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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 6,575 △7.9 △515 ― △595 ― △601 ―
22年3月期第3四半期 7,138 5.3 583 51.6 569 60.2 323 65.6

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 △8,976.34 ―
22年3月期第3四半期 4,833.98 ―

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 18,863 8,463 44.9 126,296.24
22年3月期 16,695 9,210 55.2 137,437.53

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,463百万円 22年3月期  9,210百万円

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 ― 2,200.00 2,200.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想） 2,200.00 2,200.00

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  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,967 △7.2 △562 ― △686 ― △693 ― △10,353.67



(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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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あ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  67,014株 22年3月期  67,014株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  67,014株 22年3月期3Q 67,014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におけるわが国経済は、エコカー補助金や家電エコポイント制度等の政策により、一部

個人消費に持ち直しの気配を見せたものの、雇用情勢の低迷や急激な円高の進展などにより、景気の足踏み状態が続

いております。 

 このような状況のもと、ネットワーク事業（放送サービス事業・通信関連事業）においては、テレビ、インターネ

ット、電話サービスを組み合わせたパックメニューの販売活動に注力し加入者の拡大に努めました。 

家電製品を対象としたエコポイント制度の実施もあり、デジタルテレビの購入を契機に当社サービスを解約する

加入者が増加、多チャンネル放送サービスの累計加入者数は純減となりました。一方、地上デジタル放送の再送信サ

ービスは、本年７月のアナログ放送停止を背景に、戸建住宅を対象に接続者数を増加させております。これらによ

り、放送サービスの利用料収入は、前連結累計期間と比較し小幅な伸びとなりました。 

 電波障害改善業務においては、既存のアナログ共聴施設のデジタル化切替工事などを見込んでおりましたが、計画

通りの受注が得られず低調な結果となりました。 

 インターネットサービスの累計加入者数は堅調に増加しましたが、低価格メニューの需要の高まりを受け利用料単

価が下落し、利用料収入は前連結累計期間と比較し減収となりました。 

 固定電話サービスにおいては、提供エリアの拡大とともに加入者数が着実に増加しており、テレビサービス及びイ

ンターネットサービスとのパック加入も合わせ、今後もさらに伸長させていけるものと考えております。 

 売上原価におきましては、ネットワークインフラの高度化を目的とした設備投資による償却負担が増加、また、

販売費においても新規加入者獲得のための販売費及び広告宣伝費などが増加しております。 

 この結果、ネットワーク事業による売上高は 千円、営業損失は 千円となりました。 

 映画興行事業においては、良質な上映作品の選定に努めましたが、大きなヒット作に恵まれず、興行収入は低調

な結果となりました。これにより、映画興行事業による売上高は 千円、営業損失は 千円となりまし

た。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、役員報酬のカット及び業務の合理化によるコス

ト削減などに傾注いたしましたが、売上高 千円（前年同四半期比 ％減）、営業損失 千円（前年

同四半期は営業利益 千円）、経常損失 千円（前年同四半期は経常利益 千円）、四半期純損失

千円（前年同四半期は四半期純利益 千円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりま 

した。これは主に、新規借入金・社債の発行による現金及び預金の増加、設備投資による固定資産の増加によるも

のです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。これは主に、設備

投資に伴う新規借入金・社債の発行及びリース債務の増加、設備未払金の減少によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。これは主に、利益剰

余金の減少等によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ ポイント減少し、 ％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績及び今後の需要見通

し、売上見込み等を勘案した上で、平成22年11月２日において公表した連結予想から、売上高 千円、営

業損失 千円、経常損失 千円、当期純損失 千円に修正しております。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

6,228,523 247,929

347,267 34,889

6,575,791 7.9 515,424

583,300 595,422 569,686

601,540 323,944

2,168,292 18,863,539

2,914,914 10,399,924

746,622 8,463,615

10.3 44.9

8,967,666

562,493 686,903 693,840
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（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 

・簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

る場合には、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

（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 

 第１四半期連結会計期間より、「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。  

  これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ 千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、 千円増加

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

2,260 14,541

33,116
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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 2,712,985 1,437,042

