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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第80期中 第81期中 第82期中 第80期 第81期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 20,610 20,072 19,397 40,588 40,678

経常利益 (百万円) 1,931 1,958 1,664 4,437 4,636

中間(当期)純利益 (百万円) 687 1,050 881 1,918 2,491

純資産額 (百万円) 42,613 46,053 46,659 45,868 48,009

総資産額 (百万円) 63,545 65,946 66,061 70,465 71,830

１株当たり純資産額 (円) 1,634.40 1,742.68 1,764.68 1,755.81 1,816.75

１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 26.37 40.28 33.82 70.12 95.56

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 67.1 68.9 69.6 65.1 65.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,912 979 1,678 6,022 4,258

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,852 △2,779 △5,599 △4,415 △3,223

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,079 △948 △362 △1,737 △1,092

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 9,320 7,461 5,868 10,209 10,152

従業員数 (人) 698 697 699 692 688



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第80期の１株当たり配当額12円には、ラジオ放送開始55周年及びテレビ放送開始50周年記念配当４円50銭を

含んでおります。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

回次 第80期中 第81期中 第82期中 第80期 第81期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 18,525 17,731 17,250 35,895 35,815

経常利益 (百万円) 1,713 1,769 1,481 4,065 4,131

中間(当期)純利益 (百万円) 586 977 811 1,772 2,255

資本金 (百万円) 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

発行済株式総数 (千株) 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400

純資産額 (百万円) 40,592 43,312 43,634 43,799 45,078

総資産額 (百万円) 55,325 57,598 57,300 62,150 63,279

１株当たり純資産額 (円) 1,556.90 1,661.25 1,673.64 1,677.23 1,729.01

１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 22.51 37.48 31.13 65.29 86.53

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 3.00 5.00 5.00 12.00 17.50

自己資本比率 (％) 73.4 75.2 76.2 70.5 71.2

従業員数 (人) 322 319 335 320 316



２ 【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に

重要な変更はありません。  

 なお、平成19年７月17日に、㈱中日電光ニュース社の株式を取得したことから、同社は、当中間連結

会計期間より関連会社となりました。この結果、当社グループは、連結子会社７社、関連会社３社で構

成されています。  

 また、従来、当社の放送関連部門に含めておりましたハウジング事業（住宅展示場関連事業）は、当

中間連結会計期間より不動産賃貸部門に区分変更いたしました。  

 なお、次の３部門は、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事

項」に記載しております事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。  

 

（放送関連部門）  

 当社グループの中心である当部門は、放送法によるラジオおよびテレビの放送を行い、放送時間の販

売ならびに番組の制作・販売を主な事業とし、これに付帯する事業を営んでおります。  

 子会社および関連会社は主として当社の放送する番組の一部を制作しているほか、広告代理店業を行

っております。  

 当社、㈱ＣＢＣクリエイション、㈱テクノビジョン、㈱シー・ウェーブおよび㈱エヌティーピーが当

部門に属する事業を営んでおります。  

 

（不動産賃貸部門）  

 当部門においては、不動産の賃貸・管理及び住宅展示場関連事業を行っております。  

 当社および㈱千代田会館が当部門に属する事業を営んでおります。  

 

（その他部門）  

 当部門においては、ゴルフ場の経営、保険代理業、プレイガイド、ＯＡ機器販売、タクシー業を主と

して行っております。  

 ㈱南山カントリークラブ、㈱ＣＢＣビップス、文化交通㈱、春日井開発㈱および㈱中日電光ニュース

社が当部門に属する事業を営んでおります。  

  



事業の系統図は次のとおりであります。 

 

  

※１ 連結子会社  
※２ 「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第７項に規定する特定子会社  
※３ 関連会社で持分法非適用会社  
※４ ㈱中日電光ニュース社は平成19年７月17日の株式取得に伴い、当中間連結会計期間より関連会社とな 
     りました。  
  

３ 【関係会社の状況】 

平成19年７月17日に、㈱中日電光ニュース社の株式を取得したことから、同社は関連会社となりました

が、持分法非適用会社としています。このため、当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はあ

りません。 

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。)であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、中部日本放送労働組合等が組織されております。なお、労使関係については特に

記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

放送関連 538

不動産賃貸 6

その他 155

合計 699

従業員数(人) 335



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 
当中間連結会計期間のわが国経済は、世界経済の拡大による輸出の好調と高水準の企業収益を背景とした設備投

資の増加などにより、景気の緩やかな拡大基調が続きました。  

 また、個人消費は、雇用者所得が緩やかな増加を続けるもとで、底堅く推移してきました。しかしながら、広告

については、マスコミ四媒体（新聞・雑誌・ラジオ・テレビ）への出稿が抑制される傾向が続くなど、弱めの動き

が続いています。その中で、放送業界をとりまく環境は依然厳しい状況であります。  

 このような広告出稿状況のもと、ラジオとテレビの売上は前年同期を下回りました。この結果、当社グループの

当中間連結会計期間の売上高は193億97百万円（前年同期比3.4％減）となりました。  

 一方利益面では、売上高の減少と減価償却費の増加により、営業利益は15億76百万円（前年同期比15.7％減）、

経常利益は16億64百万円（前年同期比15.0％減）、中間純利益は８億81百万円（前年同期比16.1％減）となりまし

た。  

部門別の概況は以下のとおりであります。 

 
  (注) 売上高については、部門間の取引については相殺消去しております。 

  

〈放送関連部門〉 

放送関連部門は、ラジオ事業やテレビ事業でスポット収入を中心に売上が落ち込んだことや、イベント事業で大

型のロック公演やオペラ公演がなかったことなどから、売上高は174億36百万円（前年同期比3.7％減）となりまし

た。また利益面につきましても、売上高の減少に加え、デジタル投資や税制改正に伴う減価償却費が増加したこと

から、営業利益は９億45百万円（前年同期比25.4％減）となりました。  

なお、当部門の各事業の詳細は以下のとおりです。  

  

▽ラジオ事業 

４月に行われた中京圏ラジオ聴取率調査では僅差で総合１位を逃したものの、６月の調査では再び聴取率総合１

位を奪還しました。これは５年前の調査開始以来、12回中11回の総合１位獲得となり、地域で圧倒的な支持を得て

いることを示しました。  

 営業面においては、タイム収入では『つボイノリオの聞けば聞くほど』などのワイド番組における新規スポンサ

ーの獲得に力を入れました。さらに、制作力を活かした音楽イベント、お笑いイベントで流通・サービス業を中心

に受注を伸ばしましたが、プロ野球人気の低迷も影響してナイターの売上が減少し、タイム収入は前年同期に比べ

て減収となりました。  

 スポット収入では、全国的に厳しいラジオ広告の出稿状況の中、有力スポンサーからの出稿が減少しました。こ

売上高 営業利益 経常利益 中間純利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

前中間連結会計期間 20,072 1,869 1,958 1,050

当中間連結会計期間 19,397  1,576 1,664 881

増減率(%) △3.4 △15.7 △15.0 △16.1

放送関連 不動産賃貸 その他

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

前中間連結会計期間 18,106 1,266 1,209 543 757 59

当中間連結会計期間 17,436 945 1,203 558 756 72

増減率(%) △3.7 △25.4 △0.5 2.7 △0.1 20.6



のため、番組パーソナリティと行く様々なリスナー旅行企画や、局を挙げて実施している『エコライフキャンペ

ーン』『防災キャンペーン』『交通安全キャンペーン』への協賛を提案するなど、積極的な営業活動を展開しまし

たが、スポット収入は前年同期には届きませんでした。  

 編成・制作面では、６月の調査で『つボイノリオの聞けば聞くほど』がエリア内の全ワイド番組中、 高聴取率

を獲得したのをはじめ、自社制作番組が高聴取率ベスト20番組中10番組を占めたほか、平日平均、土曜平均、日曜

平均、週平均でトップの「４冠」を達成しました。こうしたレギュラー番組に加え、環境に対する意識の高まりを

テーマにした『エンジョイ!エコライフ』などの長時間特番や、中部地区で初の大規模恐竜博『恐竜大陸』などのビ

ッグイベントに連動した生ワイド番組など、タイムリーで充実した放送を実施し幅広いリスナーの獲得に努めまし

た。  

 良質な番組や活動に対して贈られる民間放送連盟賞では３つの作品が入選を果たし、特にＣＭ部門では『川上産

業 プチプチ/もっと潰して！』がラジオＣＭ第１種の 優秀賞に輝きました。さらにラジオＣＭ第２種では『中部

日本放送 自社ＰＲ/不機嫌なワライカワセミ』が優秀賞、番組部門では『おっちゃんがいてくれた～恕心館・松井

弓夫の13年～』がラジオ教養番組の優秀賞にそれぞれ選ばれています。  

 東海地方にある人気の行楽施設での公開放送も積極的に行いました。これらの番組では旬のお笑いタレントを

続々起用し、大勢の観客が集まった会場を沸かせると同時に、ステーションイメージを高めました。また、愛・地

球博を記念して会場跡地の愛・地球博記念公園で『モリコロパーク・ウォークラリー』を開催したほか、『ＣＢＣ

ＮＡＧＯＹＡ夏まつり』と連携した『ＣＢＣラジオッスまつり』も好評で、多くの観客動員に成功しました。  

  

