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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 42,829 △13.6 3,076 △31.2 3,344 △23.6 1,050 45.0
21年3月期第3四半期 49,586 ― 4,470 ― 4,374 ― 724 ―

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

22年3月期第3四半期 23.33 ―

21年3月期第3四半期 15.87 ―

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

22年3月期第3四半期 105,160 52,070 49.0 1,146.44
21年3月期 105,784 51,685 48.4 1,137.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  51,531百万円 21年3月期  51,252百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

14.00 14.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 62,552 △8.2 4,041 △38.2 4,423 △30.8 1,547 4.3 34.40
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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、４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） 

(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 

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当たっての注意事項等について
は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 46,735,334株 21年3月期  46,735,334株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,786,566株 21年3月期  1,666,366株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 45,009,524株 21年3月期第3四半期 45,655,094株
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 当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高42,829百万円（前年同期比13.6％減）、営業利益3,076百万円（前年

同期比31.2％減）、経常利益3,344百万円（前年同期比23.6％減）となりました。また、前第３四半期連結累計期間

はたな卸資産評価損を特別損失として計上しましたが、当第３四半期連結累計期間はその計上がなく、四半期純利益

は1,050百万円（前年同期比45.0％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

（１）制作関連事業 

制作関連事業の売上高は、前年同期に比べ20.0％減の24,906百万円となり、営業利益は前年同期に比べ17.4％減

の4,202百万円となりました。広告市場低迷の影響を受け、ＣＭ制作部門及びセールスプロモーション部門が減

収、減益となりました。ポストプロダクション部門は、ＣＧ制作、３Ｄ立体映像制作および映画、ＣＭ等の撮影の

受注が伸長し、ＣＭ編集等の売上減少を補い、売上は前年同期を若干上回りましたが、ＨＤ化投資にかかるリース

料などの負担増により減益となりました。 

（２）放送関連事業 

 放送関連事業の売上高は、前年同期に比べ1.8％減の7,736百万円となり、営業利益は前年同期に比べ3.4％増の

2,167百万円となりました。関連チャンネルの受託業務、番組販売等が堅調に推移いたしました。なお「囲碁・将

棋チャンネル」を運営するサテライトカルチャージャパン株式会社を平成21年12月に株式取得により連結子会社と

しましたが、当第３四半期連結累計期間において損益に与える影響はありません。 

（３）映像関連事業 

映像関連事業の売上高は、前年同期に比べ3.0％増の7,181百万円となり、営業損失は1,855百万円（前年同期は

1,171百万円の損失）となりました。テレビ配給事業においては、当期は「トランスフォーマー」など大型作品の

販売があり増収となりました。一方、その他作品の映像使用権償却額が前年同期を上回ったため、営業損失は増加

しました。ライツ事業および日本語版制作他は堅調に推移しました。 

（４）物販事業 

 物販事業の売上高は、前年同期に比べ9.4％減の5,392百万円となり、営業利益は前年同期に比べ9.5％減の151百

万円となりました。テープ販売部門およびインテリア部門の販売不振により減収、減益となりました。  

（５）その他事業 

 教育事業等の売上高は、前年同期に比べ2.4％増の224百万円となり、営業利益は前年同期に比べ22.4％増の76百

万円となりました。教育事業は生徒数が若干減少し、減収となりましたが、スタジオ賃貸等の付帯事業が増収とな

りました。加えて費用の効率化により増益となりました。  

（注）１．上記事業の種類別セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んだ金額を記載しております。 

２．第１四半期連結会計期間から事業内容をより明確化するため、「衛星放送関連事業」を「放送関連事業」

に名称変更しております。この名称変更に伴う事業内容及び組織等の変更はございません。 

キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ877百万円減少し27,954百万円となりました。 

 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1,284百万円となりました。これは役員退職慰労引当金の減少1,933百万円、

仕掛品の増加1,503百万円及び法人税等の支払1,467百万円等で資金が減少しましたが、売上債権の減少4,244百万円

及び税金等調整前四半期純利益2,452百万円等で資金が増加した結果であります。 

（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、△2,274百万円となりました。これは定期預金の払戻による収入5,565百万

円等で資金が増加しましたが、定期預金の預入による支出6,414百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の

取得による支出884百万円等で資金が減少した結果であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 財務活動によるキャッシュ・フローは、97百万円となりました。これは、短期借入金の返済による支出25,200百万

円及び配当金の支払630百万円等で資金が減少しましたが、短期借入れによる収入26,200百万円等で資金が増加した

結果であります。 

平成22年３月期の通期見通し（連結・個別）につきまして、平成21年11月12日発表の通期の業績予想に変更はあり

ません。 

  

