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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 70,022 △3.9 5,527 △32.1 7,521 △39.6 4,630 △37.0

23年3月期第1四半期 72,854 5.5 8,146 72.6 12,461 105.1 7,353 89.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 5,103百万円 （51.3％） 23年3月期第1四半期 3,372百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 189.17 ―

23年3月期第1四半期 300.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 513,013 427,731 81.7
23年3月期 528,398 427,496 79.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  419,126百万円 23年3月期  418,945百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

当期の配当（予想）は下限を記載しています。最終的には、長期的な事業発展に留意しつつ、業績を反映し、安定的な配当を行うことを基本方針としています。 

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

23年3月期 ― 90.00 ― 200.00 290.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 90.00 ― 90.00 180.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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) 141,300 △2.5 7,700 △34.2 10,300 △40.2 5,000 △45.9 204.25
通期 297,000 △0.3 27,200 △14.1 31,500 △18.6 17,000 △19.2 694.45



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、添付資料P.3「1．当四半期決算に関する定性的情報 （2）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
当社は平成23年8月3日(水)に機関投資家・アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算補足説明資料については、開催後当
社ホームページに掲載する予定です。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 25,364,548 株 23年3月期 25,364,548 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 884,746 株 23年3月期 884,738 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 24,479,805 株 23年3月期1Q 24,484,781 株



（参考）個別業績予想 

平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）  

（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 (注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有 

  

  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) 123,500 △2.2 5,800 △36.4 7,300 △45.9  3,000 △56.3 121 13

通期 259,500 0.6 22,900 △15.6 24,900 △23.5  12,600 △23.5 508 76
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（1）連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23年6月30日）の我が国経済は、平成23年3月11日に発生した

東日本大震災やこれに続く原子力災害に起因する電力供給の制約の影響を受け、企業の生産活動や設備投資、個人

消費が総じて低調に推移しました。また、物価は緩やかなデフレ傾向にあり、雇用情勢は依然として厳しい状況が

続きました。 

こうした経済環境を受け、広告市況全般に低迷が続いております。 

このような状況の中、当第1四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、主たる事業であるコン

テンツビジネス事業におきましてテレビ広告収入が低調に推移し、前年同四半期に比べ28億3千2百万円

（△3.9％）減収の700億2千2百万円となりました。売上原価と販売費及び一般管理費を合わせた営業費用は、テレ

ビ広告収入の減少に伴う代理店手数料の減少があった一方で、大型映画の公開に係る費用があり、前年同四半期に

比べ2億1千3百万円（△0.3％）減少の644億9千4百万円となりました。この結果、営業利益は前年同四半期に比べ

26億1千9百万円（△32.1％）減益の55億2千7百万円となりました。経常利益につきましては、営業外収益において

前年同四半期に多額の投資事業組合運用益を計上した反動減などにより、49億3千9百万円（△39.6％）減益の75億

2千1百万円となりました。また、四半期純利益は27億2千2百万円（△37.0％）減益の46億3千万円となりました。 

  

（売上高の概況）  

 コンテンツビジネス事業：テレビ広告収入のうちタイム収入につきましては、レギュラー番組枠での収入の増加

があったものの、前年同四半期に「2010FIFAワールドカップ 南アフリカ大会」などの大型単発番組による収入が

あったことの反動減などにより、前年同四半期に比べ11億9千3百万円（△4.5％）減収の251億8千9百万円となりま

した。スポット収入につきましては、在京キー局間における当社のシェアが大きく伸びたものの、市況の低迷を受

け、スポット広告費の地区投下量が減少したため、前年同四半期に比べ19億5千1百万円（△7.5％）減収の241億8

千5百万円となりました。このほか、興行収入において大型映画の公開があったことなどにより、コンテンツビジ

ネス事業の売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含め、前年同四半期に比べ28億3千7百万円

（△4.0％）減収の688億6百万円となりました。 

不動産賃貸事業：汐留及び麹町地区のテナント賃貸収入を始めとする不動産賃貸収入につきましては順調に推

移しました。この結果、不動産賃貸事業の売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含め、前年同四半期

に比べ2億3百万円（+12.2％）増収の18億6千5百万円となりました。 

  その他の事業：番組関連グッズショップ「日テレ屋」を始めとする店舗運営などからの物品販売収入につきまし

ては、東日本大震災の影響により大幅に落ち込みました。この結果、その他の事業の売上高は、セグメント間の内

部売上高又は振替高を含め、前年同四半期に比べ1億3千3百万円（△21.9％）減収の4億7千3百万円となりました。

  