▽テレビ事業 

タイム収入のうちネットタイムでは、レギュラー番組に加え、全国ネット『家族の法則』や、中部７局ネット

『そらナビ！中部ぐるっとＳＰ』などの単発番組を、ローカルタイムでは、新番組『ちきゅう屋駄菓子店』をセー

ルスし、ネット・ローカルともに前年同期を上回りました。  

 一方、スポット収入では、７月以降にかけて環境の好転は見られたものの、名古屋地区全体のスポット投下量が

落ち込んだため、前年同期を下回りました。業種別では、主要業種の「金融・保険」「輸送機器」「電気機器」

「食品・飲料」など多くの業種で落ち込みました。  

 当上半期視聴率は、全日（6時～24時）が8.3％、ゴールデン（19時～22時）が13.1%、プライム（19～23時）が

13.0％で、ゴールデンは２位、全日・プライムは３位となりました。  

 編成・制作面では、昨年から始めた『ＣＢＣこども未来キャンペーン』の一環として、４月から、地球の未来を

考えながら身近なエコライフを紹介する環境トークバラエティ『ちきゅう屋駄菓子店』をスタートさせました。５

月５日のこどもの日には、各分野の著名人たちを支えた家族愛を紹介するファミリー向けバラエティ『家族の法

則』を全国ネットで放送し、また、昼帯のドラマ枠「ドラマ30」では、家族の絆の大切さを描いた『こどもの事

情』を放送しました。  

 報道・情報番組では、平日夕方の報道番組『イッポウ』が、その信頼性により視聴者から高い支持を得ていま

す。ゴールデンタイムに放送の『そこが知りたい 特捜！板東リサーチ』は、他局のネット番組が並ぶ中、平成15

年度上期から同時間帯１位となる高視聴率（上半期平均15.1%）を継続しています。また、世界陸上の開幕日には午

後からスペシャル版を放送し、舞台となった大阪の街の熱気を系列４局にも伝えました。７年目に入った情報生ワ

イド『晴れどきドキ晴れ』も、大型ワイド番組の草分けとして、平成15年度上期から同時間帯１位を継続していま

す。天気をテーマにした情報番組『そらナビ』は、視聴者のニーズに応える地域情報番組として定着し、台風情報

を伝えた７月の放送では17.8%という驚異的な視聴率を記録しました。また、８月にはスペシャル版を、中部７局ネ

ットで放送し、各局から高い評価を得ました。  

 エンターテインメント番組では、深夜番組『ノブナガ』のコーナー「ごはんリレー」が、若い視聴者層に支持さ

れ、夏休みに４夜連続で編成した「ごはんリレー」のスペシャル版も高視聴率を獲得しました。  

 プロ野球中継では、中日ドラゴンズのリーグ戦を27試合放送しました。全国的にはプロ野球人気の低迷が叫ばれ

る中、ドラゴンズ戦の視聴率は好調で、ナイターの平均視聴率は15.0%と、前年（14.7%）を上回りました。  

  

▽イベント事業など 

イベント事業では、前年同期にあった大型のロックコンサートやオペラ公演がなく、売上は減少しました。  

  当期は、ここ数年関心が高まり続けている環境問題への取り組みとして、イベントを通じたエコ意識の啓発を目



指しました。その一環として、伝統のゴルフ・トーナメント『第48回 中日クラウンズ』（４月）では、 寄り

駅と会場間で燃料電池ハイブリッドバスを運行させたほか、競技に使用するティーに、分解されて土に返る環境に

優しい素材を採用しました。  

 毎年恒例の『ＣＢＣ ＮＡＧＯＹＡ夏まつり』（７月）では『ミュージック・エコ・イブニング』コンサートを

開催し、夏川りみや平原綾香らが自分の身近なエコ活動を語って温暖化防止を呼びかけました。  

 今年、30回を迎えた『名古屋国際音楽祭』（４月～６月）は、『バッハ・コレギウム・ジャパン「ヨハネ受難

曲」』、『スポレ－ト歌劇場「セビリアの理髪師」』など全８公演を開催し、ソプラノのエディタ・グルべローヴ

ァやヴァイオリンのギドン・クレーメルをはじめとした名立たる顔ぶれによる演奏は、多くの聴衆を魅了しまし

た。  

 フォークミュージックの祭典として定着した『青春のグラフィティコンサート』(９月)では、小室等、杉田二

郎、尾崎亜美をはじめ、往年の人気歌手たちが大勢出演し、久屋大通公園に集まった大観衆を沸かせました。  

 ロック・ポップスでは、グラミー賞受賞や映画「ドリームガールズ」で話題を呼んだ『ビヨンセ』のコンサート

（４月）を開催し、ファッショナブルなステージで愛知県体育館に集まったファンを熱狂させました。  

 その他のイベントでは、団塊の世代をターゲットとした『アクティブ・シニア・フェア』(４月)をナゴヤドーム

で開催し、生活、健康から趣味、スポーツなど多岐に亘った展示スペースや体験コーナー、懐かしのグループサウ

ンズやフォークソングのステージなどで、多くの入場者を集めました。また、夏休みには中部地区で初の大規模恐

竜博『恐竜大陸』（７月～９月）をポートメッセなごやで開催しました。日本初公開を含む200点以上の化石標本に

よって 新の恐竜進化史が紹介された会場は、40万人を超える幅広い年齢層の来場者で賑わいました。  

  コンテンツ事業は、映画などへの出資事業を拡大させるとともに、積極的に放送と通信の連携に取り組みまし

た。  

 コンテンツビジネスでは、今年１月から春休みにかけて公開された映画『どろろ』が大ヒットし、収益に貢献し

ました。また、映画『Ｌｉｆｅ 天国で君に逢えたら』『そのときは彼によろしく』やアニメ番組『ロミオ×ジュリ

エット』など、積極的に映像ビジネスへの出資をしました。  

 メディアビジネスでは、テレビ番組とインターネット・モバイルを組み合わせたテレビショッピング事業が、順

調に拡大しています。またこの地方の観光名所を訪ねる旅番組では、番組内で紹介した特産品をインターネット・

モバイルサイトから購入できるようにするなど、地域密着の放送と通信を連携させる取り組みに力を入れました。 

  また、広告代理業は、テレビやＳＰ（セールスプロモーション）の出稿が苦戦し、売上は前年同期を下回りまし

た。  

  

〈不動産賃貸部門〉 

不動産賃貸部門は、不動産賃貸事業において７月より新たに当社社有地を利用した賃貸マンション「アリビオ鶴

舞」の事業開始による収入増があった一方で、東京の賃貸ビルにおいて一部テナントの退去に伴い収入が減少した

ことなどにより、売上高は12億３百万円（前年同期比0.5％減）となりました。  

 一方費用面では、当期から同部門に区分変更となったハウジング事業（住宅展示場関連事業）において経費節減

に努めたことや、不動産賃貸事業において東京の賃貸ビルの経費が減少したことなどにより、営業利益は５億58百

万円（前年同期比2.7％増）となりました。  

  

〈その他部門〉 

ゴルフ場事業、保険代理業、タクシー業などで構成されるその他部門は、売上高は７億56百万円（前年同期比

0.1％減）となりましたが、経費の効率的運用に努めたことから、営業利益は72百万円（前年同期比20.6％増）とな

りました。 

  



(注）当期から、セグメント情報における事業区分の変更を行っております。  

 上記の部門別の概況に記載している前中間連結会計期間の各部門の売上高、営業利益及びそれぞれの増減率は、当

中間連結会計期間と同一の事業区分によった場合の金額に基づき算出しております。なお詳細につきましては、「第

５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報） 事業の種類別

セグメント情報 当中間連結会計期間 (注)４ 事業区分の変更」をご参照下さい。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 
当中間連結会計期間末における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て42億83

百万円減少し、58億68百万円となりました。  

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・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） 

営業活動の結果得られた資金は、16億78百万円と前年同期に比べて６億99百万円増加しました。これは、税金等

調整前中間純利益の減少３億11百万円などが資金の減少要因となった一方で、減価償却費の増加２億34百万円、売

上債権の減少額３億71百万円、及び法人税等の支払額の減少２億59百万円などが資金の増加要因となったことによ

るものです。  
  
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、55億99百万円と前年同期に比べて28億20百万円増加しました。これは、投資有

