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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 13,819 1.9 1,765 6.9 1,912 8.7 1,057 8.8
23年3月期第1四半期 13,567 △7.8 1,651 11.5 1,758 8.3 971 29.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,184百万円 （36.9％） 23年3月期第1四半期 865百万円 （―％）

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 23.52 ―

23年3月期第1四半期 21.62 ―

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 105,976 51,957 48.5
23年3月期 105,172 51,537 48.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  51,367百万円 23年3月期  50,977百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 17.00 17.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 14.00 14.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 27,168 △2.2 1,939 △2.3 2,066 △4.8 967 △17.4 21.52
通期 56,417 △6.9 3,823 △18.6 4,100 △19.4 1,706 278.3 37.96



(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、【添付資
料】Ｐ.２「１．当四半期決算関する定性的情報（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

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 46,735,334 株 23年3月期 46,735,334 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,786,662 株 23年3月期 1,786,662 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 44,948,672 株 23年3月期1Q 44,948,743 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高13,819百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益1,765百万円（前年

同期比6.9％増）、経常利益1,912百万円（前年同期比8.7％増）、四半期純利益1,057百万円（前年同期比8.8％増）

となりました。 

  

    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2.4％増の7,938百万円となり、営業利益は前年同期に比べ2.7％減の

1,532百万円となりました。ＣＭ制作部門は、広告市場縮小の影響を受けたものの、震災のため前期から繰り越さ

れた案件が当期に計上されたため、売上高は前年を上回りました。利益面では、販管費を中心に費用削減に努めた

ものの、震災後の広告市場の厳しいコスト環境のため、減益となりました。プロモーション部門は震災の影響によ

るイベント、キャンペーン等の自粛や規模縮小により減収減益となりました。ポストプロダクション部門はＣＧ関

連映像の受注が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11.8％増の2,992百万円となり、営業利益は前年同期に比べ26.1％増

の811百万円となりました。当第１四半期は株式会社ザ・シネマの連結子会社化による業績の取り込みにより、増

収となりました。利益につきましては、業務受託が堅調に推移したことに加え、関連チャンネルの費用が後ろ倒し

になったため、増益となりました。 

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10.9％増の2,353百万円となり、営業損失は141百万円（前年同期は

166百万円の損失）となりました。テレビ配給事業の売上高は概ね前期並みに推移しましたが、映像使用権償却費

が減少し、営業損失は縮小しました。ライツ事業はライセンス関連の販売が伸び、増収となりましたが、映画「Ｓ

ＯＭＥＷＨＥＲＥ」、「テンペスト」の劇場公開に伴う費用の発生により減益となりました。日本語版制作他は劇

場用映画、テレビ用ドラマの吹替業務等が堅調に推移し増収増益となりました。 

④ 物販事業 

 物販事業の売上高は、前年同期に比べ16.6％減の1,471百万円となり、営業利益は前年同期に比べ48.5％減の35

百万円となりました。スーパー部門において震災後の消費低迷による影響があったことや、テープ販売部門におい

て震災により一部商品の仕入が滞り、販売に支障が生じたため、減収減益となりました。 

（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 

（資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、105,976百万円であり、前連結会計年度末に比べ804百万

円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金の増加484百万円、受取手形及び売掛金の減少1,798百万円

及び映像使用権の増加2,002百万円等であります。 

（負債） 

  当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、54,019百万円であり、前連結会計年度末に比べ384百万

円増加いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加633百万円及び短期借入金の増加1,000百万

円、未払法人税等の減少1,821百万円、前受金の増加541百万円等であります。 

（純資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、51,957百万円であり、前連結会計年度末に比べ419百

万円増加いたしました。この主な要因は、四半期純利益の計上1,057百万円、配当金の支払764百万円による利益

剰余金の増加293百万円等であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月19日発表の第２四半期及び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条件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．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。 

  

（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
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 40,125,851 40,610,481