1．当四半期決算に関する定性的情報



（2）連結業績予想に関する定性的情報 

 売上高につきましては、東日本大震災の影響が当初の想定より限定的なものと見込まれることから、第2四半期

累計期間及び通期において、連結、個別ともに前回発表予想を上回る見込みです。 

 この結果、第2四半期累計期間及び通期の営業利益、経常利益及び当期純利益につきましても、連結、個別とも

に平成23年5月12日に決算短信で公表した予想を上方修正しております。 

 なお、配当予想につきましては、予想に変更はございません。 

  

①連結業績予想の修正 

 平成24年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

  

 平成24年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

  

②個別業績予想の修正 

 平成24年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

  

 平成24年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24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

前回発表予想（Ａ）  139,500  6,600  9,100  4,600  187 91 

今回修正予想（Ｂ）    141,300  7,700  10,300  5,000  204 25 

増減額（Ｂ－Ａ）  1,800  1,100  1,200  400 －   

増減率（％）  1.3  16.7  13.2  8.7 －   

前期実績  144,972  11,703  17,223  9,236  377 23 

  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

前回発表予想（Ａ）  293,000  25,200  29,200  15,800  645 43 

今回修正予想（Ｂ）  297,000  27,200    31,500    17,000    694 45 

増減額（Ｂ－Ａ）  4,000  2,000  2,300  1,200 －   

増減率（％）  1.4  7.9  7.9  7.6 －   

前期実績  297,894  31,670  38,702  21,048  859 69 

  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

前回発表予想（Ａ）  120,500  4,500  5,900  2,400  96 91 

今回修正予想（Ｂ）    123,500  5,800  7,300  3,000  121 13 

増減額（Ｂ－Ａ）  3,000  1,300  1,400  600 －   

増減率（％）  2.5  28.9  23.7  25.0 －   

前期実績  126,321  9,116  13,483  6,865  277 20 

  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

前回発表予想（Ａ）  255,400  20,800  22,700  11,600  468 39 

今回修正予想（Ｂ）  259,500  22,900    24,900    12,600    508 76 

増減額（Ｂ－Ａ）  4,100  2,100  2,200  1,000 －   

増減率（％）  1.6  10.1  9.7  8.6 －   

前期実績  258,058  27,137  32,542  16,467  664 92 



（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。  

  

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第1四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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

  

2．サマリー情報（その他）に関する事項



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23年3月31日) 

当第1四半期連結会計期間 
(平成23年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,990 16,204

受取手形及び売掛金 75,183 67,697

有価証券 39,172 35,668

たな卸資産 4,177 3,553

番組勘定 7,580 7,646

繰延税金資産 4,836 4,870

その他 9,733 10,762

貸倒引当金 △773 △779

流動資産合計 156,899 145,624

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 46,150 45,613

機械装置及び運搬具（純額） 9,875 9,259

工具、器具及び備品（純額） 1,955 1,930

土地 138,632 138,633

リース資産（純額） 16 14

建設仮勘定 448 423

有形固定資産合計 197,080 195,875

無形固定資産 2,472 2,518

投資その他の資産   

投資有価証券 148,647 145,676

長期貸付金 5,055 5,025

長期預金 8,000 8,000

繰延税金資産 1,898 1,893

その他 8,416 8,471

貸倒引当金 △72 △72

投資その他の資産合計 171,946 168,994

固定資産合計 371,498 367,389

資産合計 528,398 513,013



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年3月31日) 

当第1四半期連結会計期間 
(平成23年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,230 5,391

短期借入金 740 764

未払金 6,571 2,032

未払費用 43,335 38,456

未払法人税等 10,810 2,761

返品調整引当金 58 57

その他 3,741 5,113

流動負債合計 70,487 54,578

固定負債   

繰延税金負債 2,426 2,798

退職給付引当金 6,481 6,545

役員退職慰労引当金 124 109

長期預り保証金 20,217 20,217

その他 1,163 1,032

固定負債合計 30,414 30,703

負債合計 100,902 85,281

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 398,373 398,156

自己株式 △12,090 △12,090

株主資本合計 422,787 422,570

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,364 △2,978

為替換算調整勘定 △476 △465

その他の包括利益累計額合計 △3,841 △3,444

少数株主持分 8,550 8,605

純資産合計 427,496 427,731

負債純資産合計 528,398 513,013



（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1四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間 
(自 平成22年4月 1日 
 至 平成22年6月30日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年6月30日) 

売上高 72,854 70,022

売上原価 48,869 48,829

売上総利益 23,985 21,193

販売費及び一般管理費 15,838 15,665

営業利益 8,146 5,527

営業外収益   

受取利息 213 298

受取配当金 872 814

持分法による投資利益 597 755

為替差益 0 15

投資事業組合運用益 2,617 78

その他 84 74

営業外収益合計 4,385 2,036

営業外費用   

支払利息 1 1

投資事業組合運用損 62 33

その他 7 8

営業外費用合計 71 42

経常利益 12,461 7,521

特別利益   

貸倒引当金戻入額 22 －

固定資産売却益 0 4

特別利益合計 22 4

特別損失   

固定資産売却損 0 3

固定資産除却損 33 44

投資有価証券評価損 39 13

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 279 －

特別損失合計 352 61

税金等調整前四半期純利益 12,131 7,465

法人税等 4,815 2,760

少数株主損益調整前四半期純利益 7,316 4,705

少数株主利益又は少数株主損失（△） △36 74

四半期純利益 7,353 4,630



（四半期連結包括利益計算書） 
（第1四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間 
(自 平成22年4月 1日 
 至 平成22年6月30日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成23年4月 1日 
 至 平成23年6月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,316 4,705