価証券の取得による支出21億９百万円が発生したこと、有形・無形固定資産の取得による支出が31億87百万円と５

億55百万円の増加となったこと、及び定期預金への預入による支出が８億30百万円と４億72百万円の増加となった

ことなどによるものです。  
  
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、３億62百万円と前年同期に比べて５億85百万円減少しました。これは、前年同

期にあった長期借入金の返済による支出４億45百万円が当中間連結会計期間になかったことなどによるものです。 

  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減額

   金額（百万円）   金額（百万円）   金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 979 1,678 699

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,779 △5,599 △2,820

財務活動によるキャッシュ・フロー △948 △362 585

現金及び現金同等物の増減額 △2,748 △4,283 △1,535

現金及び現金同等物の中間期末残高 7,461 5,868 △1,593



２ 【販売の状況】 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年増減率は前中間連結会計

期間の金額を変更後の区分に組替えて算出しております。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については相殺消去しております。 

   ２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりです。 
  

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

  

なお、会社の支配に関する基本方針は、次のとおりです。  

 当社および当社グループは、ラジオ、テレビの放送を通じてすぐれた報道、情報、娯楽番組を制作し、

地域社会や文化に貢献することを経営の基本理念にしています。中波ラジオや地上波テレビ放送は、公共

性の高いメディアであり、通信技術の進展に伴ってメディアが多様化しても、基幹メディアの地位を維持

していくものと考えています。このため、中長期的な視点に立って、安定的に経営を継続していくことが

重要であり、それが、ひいては企業価値、株主価値の向上につながるものと確信しています。   

  したがって、こうした経営の基本理念を支持する者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者」であることが望ましいと考えています。  

 当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動および経済の活性化の意義を否定するものではありません

が、当社株式の大量取得を目的とした買付けについては、当該買付け行為または買収提案の当社の企業価

値、株主共同の利益への影響を慎重に判断する必要があります。  

 現時点では、当社株式に対する大規模な買収行為がなされた場合に備えた具体的な枠組み（いわゆる

「買収防衛策」）をあらかじめ定めてはいません。しかし、当社は、当社の株式取引や異動の状況を常に

把握し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合は、株主共同の利益を守る立場から、 も

適切と考えられる措置を取ります。  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間において、当社グループで特筆すべき研究開発活動は行っておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年増減率(％)

放送関連 17,436 △3.7

不動産賃貸 1,203 △0.5

その他 756 △0.1

合計 19,397 △3.4

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

㈱電通 5,084 25.3 4,731 24.4

㈱博報堂ＤＹ 
メディアパートナーズ

2,490 12.4 2,366 12.2



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

 前連結会計年度末において、計画中の重要な設備の新設、除却等はありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月19日)

   上場金融商品取引所名又は
    登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 26,400,000 26,400,000 名古屋証券取引所(市場第一部) ―

計 26,400,000 26,400,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 26,400,000 ― 1,320 ― 654



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
 (注) １  シュローダー証券投信投資顧問㈱（東京都千代田区丸の内一丁目11番１号）から、平成19年４月10日 

  付で提出された大量保有報告書の変更報告書により平成19年４月３日現在で2,793千株（所有株式割合 

  10.58％）を所有しているとの報告を受けていますが、当社としては当中間会計期間末時点における実 

  質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。  

   ２ ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）から、平成18年８ 

月15日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により平成18年７月31日現在で1,319千株（所有株 

式割合5.00％）を所有しているとの報告を受けていますが、当社としては当中間会計期間末時点におけ 

る実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社中日新聞社 名古屋市中区三の丸一丁目６番１号 2,602 9.85

竹田本社株式会社 愛知県犬山市字新川１番11 1,700 6.43

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,300 4.92

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク ３８２０９３ 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行）

１２５ ロンドン ウォール、 ロンド
ン、 ＥＣ２Ｙ ５ＡＪ 英国 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

1,300 4.92

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 1,167 4.42

株式会社ナゴヤドーム 名古屋市東区大幸南一丁目１番１号 1,040 3.93

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 961 3.64

中部電力株式会社 名古屋市東区東新町１番地 883 3.34

株式会社名古屋銀行 名古屋市中区錦三丁目19番17号 825 3.12

名古屋鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目２番４号 822 3.11

計 ― 12,603 47.73



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成19年９月30日現在 

 
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、600株含まれております。 

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれておりません。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、名古屋証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）    
普通株式    328,400

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  26,040,700 260,401 ―

単元未満株式 普通株式      30,900 ― ―

発行済株式総数 26,400,000 ― ―

総株主の議決権 ― 260,401 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
中部日本放送株式会社

名古屋市中区新栄一丁目２番
８号

328,400 ― 328,400 1.24

計 ― 328,400 ― 328,400 1.24

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 1,695 1,565 1,679 1,670 1,599 1,450

低(円) 1,401 1,460 1,461 1,559 1,435 1,290



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※３ 7,829 5,800 10,215

 ２ 受取手形及び売掛金 ※６ 8,227 8,379 8,751

 ３ 有価証券 196 802 713

 ４ たな卸資産 77 55 55

 ５ 繰延税金資産 451 414 478

 ６ その他 820 711 655

   貸倒引当金 △1 △3 △2

   流動資産合計 17,602 26.7 16,161 24.5 20,865 29.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※１ 11,997 12,213 11,926

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

※１ 4,752 5,681 6,113

  (3) 土地 ※２ 10,170 10,158 10,159

  (4) 建設仮勘定 451 259 683

  (5) その他 ※１ 348 334 313

   有形固定資産合計 27,720 42.0 28,647 43.4 29,198 40.7

 ２ 無形固定資産 891 1.4 818 1.2 940 1.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※３ 16,779 16,541 17,658

  (2) 前払年金費用 2,124 2,727 2,377

  (3) 繰延税金資産 185 195 194

  (4) その他 959 1,280 903

    貸倒引当金 △316 △310 △309

   投資その他の資産 
   合計

19,731 29.9 20,434 30.9 20,824 29.0

   固定資産合計 48,344 73.3 49,900 75.5 50,964 71.0

   資産合計 65,946 100.0 66,061 100.0 71,830 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 265 250 225

 ２ 役員賞与引当金 46 44 87

 ３ 未払費用 2,976 2,902 3,287

 ４ 未払法人税等 693 553 1,049

 ５ その他 ※６ 1,282 1,738 4,036

   流動負債合計 5,264 8.0 5,488 8.3 8,686 12.1

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 4,495 3,781 4,947

 ２ 退職給付引当金 556 581 572

 ３ 役員退職慰労引当金 383 362 420

 ４ 永年勤続表彰引当金 25 27 24

 ５ 預り保証金 8,408 8,459 8,436

 ６ 長期前受収益 759 701 730

   固定負債合計 14,628 22.2 13,913 21.1 15,133 21.1

   負債合計 19,893 30.2 19,402 29.4 23,820 33.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,320 1,320 1,320

 ２ 資本剰余金 654 654 654

 ３ 利益剰余金 38,711 40,578 40,022

 ４ 自己株式 △347 △348 △347

   株主資本合計 40,338 61.2 42,203 63.9 41,648 58.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

5,097 3,804 5,717

   評価・換算差額等 
   合計

5,097 7.7 3,804 5.7 5,717 7.9

Ⅲ 少数株主持分 617 0.9 651 1.0 643 0.9

   純資産合計 46,053 69.8 46,659 70.6 48,009 66.8

   負債純資産合計 65,946 100.0 66,061 100.0 71,830 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 20,072 100.0 19,397 100.0 40,678 100.0

Ⅱ 売上原価 10,119 50.4 10,897 56.2 22,172 54.5

   売上総利益 9,952 49.6 8,500 43.8 18,505 45.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 8,083 40.3 6,924 35.7 14,063 34.6

   営業利益 1,869 9.3 1,576 8.1 4,441 10.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3 10 14

 ２ 受取配当金 96 97 188

 ３ 有価証券売却益 0 0 0

 ４ 雑収入 46 146 0.8 40 149 0.8 100 304 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 47 44 91

 ２ 固定資産除却損 4 5 10

 ３ 貸倒引当金繰入額 3 5 4

 ４ 雑損失 2 57 0.3 5 60 0.3 4 110 0.3

   経常利益 1,958 9.8 1,664 8.6 4,636 11.4

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 0 122

 ２ 貸倒引当金戻入益 20 20 0.1 3 4 0.0 23 145 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券売却損 ― ― 0

 ２ 投資有価証券評価損 1 0 66

 ３ 会員権評価損 ― ― 1

 ４ 固定資産除却損 ※３ 27 29 113

 ５ 固定資産売却損 ※４ 0 ─ 0

 ６ 減損損失 ※２ ― 30 0.2 1 31 0.2 10 194 0.5

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

1,948 9.7 1,637 8.4 4,587 11.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

689 554 1,848

   法人税等調整額 184 874 4.4 178 732 3.8 197 2,046 5.1

   少数株主利益 23 0.1 22 0.1 49 0.1

   中間(当期)純利益 1,050 5.2 881 4.5 2,491 6.1



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
※平成18年６月の定時株主総会の利益処分項目であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