受取手形及び売掛金 17,496,632 15,697,856

有価証券 569,551 569,617

映像使用権 9,183,360 11,185,887

仕掛品 3,306,701 3,538,554

その他のたな卸資産 439,442 414,553

その他 5,986,096 6,253,952

貸倒引当金 △13,542 △12,438

流動資産合計 77,094,093 78,258,466

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,214,287 13,218,466

その他（純額） 6,475,079 6,344,098

有形固定資産合計 19,689,367 19,562,564

無形固定資産   

のれん 1,040,009 1,008,592

その他 248,759 241,590

無形固定資産合計 1,288,768 1,250,182

投資その他の資産   

投資有価証券 4,673,241 4,633,830

その他 2,641,501 2,484,631

貸倒引当金 △214,753 △213,082

投資その他の資産合計 7,099,988 6,905,379

固定資産合計 28,078,124 27,718,126

資産合計 105,172,218 105,976,593

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,753,368 20,386,650

短期借入金 24,860,000 25,860,000

未払法人税等 2,461,186 640,106

賞与引当金 603,369 301,732

その他 3,145,466 4,100,453

流動負債合計 50,823,392 51,288,942

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 584,562 595,398

役員退職慰労引当金 476,922 462,435

その他 1,249,794 1,172,281
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（単位：千円）

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) 

固定負債合計 2,811,279 2,730,115

負債合計 53,634,671 54,019,058

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 48,777,655 49,070,904

自己株式 △1,728,041 △1,728,041

株主資本合計 53,266,648 53,559,897

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △390,007 △444,849

繰延ヘッジ損益 △67,263 －

為替換算調整勘定 △1,831,566 △1,747,908

その他の包括利益累計額合計 △2,288,837 △2,192,758

少数株主持分 559,734 590,395

純資産合計 51,537,546 51,957,535

負債純資産合計 105,172,218 105,976,593
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 13,567,079 13,819,321

売上原価 9,637,059 10,041,593

売上総利益 3,930,020 3,777,728

販売費及び一般管理費 2,278,584 2,011,742

営業利益 1,651,435 1,765,985

営業外収益   

受取利息 25,622 8,896

受取配当金 15,018 27,154

持分法による投資利益 8,141 93,810

経営指導料 60,411 34,307

その他 51,036 35,140

営業外収益合計 160,229 199,308

営業外費用   

支払利息 48,202 47,479

その他 4,828 5,609

営業外費用合計 53,031 53,088

経常利益 1,758,634 1,912,205

特別利益   

固定資産売却益 677 －

投資有価証券売却益 18,315 －

特別利益合計 18,993 －

特別損失   

災害による損失 － 14,600

投資有価証券評価損 102,490 －

貸倒引当金繰入額 36,541 －

その他 38,512 －

特別損失合計 177,544 14,600

税金等調整前四半期純利益 1,600,083 1,897,605

法人税等 605,493 809,568

少数株主損益調整前四半期純利益 994,590 1,088,037

少数株主利益 22,731 30,660

四半期純利益 971,858 1,057,376
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（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：千円）

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 994,590 1,088,037

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △162,424 △54,841

繰延ヘッジ損益 △14,509 67,263

為替換算調整勘定 46,313 81,400

持分法適用会社に対する持分相当額 1,275 2,257

その他の包括利益合計 △129,345 96,079

四半期包括利益 865,244 1,184,116

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 842,513 1,153,455

少数株主に係る四半期包括利益 22,731 30,660
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該当事項はありません。  

  

  

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 

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） 

（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△497,083千円には、セグメント間取引消去△13,360千円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△483,722千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。 

  

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） 

（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．セグメント利益又は損失の調整額△497,266千円には、セグメント間取引消去△34,613千円及び全社費用

△462,652千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配分していない当社の管理部門に係る費用であります。 

   ３．セグメント利益又は損失は、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。 

  

  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （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  7,412,598  2,575,618  1,974,208  1,550,770  13,513,196  53,882  13,567,079 －  13,567,079

セグメント間の内部売上

高又は振替高  341,444  102,222  148,165  213,612  805,445  22,554  827,999  △827,999 － 

計  7,754,043  2,677,840  2,122,374  1,764,383  14,318,641  76,437  14,395,079  △827,999  13,567,079

セグメント利益又は損失

（△） 
 1,575,137  643,699  △166,242  68,405  2,121,000  27,518  2,148,518  △497,083  1,651,435

（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  7,530,592  2,859,529  2,084,479  1,292,277  13,766,878  52,442  13,819,321 －  13,819,321

セグメント間の内部売上

高又は振替高  407,748  133,053  269,441  179,513  989,756  18,303  1,008,060 △1,008,060 － 

計  7,938,341  2,992,582  2,353,920  1,471,791  14,756,635  70,746  14,827,381 △1,008,060  13,819,321

セグメント利益又は損失

（△） 
 1,532,078  811,703  △141,173  35,196  2,237,804  25,447  2,263,251  △497,266  1,765,985

（５）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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