受取手形及び売掛金 1,176,669 1,930,211

番組勘定 2,075 2,242

商品 1,358 1,539

その他 674,283 562,202

貸倒引当金 △17,055 △22,262

流動資産合計 4,550,317 3,910,976

固定資産   

有形固定資産   

構築物（純額） 9,059,158 9,194,227

リース資産（純額） 2,522,858 931,309

その他（純額） 2,159,359 2,070,240

有形固定資産合計 13,741,375 12,195,776

無形固定資産 119,102 148,909

投資その他の資産 452,743 439,585

固定資産合計 14,313,222 12,784,271

資産合計 18,863,539 16,695,247
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 705,440 707,635

短期借入金 110,000 100,000

未払法人税等 4,721 186,602

引当金 21,193 59,195

その他 2,623,663 3,267,653

流動負債合計 3,465,018 4,321,088

固定負債   

社債 1,800,000 1,500,000

長期借入金 2,646,650 687,600

引当金 58,289 58,179

リース債務 2,326,248 851,601

その他 103,718 66,540

固定負債合計 6,934,905 3,163,921

負債合計 10,399,924 7,485,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,685,005 2,685,005

資本剰余金 2,339,683 2,339,683

利益剰余金 3,435,682 4,184,654

株主資本合計 8,460,371 9,209,342

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,244 896

評価・換算差額等合計 3,244 896

純資産合計 8,463,615 9,210,238

負債純資産合計 18,863,539 16,695,247
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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 7,138,137 6,575,791

売上原価 4,473,652 4,886,841

売上総利益 2,664,485 1,688,949

販売費及び一般管理費 2,081,185 2,204,373

営業利益又は営業損失（△） 583,300 △515,424

営業外収益   

受取利息 371 421

受取配当金 620 878

受取手数料 4,988 4,939

負担金受入額 2,423 2,044

その他 8,230 5,576

営業外収益合計 16,635 13,859

営業外費用   

支払利息 27,396 67,470

社債発行費 － 19,324

その他 2,852 7,062

営業外費用合計 30,249 93,857

経常利益又は経常損失（△） 569,686 △595,422

特別損失   

前期損益修正損 6,612 －

固定資産除却損 479 561

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,280

特別損失合計 7,092 12,842

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

562,593 △608,264

法人税、住民税及び事業税 246,518 5,167

法人税等調整額 △7,868 △11,892

法人税等合計 238,649 △6,724

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △601,540

四半期純利益又は四半期純損失（△） 323,944 △601,540
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

562,593 △608,264

減価償却費 1,108,435 1,344,905

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,492 △38,002

受取利息及び受取配当金 △992 △1,300

支払利息 27,396 67,470

社債発行費 － 19,324

固定資産除却損 479 561

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,280

売上債権の増減額（△は増加） △241,790 747,106

たな卸資産の増減額（△は増加） △191,442 347

仕入債務の増減額（△は減少） △10,906 △2,195

未払金の増減額（△は減少） 29,853 △8,748

未払費用の増減額（△は減少） 32,675 31,959

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,735 △4,135

前受金の増減額（△は減少） 122,162 2,081

その他 44,417 △24,646

小計 1,468,125 1,538,744

利息及び配当金の受取額 992 1,300

利息の支払額 △25,076 △64,220

法人税等の支払額 △109,724 △176,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,334,316 1,299,463

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,017,286 △1,450,019

無形固定資産の取得による支出 △3,483 △47,479

投資有価証券の取得による支出 △91 △93

長期前払費用の取得による支出 △21,566 △7,002

差入保証金の差入による支出 △1,528 △75,055

差入保証金の回収による収入 － 429

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,043,955 △1,579,220

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 10,000

長期借入れによる収入 － 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △489,833 △1,109,924

リース債務の返済による支出 △1,192 △177,762

社債の発行による収入 － 780,675

配当金の支払額 △147,302 △147,287

財務活動によるキャッシュ・フロー △638,327 1,555,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △347,966 1,275,943

現金及び現金同等物の期首残高 1,456,993 1,437,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,109,027 2,712,985
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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