項目

株主資本 評価・換算差額等

少数株 

主持分

純資産 

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高 

(百万円)
1,320 654 37,986 △346 39,613 6,255 6,255 609 46,477

中間連結会計期間中の 

変動額

 剰余金の配当※ △234 △234 △234

 役員賞与の支給額※ △90 △90 △90

 中間純利益 1,050 1,050 1,050

 自己株式の取得 △0 △0 △0

 株主資本以外の項目の 

 中間連結会計期間中の 

 変動額（純額）

△1,157 △1,157 8 △1,149

中間連結会計期間中の 

変動額合計(百万円)
― ― 725 △0 725 △1,157 △1,157 8 △424

平成18年９月30日残高 

(百万円)
1,320 654 38,711 △347 40,338 5,097 5,097 617 46,053

項目

株主資本 評価・換算差額等

少数株 

主持分

純資産 

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高 

(百万円)
1,320 654 40,022 △ 347 41,648 5,717 5,717 643 48,009

中間連結会計期間中の 

変動額

 剰余金の配当 △ 325 △ 325 △ 325

 中間純利益 881 881 881

 自己株式の取得 △0 △0 △0

 株主資本以外の項目の 

 中間連結会計期間中の 

 変動額（純額）

△ 1,913 △ 1,913 7 △ 1,905

中間連結会計期間中の 

変動額合計(百万円)
─ ─ 555 △0 555 △ 1,913 △ 1,913 7 △ 1,350

平成19年９月30日残高 

(百万円)
1,320 654 40,578 △ 348 42,203 3,804 3,804 651 46,659



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
※平成18年６月の定時株主総会の利益処分項目であります。 

項目

株主資本 評価・換算差額等

少数株 

主持分

純資産 

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高 

(百万円)
1,320 654 37,986 △ 346 39,613 6,255 6,255 609 46,477

連結会計年度中の 

変動額

 剰余金の配当※ △ 234 △ 234 △ 234

 剰余金の配当 △ 130 △ 130 △ 130

 役員賞与の支給額※ △ 90 △ 90 △ 90

 当期純利益 2,491 2,491 2,491

 自己株式の取得 △0 △0 △0

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の 

 変動額（純額）

△ 537 △ 537 34 △ 503

連結会計年度中の 

変動額合計(百万円)
― ― 2,036 △0 2,035 △ 537 △ 537 34 1,532

平成19年３月31日残高 

(百万円)
1,320 654 40,022 △ 347 41,648 5,717 5,717 643 48,009



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 税金等調整前中間(当期)純利益 1,948 1,637 4,587

 減価償却費 1,386 1,620 2,932

 減損損失 ― 1 10

 貸倒引当金の増減額 
 (△は減少額)

△41 1 △47

 役員賞与引当金の増減額 
 (△は減少額)

46 △43 87

 退職給付引当金の増減額 
 (△は減少額)

△21 8 △4

 役員退職慰労引当金の減少額 △82 △58 △44

 永年勤続表彰引当金の増加額 2 2 1

 受取利息及び受取配当金 △99 △108 △203

 支払利息 47 44 91

 固定資産除却損 32 35 123

 固定資産売却損 0 ― 0

 有価証券売却益 △0 △0 △0

 投資有価証券売却益 ― △0 △122

 投資有価証券売却損 ― ― 0

 投資有価証券評価損 1 0 66

 会員権評価損 ― ― 1

 売上債権の増減額 
 (△は増加額)

△70 371 △594

 たな卸資産の増加額 △27 △0 △4

 仕入債務の増減額 
 (△は減少額)

△1 24 △40

 未払消費税等の増減額 
 (△は減少額)

142 △44 101

 その他資産の増加額 △620 △389 △640

 その他負債の減少額 △364 △501 △30

 役員賞与の支払額 △90 ― △90

 少数株主が負担した 
 役員賞与支払額

△3 ― △3

    小計 2,185 2,602 6,180

 利息及び配当金の受取額 99 119 192

 利息の支払額 △3 ― △3

 法人税等の支払額 △1,302 △1,043 △2,110

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

979 1,678 4,258



  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 定期預金への預入による支出 △358 △830 △614

 定期預金の払戻しによる収入 158 464 269

 有価証券の取得による支出 △49 ― △2,246

 有価証券の売却による収入 50 42 2,301

 有形・無形固定資産の 
 取得による支出

△2,632 △3,187 △3,098

 有形・無形固定資産の 
 売却による収入

40 1 40

 投資有価証券の取得による支出 △11 △2,109 △692

 投資有価証券の売却による収入 1 2 763

 長期貸付金の回収による収入 4 5 5

 保証金等その他投資の 
 取得による支出

△7 △5 △11

 保証金等その他投資の 
 売却による収入

25 17 59

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△2,779 △5,599 △3,223

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 短期借入金の純減少額 △235 ― △235

 長期借入金の返済による支出 △445 ― △445

 預り保証金の預りによる収入 71 66 88

 預り保証金の返還による支出 △92 △88 △123

 自己株式の取得による支出 △0 △0 △0

 配当金の支払額 △234 △325 △364

 少数株主に対する 
 配当金の支払額

△12 △15 △12

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△948 △362 △1,092

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  減少額

△2,748 △4,283 △57

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

10,209 10,152 10,209

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 7,461 5,868 10,152



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 ７社

連結子会社名

㈱ＣＢＣクリエイショ

ン、㈱テクノビジョン、

㈱シー・ウェーブ、㈱千

代田会館、㈱南山カント

リークラブ、㈱ＣＢＣビ

ップス、文化交通㈱

(1) 連結子会社の数 ７社

連結子会社名

   同左

(1) 連結子会社の数 ７社

連結子会社名

   同左

(2) 非連結子会社

 ㈱ＣＢＣカースポット

は、清算中であり、総資

産、売上高、中間純利益

及び利益剰余金等のうち

持分に見合う額は、いず

れも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の範囲か

ら除外しております。

(2) 非連結子会社

同左

(2) 非連結子会社

㈱ＣＢＣカースポット

は、清算中であり、総資

産、売上高、当期純利益

及び利益剰余金等のうち

持分に見合う額は、いず

れも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除

外しております。

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法適用の非連結子

会社及び関連会社 

 該当ありません。

(1) 持分法適用の非連結子

会社及び関連会社 

 該当ありません。

(1) 持分法適用の非連結子

会社及び関連会社 

 該当ありません。

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社

  持分法を適用していな

い非連結子会社(㈱ＣＢ

Ｃカースポット)及び関

連会社(㈱エヌティーピ

ー及び春日井開発㈱)の

中間純利益及び利益剰余

金等のうち持分に見合う

額は、それぞれ中間純利

益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の

適用を除外しておりま

す。

 

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社

  持分法を適用していな

い非連結子会社(㈱ＣＢ

Ｃカースポット)及び関

連会社(㈱エヌティーピ

ー、春日井開発㈱及び㈱

中日電光ニュース社)の

中間純利益及び利益剰余

金等のうち持分に見合う

額は、それぞれ中間純利

益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の

適用を除外しておりま

す。

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社

  持分法を適用していな

い非連結子会社(㈱ＣＢ

Ｃカースポット)及び関

連会社(㈱エヌティーピ

ー及び春日井開発㈱)の

当期純利益及び利益剰余

金等のうち持分に見合う

額は、それぞれ当期純利

益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の

適用を除外しておりま

す。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項

連結子会社の中間決算日

は中間連結決算日と一致し

ております。

同左 連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と同じで

あります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法(定額法)

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

…同左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

…同左

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

…同左

その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

時価のないもの

…移動平均法による

原価法

時価のないもの

…同左

時価のないもの

…同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

当社及び連結子会社

は、定率法を採用してお

ります。(ただし、平成

10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備

を除く)及び賃貸用資産

については定額法を採用

しております。)

なお、主な耐用年数

は、建物41～50年、構築

物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15

年であります。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

当社及び連結子会社

は、定率法を採用してお

ります。(ただし、平成

10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備

を除く)及び賃貸用資産

については定額法を採用

しております。)

なお、主な耐用年数

は、建物41～50年、構築

物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15

年であります。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

当社及び連結子会社

は、定率法を採用してお

ります。(ただし、平成

10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備

を除く)及び賃貸用資産

については定額法を採用

しております。)

なお、主な耐用年数

は、建物41～50年、構築

物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15

年であります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（会計方針の変更)  