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいて作成しており、実

際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

 該当事項はありません。 

  

 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３四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。  

 該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,423,259 31,768,477

受取手形及び売掛金 18,059,072 22,178,728

有価証券 695,995 409,629

映像使用権 17,130,903 16,700,079

仕掛品 3,923,454 2,392,082

その他のたな卸資産 445,126 407,080

その他 3,897,504 3,544,817

貸倒引当金 △36,519 △43,701

流動資産合計 75,538,795 77,357,193

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,236,240 13,238,304

その他（純額） 6,874,923 6,493,929

有形固定資産合計 20,111,163 19,732,233

無形固定資産   

のれん 1,210,454 129,044

その他 346,658 355,063

無形固定資産合計 1,557,113 484,108

投資その他の資産   

投資有価証券 4,937,156 5,143,792

その他 5,795,539 5,537,362

貸倒引当金 △2,771,428 △2,462,175

投資損失引当金 △7,999 △7,999

投資その他の資産合計 7,953,268 8,210,979

固定資産合計 29,621,545 28,427,321

資産合計 105,160,340 105,784,514

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,372,743 19,434,607

短期借入金 27,000,000 26,000,000

未払法人税等 548,022 651,743

賞与引当金 300,006 696,027

その他 3,830,003 2,686,076

流動負債合計 50,050,776 49,468,453

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 676,187 844,604

役員退職慰労引当金 500,519 2,434,018
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

その他 1,362,500 852,378

固定負債合計 3,039,207 4,631,001

負債合計 53,089,983 54,099,455

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,487,183 2,487,183

資本剰余金 3,729,851 3,729,851

利益剰余金 48,704,771 48,285,525

自己株式 △1,727,996 △1,658,280

株主資本合計 53,193,809 52,844,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △223,299 △311,486

繰延ヘッジ損益 △46,618 68,369

為替換算調整勘定 △1,392,737 △1,348,925

評価・換算差額等合計 △1,662,654 △1,592,042

少数株主持分 539,202 432,822

純資産合計 52,070,357 51,685,059

負債純資産合計 105,160,340 105,784,514
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 49,586,256 42,829,083

売上原価 37,659,418 33,151,285

売上総利益 11,926,837 9,677,798

販売費及び一般管理費 7,456,636 6,601,689

営業利益 4,470,201 3,076,108

営業外収益   

受取利息 210,064 108,480

受取配当金 67,092 48,158

持分法による投資利益 － 11,634

経営指導料 96,182 127,249

その他 136,091 170,016

営業外収益合計 509,430 465,539

営業外費用   

支払利息 344,072 186,053

持分法による投資損失 98,219 －

シンジケートローン手数料 150,000 －

その他 12,616 11,430

営業外費用合計 604,909 197,483

経常利益 4,374,722 3,344,164

特別利益   

固定資産売却益 1,808 －

投資有価証券売却益 54 55,110

受取和解金 238,095 8,059

投資有価証券清算益 － 15,759

特別利益合計 239,957 78,929

特別損失   

たな卸資産評価損 2,539,304 －

固定資産売却損 1,472 3,081

投資有価証券売却損 363,781 －

投資有価証券評価損 618,745 2,025

貸倒引当金繰入額 406,152 371,971

役員退職慰労金 － 585,727

その他 89,741 8,276

特別損失合計 4,019,198 971,082

税金等調整前四半期純利益 595,482 2,452,011

法人税等 △221,105 1,284,187

少数株主利益 92,222 117,611

四半期純利益 724,365 1,050,212
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 595,482 2,452,011

減価償却費 421,959 522,565

のれん償却額 28,266 35,266

貸倒引当金の増減額（△は減少） 475,329 301,454

賞与引当金の増減額（△は減少） △412,309 △396,020

退職給付引当金の増減額（△は減少） △110,286 △187,971

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 83,234 △1,933,499

受取利息及び受取配当金 △277,156 △156,639

為替差損益（△は益） 72,582 △19,298

支払利息 344,072 186,053

持分法による投資損益（△は益） 98,219 △11,634

投資有価証券売却損益（△は益） 363,727 △55,110

投資有価証券評価損益（△は益） 618,745 －

移転費用 71,232 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,700,783 4,244,940