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,721 453

為替換算調整勘定 8 15

持分法適用会社に対する持分相当額 △230 △70

その他の包括利益合計 △3,943 397

四半期包括利益 3,372 5,103

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,411 5,028

少数株主に係る四半期包括利益 △38 75



  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1四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日） 

（単位：百万円）

(注)1.セグメント間取引消去によるものです。  

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一致しております。 

3.各セグメントの主な事業内容は以下のとおりです。 

   

<製品及びサービスごとの情報> 

（単位：百万円）

  

  

  

（3）継続企業の前提に関する注記

（4）セグメント情報等

  

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) 

コンテンツ
ビジネス事業

不動産
賃貸事業 

その他
の事業 

計  

売上高          

外部顧客への売上高  71,575  865 414  72,854 －  72,854

セグメント間の内部売上高
又は振替高  68  796 191  1,057  (1,057) － 

計  71,644  1,662 606  73,912  (1,057)  72,854

セグメント利益  7,703  430 13  8,146 －  8,146

 事業区分  主な事業内容 

 コンテンツビジネス事業 
テレビ広告枠の販売、映像・音楽等のロイヤリティ収入、ＣＤ・ＤＶＤ/ＢＤ・出版物等

の販売、通信販売、映画事業、イベント・美術展事業 

 不動産賃貸事業 不動産の賃貸、ビルマネジメント 

 その他の事業 店舗運営 他 

外部顧客への売上高 
コンテンツ
ビジネス事業 

不動産賃貸事業 その他の事業 合計

  

テレビ広告収入 

  

タイム   26,383 － －  26,383

スポット   26,136 － －  26,136

計   52,519 － －  52,519

その他の広告収入  132 － －  132

コンテンツ販売収入  8,869 － －  8,869

物品販売収入  7,370 －    366  7,736

興行収入  1,331 － －  1,331

不動産賃貸収入 －  622 －  622

その他の収入  1,351  242  48  1,642

合   計  71,575  865  414  72,854



当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日） 

（単位：百万円）

(注)1.セグメント間取引消去によるものです。  

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一致しております。 

3.各セグメントの主な事業内容は以下のとおりです。 

   

<製品及びサービスごとの情報> 

（単位：百万円）

  

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

   

  

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) 

コンテンツ
ビジネス事業

不動産
賃貸事業 

その他
の事業 

計  

売上高          

外部顧客への売上高  68,782  1,027 212  70,022 －  70,022

セグメント間の内部売上高
又は振替高  24  837 260  1,122  (1,122) － 

計  68,806  1,865 473  71,145  (1,122)  70,022

セグメント利益又は損失(△)  5,166  427 △66  5,527 －  5,527

 事業区分  主な事業内容 

 コンテンツビジネス事業 
テレビ広告枠の販売、映像・音楽等のロイヤリティ収入、ＣＤ・ＤＶＤ/ＢＤ・出版物等

の販売、通信販売、映画事業、イベント・美術展事業 

 不動産賃貸事業 不動産の賃貸、ビルマネジメント 

 その他の事業 店舗運営 他 

外部顧客への売上高 
コンテンツ
ビジネス事業 

不動産賃貸事業 その他の事業 合計

  

テレビ広告収入 

  

タイム   25,189 － －  25,189

スポット   24,185 － －  24,185

計   49,374 － －  49,374

その他の広告収入  109 － －  109

コンテンツ販売収入  8,179 － －  8,179

物品販売収入  7,581 －    191  7,773

興行収入  2,589 － －  2,589

不動産賃貸収入 －  679 －  679

その他の収入  947  348  21  1,317

合   計  68,782  1,027  212  70,022

（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



 平成24年3月期第1四半期の個別業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

  

  

(注)個別経営成績（累計）・個別財政状態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．補足情報

  （1）個別経営成績（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 ％

24年3月期第1四半期  61,309 △3.1 4,770 △33.9 6,045  △44.5 3,593 △42.5

23年3月期第1四半期  63,244 2.4 7,212 32.9 10,885  65.2 6,247 53.0

  （2）個別財政状態 

   総資産  純資産  

  百万円 百万円

24年3月期第1四半期 473,409 353,327

23年3月期 489,879 354,130
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