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴

い、当中間連結会計期間

から、平成19年４月１日

以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更し

ております。

  これに伴い、前中間連

結会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、営

業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益が

それぞれ20百万円減少し

ております。  

 なお、セグメント情報

に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

 （追加情報）  

 当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以

前に取得したものについ

ては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌連結

会計年度から５年間で均

等償却する方法によって

おります。 

  これにより、前中間連

結会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、営

業利益が73百万円、経常

利益が73百万円、税金等

調整前中間純利益が71百

万円それぞれ減少してお

ります。 

 なお、セグメント情報

に与える影響は、当該箇

所に記載しております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

②無形固定資産

定額法を採用しており

ます。なお、自社利用の

ソフトウェアについて

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づいて

おります。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

当社及び連結子会社

は、金銭債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、

一般債権については、貸

倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

同左

②役員賞与引当金

 当社及び連結子会社

は、役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づ

き、当中間連結会計期間

に見合う分を計上してお

ります。

②役員賞与引当金

 当社及び連結子会社

は、役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づ

き、当中間連結会計期間

に見合う分を計上してお

ります。

②役員賞与引当金

 当社及び連結子会社

は、役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、当連結会計年度にお

ける支給見込額を計上し

ております。

（会計方針の変更）

 当中間連結会計期間か

ら「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29

日  企業会計基準第４

号）を適用しておりま

す。 

 この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税金等調整前

中間純利益が、それぞれ

46百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報

に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

（会計方針の変更）

 当連結会計年度から

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29

日  企業会計基準第４

号）を適用しておりま

す。 

 この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税金等調整前

当期純利益が、それぞれ

87百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報

に与える影響は、当該箇

所に記載しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③退職給付引当金

当社及び連結子会社

は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生

していると認められる額

を計上しております。

③退職給付引当金

同左

③退職給付引当金

当社及び連結子会社

は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計

年度末において発生して

いると認められる額を計

上しております。

なお、計算の結果、当

中間連結会計期間末にお

いては当社の退職給付引

当金が借方残高となった

ため、「前払年金費用」

として固定資産の投資そ

の他の資産に計上してお

ります。

数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による定額法

により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理すること

としております。

過去勤務債務は、15年

の定額法によりその発生

連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。

なお、計算の結果、当

連結会計年度末において

は当社の退職給付引当金

が借方残高となったた

め、「前払年金費用」と

して固定資産の投資その

他の資産に計上しており

ます。

数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による定額法

により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理すること

としております。

過去勤務債務は、15年

の定額法によりその発生

連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。

④役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子

会社は役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内

規に基づく中間連結会計

期間末要支給額の100％

を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同左

④役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子

会社は役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内

規に基づく連結会計年度

末要支給額の100％を計

上しております。

⑤永年勤続表彰引当金

当社は永年勤続者の表

彰費用に備えて、永年勤

続表彰内規による中間連

結会計期間末必要額を計

上しております。

⑤永年勤続表彰引当金

同左

⑤永年勤続表彰引当金

当社は永年勤続者の表

彰費用に備えて、永年勤

続表彰内規による連結会

計年度末必要額を計上し

ております。



  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

なお、仮払消費税等と

仮受消費税等は相殺し、

流動負債のその他に表示

しております。

 

(5) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項

消費税等の会計処理

同左

(5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は45,435百万円であ

ります。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

――――――――
（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は、47,366百万円でありま

す。

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

30,686百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

31,303百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

30,546百万円

※２ ゴルフコースを含みます。 ※２ ゴルフコースを含みます。 ※２ ゴルフコースを含みます。

※３

――――――――

※３ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

現金及び預金 4百万円

投資有価証券 0百万円

計 4百万円

※３ 

――――――――

当中間連結会計期間末日現

在、当該担保権によって担保さ

れている債務の残高はありませ

ん。

 ４ 偶発債務

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。

従業員 128百万円

 ４ 偶発債務

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。

従業員 115百万円

 ４ 偶発債務

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。

従業員 121百万円

 ５ 受取手形裏書譲渡高は、14百

万円であります。

 ５ 受取手形裏書譲渡高は、4百

万円であります。

 ５ 受取手形裏書譲渡高は、2百

万円であります。

 

※６ 中間連結会計期間末日満期手

形

   中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。

   なお、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が、中間連結会計期

間末残高に含まれております。

受取手形 13百万円

受取手形裏書譲渡高 3百万円

流動負債（その他）
7百万円

(設備関係支払手形)
 

※６ 中間連結会計期間末日満期手

形

   中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。

   なお、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が、中間連結会計期

間末残高に含まれております。

受取手形 12百万円

流動負債（その他）
165百万円

(設備関係支払手形)
 

※６ 連結会計年度末日満期手形

   連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

   なお、当連結会計年度の末日

が金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期

手形が、連結会計年度末残高に

含まれております。

受取手形 3百万円

受取手形裏書譲渡高 0百万円

流動負債（その他）
145百万円

(設備関係支払手形)



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目

人件費 2,144百万円

代理店手数料 3,013百万円

減価償却費 1,311百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目

人件費 2,093百万円

代理店手数料 2,950百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目

人件費 4,246百万円

代理店手数料 6,169百万円

 

※２ 

――――――――

 

※２ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産

について減損損失を計上しまし

た。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
岐阜県 

飛騨市
1

（経緯）

上記の土地については、今後の利

用計画もなく、地価も著しく下落し

ているため、減損損失を認識いたし

ました。

（グルーピングの方法）

事業の種類別に区分し、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グをしております。

（回収可能価額の算定方法等）

当資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。

 

※２ 減損損失

   当社グループは、以下の資産

について減損損失を計上しまし

た。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
岐阜県 

高山市
9

遊休 土地
岐阜県 

飛騨市
1

計 10

（経緯）

上記の土地については、今後の利

用計画もなく、地価も著しく下落し

ているため、減損損失を認識いたし

ました。

（グルーピングの方法）

事業の種類別に区分し、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グをしております。

（回収可能価額の算定方法等）

当資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。

※３ 固定資産除却損の内訳 

    機械装置及び運搬具  

                        27百万円 

     その他(工具器具及び備品)  

                        0百万円 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

    建物及び構築物    0百万円 

    機械装置及び運搬具  

                        28百万円 

    その他(工具器具及び備品)  

             0百万円 

      無形固定資産(ソフトウェア) 

                         0百万円

※３ 固定資産除却損の内訳 

   建物及び構築物   1百万円 

   機械装置及び運搬具   

            109百万円 

   その他(工具器具及び備品) 

                         1百万円

※４ 固定資産売却損の内訳 

   土地        0百万円 

 

※４

――――――――

※４ 固定資産売却損の内訳 

   土地        0百万円 

 

 

 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   192株 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 26,400,000 ― ― 26,400,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 327,381 192 ― 327,573

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 234 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 130 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  381株 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 26,400,000 ― ― 26,400,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 328,025 381 ― 328,406

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 325 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 130 5.00 平成19年９月30日 平成19年12月７日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  644株 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 26,400,000 ― ― 26,400,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 327,381 644 ― 328,025

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 234 9.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月15日 
取締役会

普通株式 130 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 325 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との

関係

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との

関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

 

現金及び預金勘定 7,829百万円

有価証券勘定 196百万円

計 8,026百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等

△468百万円

価値変動リスクの 
ある株式投資信託等

△97百万円

現金及び現金同等物 7,461百万円
 

現金及び預金勘定 5,800百万円

有価証券勘定 802百万円

計 6,603百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等

△584百万円

価値変動リスクの
ある株式投資信託等

△150百万円

現金及び現金同等物 5,868百万円
 

現金及び預金勘定 10,215百万円

有価証券勘定 713百万円

計 10,928百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等

△613百万円

価値変動リスクの
ある株式投資信託等

△162百万円

現金及び現金同等物 10,152百万円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価 
額相当 
額

 
(百万円)

減価償 
却累計 
額相当 
額
(百万円)

中間期
末残高 
相当額

 
(百万円)

機械装 
置及び 
運搬具

20 7 12

その他

(工具器 

具備品)

249 180 68

合計 269 188 81

 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価
額相当 
額

(百万円)

減価償
却累計 
額相当 
額
(百万円)

中間期
末残高 
相当額

(百万円)

機械装 
置及び 
運搬具

29 14 15

その他

(工具器 

具備品)

80 35 44

合計 110 50 60

同左
 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価
額相当 
額

(百万円)

減価償 
却累計 
額相当 
額
(百万円)

期末 
残高相 
当額

 
(百万円)

機械装
置及び 
運搬具

26 10 15

その他

(工具器 

具備品)

244 188 56

合計 271 199 71

 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。

 

②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 48百万円

１年超 32百万円

合計 81百万円

 なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

 

②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 23百万円

１年超 36百万円

合計 60百万円

同左
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 38百万円

１年超 33百万円

合計 71百万円

 なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 28百万円

減価償却費相当額 28百万円

③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26百万円

③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 57百万円

減価償却費相当額 57百万円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っております。 

   なお、当中間連結会計期間において、有価証券（その他有価証券で時価のあるもの）について減損処理を行っ

た銘柄はありません。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

種類
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

国債・地方債等 140 138 △1

計 140 138 △1

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

 ① 株式 6,605 14,844 8,239

 ② 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 394 409 15

    その他 ― ― ―

 ③ その他 128 183 55

計 7,127 15,437 8,309

(1) 満期保有目的の債券

   コマーシャルペーパー 99百万円

(2) その他有価証券

   非上場株式 1,255百万円

   貸付信託の受益証券 30百万円



Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

  

