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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 43,549 1.7 3,918 27.4 4,206 25.8 2,384 127.1
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

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

23年3月期第3四半期 53.05 ―

22年3月期第3四半期 23.33 ―

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

23年3月期第3四半期 104,803 53,640 50.7 1,181.00
22年3月期 101,663 52,540 51.2 1,157.20

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  53,084百万円 22年3月期  52,014百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

14.00 14.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 59,838 △1.8 4,336 14.9 4,743 16.2 2,270 74.4 50.50



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、四半期決算短信【添付資料】P.2「１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２.その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q 46,735,334株 22年3月期  46,735,334株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,786,662株 22年3月期  1,786,590株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 44,948,701株 22年3月期3Q  45,009,524株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高43,549百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益3,918百万円（前年同

期比27.4％増）、経常利益4,206百万円（前年同期比25.8％増）、四半期純利益2,384百万円（前年同期比127.1％

増）となりました。  

     主な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4.7％減の23,743百万円となり、営業利益は前年同期に比べ4.6％増の

4,396百万円となりました。ＣＭ制作部門及びプロモーション部門は減収となりましたが、コストの効率化により

増益となりました。ポストプロダクション部門は堅調に推移し増収、増益となりました。 

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9.4％増の8,466百万円となり、営業利益は前年同期に比べ1.9％減の

2,126百万円となりました。当期から株式会社囲碁将棋チャンネルの業績を取り込んだことにより増収となりまし

たが、関連チャンネルの編成強化のための費用が増加したため減益となりました。 

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20.5％増の8,653百万円となり、営業損失は1,468百万円（前年同期は

1,855百万円の損失）となりました。テレビ配給事業は売上が前年を上回り、営業損失が縮小しました。ライツ事

業はライセンス販売が好調に推移し増収となりましたが、アニメ映画「ＲＥＤ ＬＩＮＥ」などの劇場公開に伴う

費用が増加したため減益となりました。日本語版制作他は概ね堅調に推移しております。 

  

（注）上記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）連結財政状態に関する定性的情報 

キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会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6,679百万円増加し33,996百万円となりました。 

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、6,877百万円となりました。これは法人税等の支払1,658百万円等で資金

が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益3,838百万円、売上債権の減少3,584百万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、△699百万円となりました。これは定期預金の払戻による収入3,947百万

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4,212百万円及び貸付けによる支出375百万円等で資金が

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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、627百万円となりました。これは、短期借入金の返済による支出2,000百

万円、配当金の支払629百万円、長期借入金の返済による支出500百万円及びリース債務の返済による支出234百万

円等で資金が減少しましたが、短期借入れによる収入4,000百万円で資金が増加した結果であります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月11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。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日)

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,211,716 30,479,269

受取手形及び売掛金 16,120,273 19,856,151

有価証券 612,080 648,897

映像使用権 14,780,282 14,862,348

仕掛品 3,647,348 2,016,163

その他のたな卸資産 430,206 388,780

その他 3,774,931 4,349,673

貸倒引当金 △14,379 △27,957

流動資産合計 76,562,460 72,573,327

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,220,153 13,240,998

その他（純額） 6,511,196 6,794,912

有形固定資産合計 19,731,350 20,035,910

無形固定資産   

のれん 1,079,681 1,198,698

その他 264,700 318,641

無形固定資産合計 1,344,381 1,517,340

投資その他の資産   

投資有価証券 4,786,254 5,158,695

その他 2,588,172 5,262,963

貸倒引当金 △209,590 △2,876,531

投資損失引当金 － △7,999

投資その他の資産合計 7,164,837 7,537,127

固定資産合計 28,240,569 29,090,378

資産合計 104,803,030 101,663,705

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,412,324 18,634,241

短期借入金 24,580,000 23,080,000

未払法人税等 963,121 842,947

賞与引当金 288,770 626,516

その他 3,150,817 2,969,170

流動負債合計 48,395,033 46,152,875

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 570,941 612,841

役員退職慰労引当金 463,255 521,680
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

その他 1,233,261 1,336,057

固定負債合計 2,767,458 2,970,579

負債合計 51,162,491 49,123,454

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 50,711,177 48,955,928

自己株式 △1,728,041 △1,728,007

株主資本合計 55,200,171 53,444,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △315,936 △117,511

繰延ヘッジ損益 △85,638 △15,332

為替換算調整勘定 △1,714,239 △1,297,472

評価・換算差額等合計 △2,115,814 △1,430,316

少数株主持分 556,181 525,612

純資産合計 53,640,538 52,540,251

負債純資産合計 104,803,030 101,663,705
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 42,829,083 43,549,584

