仮勘定 726 556

有形固定資産合計 186,957 189,897

無形固定資産 2,998 3,430

投資その他の資産   

投資有価証券 110,191 95,850

長期貸付金 4,425 4,078

長期預金 10,100 8,100

繰延税金資産 3,534 3,706

その他 9,892 9,216

貸倒引当金 △114 △114

投資その他の資産合計 138,030 120,838

固定資産合計 327,986 314,166

資産合計 494,794 512,507



（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,450 6,450

短期借入金 70 －

未払金 1,101 7,228

未払費用 50,742 53,795

未払法人税等 1,767 6,064

返品調整引当金 62 65

設備関係支払手形 1,207 836

その他 2,748 3,046

流動負債合計 66,150 77,487

固定負債   

繰延税金負債 10 11

退職給付引当金 5,936 5,767

役員退職慰労引当金 1,376 1,243

長期預り保証金 20,303 20,293

その他 31 34

固定負債合計 27,658 27,351

負債合計 93,808 104,839

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,575 18,575

資本剰余金 17,928 17,928

利益剰余金 366,068 369,909

自己株式 △9,951 △9,904

株主資本合計 392,620 396,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △618 2,411

為替換算調整勘定 △122 △19

評価・換算差額等合計 △740 2,392

少数株主持分 9,105 8,767

純資産合計 400,985 407,668

負債純資産合計 494,794 512,507



（2）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）

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
 至 平成20年9月30日) 

売上高 164,986

売上原価 126,821

売上総利益 38,164

販売費及び一般管理費  

代理店手数料 20,360

人件費 4,789

退職給付費用 245

役員退職慰労引当金繰入額 160

業務委託・外注要員費 1,279

水道光熱費 695

租税公課 1,261

減価償却費 643

諸経費 7,442

販売費及び一般管理費合計 36,878

営業利益 1,286

営業外収益  

受取利息 470

受取配当金 932

為替差益 11

投資事業組合運用益 327

その他 419

営業外収益合計 2,161

営業外費用  

支払利息 1

持分法による投資損失 48

投資事業組合運用損 83

その他 22

営業外費用合計 155

経常利益 3,292

特別利益  

固定資産売却益 2

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 11

特別利益合計 13

特別損失  

固定資産売却損 129

固定資産除却損 109

投資有価証券評価損 927

特別損失合計 1,166

税金等調整前四半期純利益 2,139

法人税等 3,001

少数株主利益 358

四半期純損失（△） △1,220



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（3）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（4）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第2四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

（注）1.事業区分は売上集計区分によっております。 

2.各事業区分に属する主要な販売品目 

  

  

  
テレビ放送 

事業 
文化事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  123,446  36,070  5,468  164,986  －  164,986

(2）

  

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 337  1,748  3,468  5,553 (5,553)  －

  計  123,784  37,818  8,936  170,539 (5,553)  164,986

 営業利益  5,423  2,319  775  8,518 (7,232)  1,286

事業区分 主要販売品目 

テレビ放送事業 テレビ放送時間の販売、番組の販売、スタジオ運用収入 

文化事業 映画、音楽、美術及びスポーツ事業収入、通信販売、出版物の販売、ＣＤ・ＤＶＤ等の販売 

その他の事業 不動産賃貸事業収入、ノベルティ商品の販売、ビルマネジメント収入、プロサッカー事業収入

（5）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。 



  

「参考資料」前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）    

  

科目 前中間連結会計期間
当第2四半期 
連結累計期間 

 増減  
  

Ⅰ 売上高  165,505  164,986  △519

Ⅱ 売上原価  117,121  126,821  9,699

売上総利益  48,383  38,164  △10,218

Ⅲ 販売費及び一般管理費  37,924  36,878  △1,046

営業利益  10,458  1,286  △9,172

Ⅳ 営業外収益  2,244  2,161  △82

受取利息  358  470  112

受取配当金  596  932  335

持分法による投資利益  712  －  △712

為替差益  31  11  △20

投資事業組合運用益  269  327  58

その他  276  419  143

Ⅴ 営業外費用  37  155  118

 支払利息  2  1  △0

 持分法による投資損失  －  48  48

 投資事業組合運用損  26  83  57

 その他  8  22  14

経常利益  12,665  3,292  △9,373

Ⅵ 特別利益  2,304  13  △2,290

 固定資産売却益  0  2  2

 投資有価証券売却益  2,170  0  △2,170

 貸倒引当金戻入額  8  11  2

 違約金収入  125  －  △125

Ⅶ 特別損失  6,984  1,166  △5,817

 固定資産売却損  24  129  104

 固定資産除却損  104  109  4

 投資有価証券評価損   6,462  927  △5,534

 その他  392  －  △392

税金等調整前四半期純利益  7,986  2,139  △5,846

法人税等  3,081  3,001  △80

少数株主利益  570  358  △211

四半期純利益（△損失）  4,333  △1,220  △5,554



（2）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間 

（単位：百万円）

  

  
テレビ放送 

事業 
文化事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  128,273  32,775  4,456  165,505  －  165,505

(2）

  

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 141  1,454  3,386  4,981 (4,981)  －

  計  128,414  34,229  7,843  170,487 (4,981)  165,505

 営業利益  12,596  3,337  1,257  17,191 (6,732)  10,458



  

「参考」四半期単体情報 

（1）単体経営成績（累計） 

  

  

（注1）単体経営成績（累計）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。 

（注2）21年3月期第2四半期の経営成績（累計）数値につきましては、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりま
す。 

  

  （％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 ％

21年3月期第2四半期  139,970     － △597  － 1,362  －  △1,905  －

20年3月期第2四半期  140,466 △0.5 6,537 △17.7 8,074  △19.3  2,050 △65.0

   総資産  純資産  

  百万円 百万円

21年3月期第2四半期 447,665 336,972

20年3月期第2四半期 441,293 347,418

（2）単体売上高の内訳（累計） 

          

科目 前中間会計期間 
当第2四半期 

増減 増減率 
累計期間 

  百万円 百万円 百万円 ％

 放送事業収入         

   放送収入 118,295 113,837 △ 4,457 △ 3.8

      タイム 66,216 66,745 528 0.8

      スポット 52,078 47,092 △ 4,985 △ 9.6

   番組販売収入 4,973 5,121 147 3.0

計 123,268 118,959 △4,309 △3.5

 事業収入 15,217 18,882 3,664 24.1

 その他の収入 1,979 2,128 148 7.5

合   計 140,466 139,970 △ 496 △ 0.4
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