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っております。 

   なお、当中間連結会計期間において、有価証券（その他有価証券で時価のあるもの）について減損処理を行っ

た銘柄はありません。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

種類
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

国債・地方債等 482 484 2

計 482 484 2

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

 ① 株式 7,944 14,006 6,062

 ② 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 332 355 22

    その他 ― ― ―

 ③ その他 271 323 51

計 8,548 14,685 6,136

  その他有価証券

   非上場株式 1,468百万円

   ＭＭＦ等 651百万円

   貸付信託の受益証券 0百万円



Ⅲ 前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

  

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

   
２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 当連結会計年度において、有価証券（その他有価証券で時価のあるもの）について55百万円減損処理を行って

おります。 

   なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損

処理を行っております。 
  
３ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

(デリバティブ取引関係) 

当社グループは、前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連

結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月

１日 至 平成19年３月31日)のいずれにおいてもデリバティブ取引を利用しておりませんので、該

当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)、及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日)のいずれにおいても、該当事項はありません。 

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

国債・地方債等 160 159 △0

計 160 159 △0

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

 ① 株式 6,438 15,688 9,249

 ② 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 344 372 27

    その他 ― ― ―

 ③ その他 256 311 55

計 7,038 16,371 9,332

  その他有価証券

   非上場株式 1,246百万円

   ＭＭＦ等 550百万円

   貸付信託の受益証券 30百万円



(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(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
(注) １ 各事業区分の主要な事業内容 

  放送関連：ラジオ・テレビの放送及び同関連事業 

  不動産賃貸：不動産の賃貸・管理 

  その他：ゴルフ場の経営、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅客運送業（タクシー）等  

２ 会計処理の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (３) 重要な

引当金の計上基準 ②役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当中間連結会計期間から

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）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、当中間連結会計期間における営業費用

は「放送関連」が37百万円、「不動産賃貸」が４百万円、「その他」が４百万円増加し、営業利益がそれ

ぞれ同額減少しております。 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 各事業区分の主要な事業内容 

  放送関連：ラジオ・テレビの放送及び同関連事業 

  不動産賃貸：不動産の賃貸・管理 

  その他：ゴルフ場の経営、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅客運送業（タクシー）等  

   ２ 会計処理の変更 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (２）重要な減

価償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当中間連結会計期

間より当社及び連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法を変更しております。これに伴い、従来の方

法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は、「放送関連」が16百万円、「不動産賃

貸」が３百万円、「その他」が０百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

放送関連 
(百万円)

不動産
賃貸 

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,543 771 757 20,072 ― 20,072

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

53 88 368 510 (510) ―

計 18,597 860 1,125 20,583 (510) 20,072

営業費用 17,230 417 1,065 18,713 (509) 18,203

営業利益 1,367 443 59 1,870 (1) 1,869

放送関連 
(百万円)

不動産
賃貸 

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,436 1,203 756 19,397 ― 19,397

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

38 90 382 511 (511) ―

計 17,475 1,294 1,138 19,908 (511) 19,397

営業費用 16,530 736 1,066 18,332 (511) 17,821

営業利益 945 558 72 1,575 0 1,576



   ３ 追加情報 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (２）重要な減

価償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

当社及び連結子会社の有形固定資産のうち平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。これに伴い、従来の方法

によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は、「放送関連」が66百万円、「不動産賃

貸」が１百万円、「その他」が５百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

    ４ 事業区分の変更 

    従来当社のハウジング事業（住宅展示場関連事業）は、放送事業から派生してきた事業であったことか

ら「放送関連部門」に含めておりましたが、当社の組織改編の際に新たに設立された部署（不動産賃貸事

業部）において運営管理することとなったため、当中間連結会計期間より「不動産賃貸部門」に含めてお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において当中間連結会計期間の事業区分によった場合の

事業の種類別セグメント情報は、以下のとおりです。 

  

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

  

放送関連 
(百万円)

不動産
賃貸 

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,106 1,209 757 20,072 ― 20,072

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

53 88 368 510 (510) ―

計 18,159 1,298 1,125 20,583 (510) 20,072

営業費用 16,892 755 1,065 18,713 (509) 18,203

営業利益 1,266 543 59 1,870 (1) 1,869

放送関連 
(百万円)

不動産
賃貸 

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

36,734 2,417 1,525 40,678 ― 40,678

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

122 180 723 1,026 (1,026) ―

計 36,857 2,598 2,248 41,704 (1,026) 40,678

営業費用 33,632 1,492 2,136 37,260 (1,024) 36,236

営業利益 3,225 1,105 112 4,443 (1) 4,441



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注) １ 各事業区分の主要な事業内容 

  放送関連：ラジオ・テレビの放送及び同関連事業 

  不動産賃貸：不動産の賃貸・管理 

   その他：ゴルフ場の経営、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅客運送業（タクシー）等 

   ２ 会計処理の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (３) 重要な引当

金の計上基準 ②役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）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、当連結会計年度における営業費用は「放送関連」

が69百万円、「不動産賃貸」が９百万円、「その他」が８百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し

ております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３

月31日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事

項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３

月31日)において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間（自 平

成19年４月１日 至 平成19年９月30日)、及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年

３月31日)のいずれにおいても、該当事項はありません。 

放送関連 
(百万円)

不動産
賃貸 

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

37,596 1,556 1,525 40,678 ― 40,678

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

122 180 723 1,026 (1,026) ―

計 37,719 1,736 2,248 41,704 (1,026) 40,678

営業費用 34,307 817 2,136 37,260 (1,024) 36,236

営業利益 3,411 919 112 4,443 (1) 4,441



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

２ 算定上の基礎 

  ① １株当たり純資産額 

  

 
  

② １株当たり中間(当期)純利益 
  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,742円68銭

 
１株当たり純資産額 1,764円68銭 １株当たり純資産額 1,816円75銭

１株当たり中間純利益 40円28銭 １株当たり中間純利益 33円82銭 １株当たり当期純利益 95円56銭

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 46,053 46,659 48,009

普通株式に係る純資産額(百万円) 45,435 46,007 47,366

差額の主な内訳（百万円） 
 少数株主持分 617 651 643

普通株式の発行済株式数(千株) 26,400 26,400 26,400

普通株式の自己株式数（千株） 327 328 328

１株当たり純資産の算定に 
用いられた普通株式の数(千株)

26,072 26,071 26,071

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 1,050 881 2,491

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(百万円)

1,050 881 2,491

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 26,072 26,071 26,072



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 4,670 3,128 6,748

 ２ 受取手形 ― 1 ―

 ３ 売掛金 7,738 7,899 8,285

 ４ 有価証券 196 682 693

 ５ 繰延税金資産 344 313 378

 ６ その他 776 662 636

   貸倒引当金 ― △0 ―

   流動資産合計 13,726 23.8 12,686 22.1 16,742 26.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 9,588 9,880 9,531

  (2) 機械装置 ※１ 4,573 5,453 5,941

  (3) 土地 7,160 7,148 7,149

  (4) 建設仮勘定 441 128 673

  (5) その他 ※１ 980 1,001 987

   有形固定資産合計 22,744 39.5 23,611 41.2 24,283 38.4

 ２ 無形固定資産 866 1.5 798 1.4 917 1.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 16,478 15,842 17,352

  (2) 関係会社長期貸付金 39 39 39

  (3) 前払年金費用 2,124 2,727 2,377

  (4) その他 1,876 1,850 1,821

    貸倒引当金 △258 △256 △255

   投資その他の資産合計 20,260 35.2 20,203 35.3 21,335 33.7

   固定資産合計 43,871 76.2 44,613 77.9 46,537 73.5

   資産合計 57,598 100.0 57,300 100.0 63,279 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 役員賞与引当金 35 31 62

 ２ 未払費用 2,943 2,872 3,229

 ３ 未払法人税等 600 458 908

 ４ その他 ※３ 987 1,299 3,784

   流動負債合計 4,565 7.9 4,661 8.1 7,984 12.6

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 4,479 3,753 4,929

 ２ 役員退職慰労引当金 350 330 385

 ３ 永年勤続表彰引当金 25 27 24

 ４ 預り保証金 4,104 4,191 4,146

 ５ 長期前受収益 759 701 730

   固定負債合計 9,719 16.9 9,004 15.7 10,217 16.2

   負債合計 14,285 24.8 13,665 23.8 18,201 28.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,320 2.3 1,320 2.3 1,320 2.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 654 654 654