映像使用権の増減額（△は増加） 848,064 △430,823

仕掛品の増減額（△は増加） △503,812 △1,503,051

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △21,754 6,641

繰延消費税等の増減額（△は増加） △180,648 △50,294

前渡金の増減額（△は増加） △115,614 △135,174

仕入債務の増減額（△は減少） △3,694,434 △1,170,483

未払金の増減額（△は減少） － 195,580

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,624 △120,385

前受金の増減額（△は減少） △105,756 972,068

その他 △198,699 34,004

小計 6,037,603 2,780,198

利息及び配当金の受取額 316,962 177,200

利息の支払額 △329,196 △186,911

移転費用の支払額 △50,529 △17,935

法人税等の支払額 △3,397,827 △1,467,765

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,577,012 1,284,787
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 △3,524,048 △6,414,496

定期預金の払戻による収入 3,136,794 5,565,683

有形固定資産の取得による支出 △581,102 △404,599

有形固定資産の売却による収入 5,816 4,285

無形固定資産の取得による支出 △64,128 △49,932

投資有価証券の取得による支出 △777,386 △50,093

投資有価証券の売却による収入 314,150 156,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得によ
る支出

－ △884,436

子会社の清算による収入 － 181,463

貸付けによる支出 △1,688,762 △395,000

貸付金の回収による収入 10,000 14,743

その他 △4,706 1,750

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,173,373 △2,274,030

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 51,336,650 26,200,000

短期借入金の返済による支出 △57,128,274 △25,200,000

リース債務の返済による支出 △48,838 △190,138

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 － △500,000

自己株式の処分による収入 83,435 －

自己株式の取得による支出 △162,279 △69,962

配当金の支払額 △638,429 △630,965

少数株主への配当金の支払額 － △11,232

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,557,735 97,702

現金及び現金同等物に係る換算差額 △207,952 14,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,362,049 △877,154

現金及び現金同等物の期首残高 33,037,601 28,832,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,675,552 27,954,897
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

販売市場及び販売品目の類似性に基づいて区分しております。 

   ２．各事業の主な内容 

(1）制作関連事業   ＣＭ、テレビ番組及び映画制作、販売促進物の制作及びイベント・展示会等の設計・ 

施工等、ポストプロダクション業務等  

(2）放送関連事業   ＣＳ・ＢＳチャンネルの運営、映像コンテンツの制作・販売、放送関連業務の受託等 

                      第１四半期連結会計期間から事業内容をより明確化するため、「衛星放送関連事業」を

「放送関連事業」に名称変更しております。この名称変更に伴う事業内容及び組織等の

変更はございません。 

(3）映像関連事業   映像コンテンツの仕入、販売及び編集、劇場公開作品配給、映像コンテンツへの共同出

資、版権事業等 

(4）物販事業     スーパーマーケットの運営、映像用テープの販売等 

(5）その他事業    教育事業等 

 ３．会計処理の方法の変更 

   前第３四半期連結累計期間 

   （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

         第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

    ５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が制作関連事業

    で1,724千円、映像関連事業で629,131千円それぞれ減少しております。  

   （リース取引に関する会計基準等） 

         第１四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

    （企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正）)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」 

    （企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

    月30日改正）)を適用しております。これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益に与える影響額は軽 

    微であります。 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
制作関連事
業（千円） 

衛星放送関連

事業（千円） 
映像関連事
業（千円） 

物販事業
（千円） 

その他事業
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結

（千円） 

 売上高                                           

(1）外部顧客に対する売上

高  
 30,099,385 7,592,888 6,532,526 5,194,583 166,873  49,586,256 － 49,586,256

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,036,169 284,846 442,426 757,941 52,638  2,574,022 (2,574,022) －

計  31,135,555 7,877,734 6,974,952 5,952,524 219,511  52,160,279 (2,574,022) 49,586,256

 営業利益（△損失）  5,089,743 2,095,805 △1,171,324 167,093 62,766  6,244,083 (1,773,882) 4,470,201

  
制作関連事
業（千円） 

放送関連事
業（千円） 

映像関連事
業（千円） 

物販事業
（千円） 

その他事業
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結

（千円） 

 売上高                                           

(1）外部顧客に対する売上

高  
 23,795,439 7,445,283 6,698,870 4,727,880 161,609  42,829,083 － 42,829,083

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,111,336 291,628 482,175 664,898 63,073  2,613,111 (2,613,111) －

計  24,906,775 7,736,911 7,181,045 5,392,779 224,683  45,442,195 (2,613,111) 42,829,083

 営業利益（△損失）  4,202,810 2,167,354 △1,855,858 151,165 76,805  4,742,276 (1,666,168) 3,076,108

〔所在地別セグメント情報〕
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 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高の合計は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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