売上原価 33,151,285 33,175,145

売上総利益 9,677,798 10,374,439

販売費及び一般管理費 6,601,689 6,456,272

営業利益 3,076,108 3,918,167

営業外収益   

受取利息 108,480 76,098

受取配当金 48,158 30,660

持分法による投資利益 11,634 41,075

経営指導料 127,249 186,619

その他 170,016 120,146

営業外収益合計 465,539 454,600

営業外費用   

支払利息 186,053 142,251

その他 11,430 24,182

営業外費用合計 197,483 166,433

経常利益 3,344,164 4,206,334

特別利益   

固定資産売却益 － 1,820

投資有価証券売却益 55,110 18,315

受取和解金 8,059 －

投資有価証券清算益 15,759 －

特別利益合計 78,929 20,136

特別損失   

固定資産売却損 3,081 20,753

投資有価証券評価損 2,025 166,489

貸倒引当金繰入額 371,971 159,737

役員退職慰労金 585,727 －

その他 8,276 41,192

特別損失合計 971,082 388,172

税金等調整前四半期純利益 2,452,011 3,838,297

法人税等 1,284,187 1,413,836

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,424,461

少数株主利益 117,611 39,929

四半期純利益 1,050,212 2,384,531
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 2,452,011 3,838,297

減価償却費 522,565 537,124

のれん償却額 35,266 119,018

貸倒引当金の増減額（△は減少） 301,454 151,893

賞与引当金の増減額（△は減少） △396,020 △337,746

退職給付引当金の増減額（△は減少） △187,971 △41,899

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,933,499 △58,425

受取利息及び受取配当金 △156,639 △106,759

為替差損益（△は益） △19,298 35,862

支払利息 186,053 142,251

持分法による投資損益（△は益） △11,634 △41,075

投資有価証券売却損益（△は益） △55,110 △18,315

投資有価証券評価損益（△は益） － 166,489

売上債権の増減額（△は増加） 4,244,940 3,584,236

映像使用権の増減額（△は増加） △430,823 216,731

仕掛品の増減額（△は増加） △1,503,051 △1,630,124

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 6,641 △36,858

繰延消費税等の増減額（△は増加） △50,294 △41,912

前渡金の増減額（△は増加） △135,174 355,678

仕入債務の増減額（△は減少） △1,170,483 773,529

未払金の増減額（△は減少） 195,580 △109,858

未払消費税等の増減額（△は減少） △120,385 △159,157

前受金の増減額（△は減少） 972,068 718,815

その他 34,004 △89,458

小計 2,780,198 7,968,338

利息及び配当金の受取額 177,200 109,592

利息の支払額 △186,911 △142,764

移転費用の支払額 △17,935 －

その他 － 1,500

法人税等の支払額 △1,467,765 △1,658,376

法人税等の還付額 － 598,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,284,787 6,877,187
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 △6,414,496 △4,212,115

定期預金の払戻による収入 5,565,683 3,947,165

有形固定資産の取得による支出 △404,599 △100,985

有形固定資産の売却による収入 4,285 6,009

無形固定資産の取得による支出 △49,932 △7,110

投資有価証券の取得による支出 △50,093 △32,593

投資有価証券の売却による収入 156,600 34,069

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 △5,265

子会社の清算による収入 181,463 －

貸付けによる支出 △395,000 △375,000

貸付金の回収による収入 14,743 15,000

その他 1,750 31,487

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,274,030 △699,338

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 26,200,000 4,000,000

短期借入金の返済による支出 △25,200,000 △2,000,000

リース債務の返済による支出 △190,138 △234,156

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 △500,000

自己株式の取得による支出 △69,962 △33

配当金の支払額 △630,965 △629,282

少数株主への配当金の支払額 △11,232 △9,360

財務活動によるキャッシュ・フロー 97,702 627,167

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,387 △125,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △877,154 6,679,193

現金及び現金同等物の期首残高 28,832,051 27,316,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,954,897 33,996,009
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 該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報等） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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

(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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第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） 

 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。  

  

〔海外売上高〕 

 前第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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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
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〔セグメント情報〕 

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、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「制作関連事業」、「放送関連事業」、

「映像関連事業」及び「物販事業」の４つを報告セグメントとしております。 

「制作関連事業」は、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を、「放送関連事業」は、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を、「映像関連事業」は、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、版権事業等を、「物販事業」は、スーパーマーケットの運営、映像用テープの販売等

をそれぞれ営んでおります。 

２．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 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12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、教育事業等を含んでおりま  

す。 

   ２．セグメント利益の調整額△1,436,041千円には、セグメント間取引消去△39,450千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△1,396,591千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない販売費及び一般管理費であります。 

   ３．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。 

  

３．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。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結累計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他

（注）１ 
合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 
制作関連

事業 
放送関連 
事業 

映像関連

事業 
物販事業 計

売上高             

外部顧客への売上高 22,528,678  7,979,101  8,246,274  4,633,918  43,387,973  161,610  43,549,584 －  43,549,584

セグメント間の内部

売上高又は振替高  1,215,087  487,118  407,436  655,857  2,765,500 65,499  2,830,999 △2,830,999 － 

計 23,743,766  8,466,220  8,653,711  5,289,776  46,153,474 227,109  46,380,584 △2,830,999  43,549,584

セグメント利益又は損失

（△） 
 4,396,409  2,126,984 △1,468,048  221,289  5,276,635 77,574  5,354,209 △1,436,041 3,918,167

（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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