   資本剰余金合計 654 1.1 654 1.2 654 1.0

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 330 330 330

  (2) その他利益剰余金

    退職給与積立金 50 50 50

    固定資産圧縮積立金 1,345 1,288 1,316

    別途積立金 33,500 35,300 33,500

    繰越利益剰余金 1,428 1,320 2,606

   利益剰余金合計 36,654 63.7 38,288 66.8 37,802 59.7

 ４ 自己株式 △347 △0.6 △348 △0.6 △347 △0.5

   株主資本合計 38,281 66.5 39,914 69.7 39,429 62.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

5,031 8.7 3,720 6.5 5,649

   評価・換算差額等 
   合計

5,031 8.7 3,720 6.5 5,649 8.9

   純資産合計 43,312 75.2 43,634 76.2 45,078 71.2

   負債純資産合計 57,598 100.0 57,300 100.0 63,279 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 17,731 100.0 ― ― ― ―

Ⅱ 放送事業費 8,202 46.3 ― ― ― ―

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,596 37.2 ― ― ― ―

Ⅳ 減価償却費 ※１ 1,285 7.2 ― ― ― ―

Ⅴ 売上高 ― ― 17,250 100.0 35,815 100.0

Ⅵ 売上原価 ※１ ― ― 9,158 53.1 18,208 50.8

   売上総利益 ― ― 8,092 46.9 17,606 49.2

Ⅶ 販売費及び一般管理費 ※１ ― ― 6,732 39.0 13,674 38.2

   営業利益 1,647 9.3 1,360 7.9 3,931 11.0

Ⅷ 営業外収益 ※２ 178 1.0 179 1.0 306 0.8

Ⅸ 営業外費用 ※３ 55 0.3 57 0.3 106 0.3

   経常利益 1,769 10.0 1,481 8.6 4,131 11.5

Ⅹ 特別利益 ※４ 23 0.1 4 0.0 145 0.4

XI  特別損失
※５ 
※６

30 0.2 31 0.2 194 0.5

   税引前中間(当期) 
   純利益

1,762 9.9 1,454 8.4 4,082 11.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

599 461 1,626

   法人税等調整額 186 785 4.4 181 642 3.7 200 1,826 5.1

   中間(当期)純利益 977 5.5 811 4.7 2,255 6.3



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

（注）その他利益剰余金の内訳 

 
※平成18年６月の定時株主総会の利益処分項目であります。 

  

項目

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計資本準備金 利益準備金
その他利益

剰余金

平成18年３月31日残高 

（百万円)
1,320 654 330 35,651 △346 37,609 6,190 6,190 43,799

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当※ △234 △234 △234

 役員賞与の支給額※ △70 △70 △70

 中間純利益 977 977 977

 自己株式の取得 △0 △0 △0

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額)

△1,159 △1,159 △1,159

中間会計期間中の変動額 

合計(百万円)
― ― ― 672 △0 672 △1,159 △1,159 △487

平成18年９月30日残高 

(百万円)
1,320 654 330 36,324 △347 38,281 5,031 5,031 43,312

項目 退職給与積立金
固定資産 

圧縮積立金
特別償却積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成18年３月31日残高 

(百万円)
50 1,437 8 32,000 2,155 35,651

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当※ △234 △234

 役員賞与の支給額※ △70 △70

 中間純利益 977 977

 固定資産圧縮積立金の 

 取崩※
△62 62 ─

 固定資産圧縮積立金の 

 取崩
△29 29 ─

 特別償却準備金の取崩※ △8 8 ─

 別途積立金の積立※ 1,500 △1,500 ─

中間会計期間中の変動額 

合計(百万円)
― △92 △8 1,500 △726 672

平成18年９月30日残高 

(百万円)
50 1,345 ─ 33,500 1,428 36,324



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

（注）その他利益剰余金の内訳 

 

  

項目

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本準備金 利益準備金
その他利益

剰余金

平成19年３月31日残高 

(百万円)
1,320 654 330 37,472 △ 347 39,429 5,649 5,649 45,078

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 325 △ 325 △ 325

 中間純利益 811 811 811

 自己株式の取得 △0 △0 △0

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額)

△ 1,929 △ 1,929 △ 1,929

中間会計期間中の変動額 

合計(百万円)
― ― ― 485 △0 485 △ 1,929 △ 1,929 △ 1,444

平成19年９月30日残高 

(百万円)
1,320 654 330 37,958 △ 348 39,914 3,720 3,720 43,634

項目 退職給与積立金
固定資産 

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成19年３月31日残高 

(百万円)
50 1,316 33,500 2,606 37,472

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 325 △ 325

 中間純利益 811 811

 固定資産圧縮積立金の 

 取崩
△ 27 27 ─

 別途積立金の積立 1,800 △ 1,800 ─

中間会計期間中の変動額 

合計(百万円)
― △ 27 1,800 △ 1,286 485

平成19年９月30日残高 

(百万円)
50 1,288 35,300 1,320 37,958



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

（注）その他利益剰余金の内訳 

 
※平成18年６月の定時株主総会の利益処分項目であります。 

  

  

  

  

項目

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本準備金 利益準備金
その他利益

剰余金

平成18年３月31日残高 

(百万円)
1,320 654 330 35,651 △ 346 37,609 6,190 6,190 43,799

事業年度中の変動額

 剰余金の配当※ △ 234 △ 234 △ 234

 剰余金の配当 △ 130 △ 130 △ 130

 役員賞与の支給額※ △ 70 △ 70 △ 70

 当期純利益 2,255 2,255 2,255

 自己株式の取得 △0 △0 △0

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額 

 (純額)

△ 541 △ 541 △ 541

事業年度中の変動額 

合計(百万円）
― ― ― 1,820 △0 1,820 △ 541 △ 541 1,278

平成19年３月31日残高 

(百万円)
1,320 654 330 37,472 △ 347 39,429 5,649 5,649 45,078

項目 退職給与積立金
固定資産 

圧縮積立金
特別償却積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成18年３月31日残高 

(百万円)
50 1,437 8 32,000 2,155 35,651

事業年度中の変動額

 剰余金の配当※ △ 234 △ 234

 剰余金の配当 △ 130 △ 130

 役員賞与の支給額※ △ 70 △ 70

 当期純利益 2,255 2,255

 固定資産圧縮積立金の 

 取崩※
△ 62 62 ―

 固定資産圧縮積立金の 

 取崩
△ 58 58 ―

 特別償却準備金の取崩※ △ 8 8 ―

 別途積立金の積立※ 1,500 △ 1,500 ―

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
― △ 121 △ 8 1,500 451 1,820

平成19年３月31日残高 

(百万円)
50 1,316 ― 33,500 2,606 37,472



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

有価証券

①満期保有目的の債券

…償却原価法(定額法)

有価証券

①満期保有目的の債券

…同左

有価証券

①満期保有目的の債券

…同左

②子会社株式及び関連会

社株式

…移動平均法による原

価法

②子会社株式及び関連会

社株式

…同左

②子会社株式及び関連会

社株式

…同左

③その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定）

③その他有価証券

時価のあるもの

 …同左

③その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定)

時価のないもの

…移動平均法による原

価法

時価のないもの

…同左

時価のないもの

…同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しており

ます。（ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を

除く)及び賃貸用資産に

ついては定額法を採用し

ております。）

なお、主な耐用年数

は、建物41～50年、構築

物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15

年であります。

(1) 有形固定資産

定率法を採用しており

ます。（ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を

除く)及び賃貸用資産に

ついては定額法を採用し

ております。）

なお、主な耐用年数

は、建物41～50年、構築

物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15

年であります。

(1) 有形固定資産

定率法を採用しており

ます。（ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を

除く)及び賃貸用資産に

ついては定額法を採用し

ております。）

なお、主な耐用年数

は、建物41～50年、構築

物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15

年であります。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日

  至 平成19年３月31日)

（会計方針の変更)  

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴

い、当中間会計期間か

ら、平成19年４月１日以

降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更して

おります。  

 これに伴い、前中間会

計期間と同一の方法によ

った場合と比べ、営業利

益、経常利益、税引前中

間純利益が18百万円それ

ぞれ減少しております。 

（追加情報）  

 当中間会計期間から、

平成19年３月31日以前に

取得したものについて

は、償却可能限度額まで

償却が終了した翌事業年

度から５年間で均等償却

する方法によっておりま

す。  

 これに伴い、前中間会

計期間と同一の方法によ

った場合と比べ、営業利

益が66百万円、経常利益

が66百万円、税引前中間

純利益が64百万円それぞ

れ減少しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しており

ます。なお、自社利用の

ソフトウェアについて

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づいて

おります。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一

般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額を計上してお

ります。

(会計方針の変更)

当中間会計期間から

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。

この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税引前中間純

利益が、それぞれ35百万

円減少しております。

(会計方針の変更)

当事業年度から「役員

賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業

会計基準第４号）を適用

しております。

この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税引前中間純

利益が、それぞれ62百万

円減少しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。

なお、計算の結果、当

中間会計期間末において

は退職給付引当金が借方

残高となったため、「前

払年金費用」として固定

資産の投資その他の資産

に計上しております。

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。

過去勤務債務は、15年

の定額法によりその発生

事業年度から費用処理す

ることとしております。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末にお

いて発生していると認め

られる額を計上しており

ます。

なお、計算の結果、当

事業年度末においては退

職給付引当金が借方残高

となったため、「前払年

金費用」として固定資産

の投資その他の資産に計

上しております。

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。

過去勤務債務は、15年

の定額法によりその発生

事業年度から費用処理す

ることとしております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

の100％を計上しており

ます。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額の

100％を計上しておりま

す。

(5) 永年勤続表彰引当金

永年勤続者の表彰費用

に備えて、永年勤続表彰

内規による中間期末必要

額を計上しております。

(5) 永年勤続表彰引当金

同左

(5) 永年勤続表彰引当金

永年勤続者の表彰費用

に備えて、永年勤続表彰

内規による期末必要額を

計上しております。

４ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

５ その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっておりま

す。

なお、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺し、流動

負債のその他に含めて表示

しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

税抜方式によっておりま

す。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

会計処理の変更 

 
  

表示方法の変更 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は43,312百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正に伴

い、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

―――――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は45,078百万円であ

ります。 

 財務諸表等規則の改正に伴い、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――

（損益計算書）

前中間会計期間まで、民間放送勘

定科目基準に従い「売上高」を「営

業収益」として、また「売上原価」

「販売費及び一般管理費」を「放送

事業費」「販売費及び一般管理費」

「減価償却費」として表示しており

ましたが、同基準の改定（平成18年

12月）に伴い、当中間会計期間より

「営業収益」を「売上高」として、

また「放送事業費」「販売費及び一

般管理費」及び「減価償却費」を

「売上原価」「販売費及び一般管理

費」に区分し、「売上高」と「売上

原価」の差額を「売上総利益」とし

て表示しております。

なお、前中間会計期間につき、当

中間会計期間と同様の区分表示を行

った場合の売上総利益は8,460百万

円であります。

（損益計算書）

前事業年度まで、民間放送勘定科

目基準に従い「売上高」を「営業収

益」として、また「売上原価」「販

売費及び一般管理費」を「放送事業

費」「販売費及び一般管理費」「減

価償却費」として表示しておりまし

たが、同基準の改定（平成18年12

月）に伴い、当事業年度より「営業

収益」を「売上高」として、また

「放送事業費」「販売費及び一般管

理費」及び「減価償却費」を「売上

原価」「販売費及び一般管理費」に

区分し、「売上高」と「売上原価」

の差額を「売上総利益」として表示

しております。

なお、前事業年度につき、当事業

年度と同様の区分表示を行った場合

の売上総利益は18,400百万円であり

ます。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

26,402百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

26,855百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

26,170百万円

 ２ 偶発債務

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。

従業員 128百万円

 ２ 偶発債務

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。

従業員 115百万円

 ２ 偶発債務

以下の者の金融機関からの借

入に対し、債務保証を行ってお

ります。

従業員 121百万円

 

※３ 中間期末日満期手形

 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をも

って決済処理しております。

 なお、当中間会計期間の末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

流動負債（その他）

（設備関係支払手形）
7百万円

 

※３ 中間期末日満期手形

 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をも

って決済処理しております。

 なお、当中間会計期間の末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

流動負債（その他）

（設備関係支払手形）
165百万円

 

※３ 期末日満期手形

 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。

 なお、当期末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日

満期手形が、期末残高に含まれ

ております。

流動負債（その他）

（設備関係支払手形）
145百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 1,144百万円

無形固定資産 140百万円

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 1,346百万円

無形固定資産 169百万円

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 2,428百万円

無形固定資産 297百万円

※２ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2百万円

受取配当金 149百万円

※２ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 6百万円

受取配当金 155百万円

※２ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 11百万円

受取配当金 241百万円

 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 47百万円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 44百万円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 91百万円

 

※４ 特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金 
戻入益

23百万円

 

※４ 特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金
戻入益

3百万円

※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券 
売却益

122百万円

貸倒引当金
戻入益

23百万円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの

機械装置除却損 27百万円

投資有価証券 
評価損

1百万円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの

機械装置除却損 28百万円

投資有価証券
評価損

0百万円

減損損失 1百万円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの

機械装置除却損 109百万円

投資有価証券 
評価損

66百万円

減損損失 10百万円

※６

――――――――

 

※６ 減損損失

当社は、以下の資産について

減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
岐阜県
飛騨市

1

（経緯）

上記の土地については、今後の利

用計画もなく、地価も著しく下落し

ているため、減損損失を認識いたし

ました。

（グルーピングの方法）

事業の種類別に区分し、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グをしております。

（回収可能価額の算定方法等）

 当資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。

 

※６ 減損損失

当社は、以下の資産について

減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
岐阜県 
高山市

9

遊休 土地
岐阜県 
飛騨市

1

計 10

（経緯）

上記の土地については、今後の利

用計画もなく、地価も著しく下落し

ているため、減損損失を認識いたし

ました。

（グルーピングの方法）

事業の種類別に区分し、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グをしております。

（回収可能価額の算定方法等）

 当資産の回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、固定資産

税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   192株 

  

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加     381株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加     644株 

  

  

  

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 327,381 192 ― 327,573

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 328,025 381 ― 328,406

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 327,381 644 ― 328,025



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日)、当中間会計期間末(平成19年９月30日)及び前事業年度末(平

成19年３月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価 
額相当 
額
 
(百万円)

減価償 
却累計 
額相当 
額
(百万円)

中間期
末残高 
相当額
 
(百万円)

その他

(車両運 

搬具)

6 3 3

その他

(工具器 

具備品)

107 85 21

合計 114 89 24

 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価
額相当 
額
 
(百万円)

減価償
却累計 
額相当 
額
(百万円)

中間期
末残高 
相当額

(百万円)

その他

(車両運 

搬具)

12 6 6

合計 12 6 6

同左
 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価
額相当 
額

(百万円)

減価償 
却累計 
額相当 
額
(百万円)

期末残
高相当 
額 
 
(百万円)

その他

(車両運

搬具)

12 4 8

その他

(工具器 

具備品)

107 96 10

合計 120 101 18

 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。

 

②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 22百万円

１年超 2百万円

合計 24百万円

 なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

 

②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 3百万円

１年超 3百万円

合計 6百万円

同左
 

②未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 13百万円

１年超 4百万円

合計 18百万円

 なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 12百万円

減価償却費相当額 12百万円

③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 12百万円

減価償却費相当額 12百万円

③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 24百万円

減価償却費相当額 24百万円

④減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額の算定方法

同左



(企業結合等関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間会計期間（自 平成19

年４月１日 至 平成19年９月30日)、及び前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31

日)のいずれにおいても、該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

２ 算定上の基礎 

① １株当たり純資産額 

 
  

② １株当たり中間(当期)純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,661円25銭

 
１株当たり純資産額 1,673円64銭 １株当たり純資産額 1,729円01銭

１株当たり中間純利益 37円48銭 １株当たり中間純利益 31円13銭 １株当たり当期純利益 86円53銭

項目
前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 43,312 43,634 45,078

普通株式に係る純資産額(百万円) 43,312 43,634 45,078

普通株式の発行済株式数(千株) 26,400 26,400 26,400

普通株式の自己株式数（千株） 327 328 328

１株当たり純資産の算定に 
用いられた普通株式の数(千株)

26,072 26,071 26,071

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 977 811 2,255

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(百万円)

977 811 2,255

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―  ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 26,072 26,071 26,072



(2) 【その他】 

第82期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）中間配当については、平成19年11月14日開催

の取締役会において、平成19年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

①   中間配当金の総額 130,357,970円

②   １株当たり中間配当金 5円

③   支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月７日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

 
  

  

（1） 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度
(第81期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日
東海財務局長に提出

（2） 有価証券報告書の訂正報告書 事業年度
(第81期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年９月18日
東海財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
    

中部日本放送株式会社 

    

  
   

   

  
  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている中部日本放送株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、中部日本放送株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

平成18年12月19日

 取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  井  夏  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  内  山  隆  夫  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
    

中部日本放送株式会社 

    

  
   

   

  
  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている中部日本放送株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、中部日本放送株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

平成19年12月18日

 取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  井  夏  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  内  山  隆  夫  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
 

中部日本放送株式会社 

    

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている中部日本放送株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第81期事業年度の中間会計期

間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、中部日本放送株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

平成18年12月19日

 取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  井  夏  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  内  山  隆  夫  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
 

中部日本放送株式会社 

    

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている中部日本放送株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第82期事業年度の

中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、中部日本放送株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

平成19年12月18日

 取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  井  夏  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  内  山  隆  夫  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。
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