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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 32,782 1.0 2,161 14.3 2,384 17.4 1,382 47.3
23年3月期 32,463 0.0 1,890 77.1 2,030 72.2 938 118.0

（注）包括利益 24年3月期 1,600百万円 （―％） 23年3月期 △289百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 52.38 ― 3.2 4.0 6.6
23年3月期 35.56 ― 2.2 3.4 5.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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

24年3月期 59,898 44,918 73.7 1,672.76
23年3月期 59,413 43,660 72.2 1,625.29

（参考） 自己資本   24年3月期  44,159百万円 23年3月期  42,906百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 2,157 △982 △905 11,371
23年3月期 3,613 △4,321 △615 11,101

2.  配当の状況 

（注）23年3月期の年間配当金には、記念配当5円が含まれております。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 395 42.2 0.9
24年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50 329 23.9 0.8

25年3月期(予想) ― 5.00 ― 7.50 12.50 22.6

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 16,430 3.7 780 17.8 870 10.3 530 38.0 20.08
通期 33,110 1.0 2,280 5.5 2,450 2.8 1,460 5.6 55.30



※  注記事項 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、「１株当たり情報」(28ページ)をご覧ください。 

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 26,400,000 株 23年3月期 26,400,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期 674 株 23年3月期 578 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 26,399,369 株 23年3月期 26,399,632 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 29,242 2.3 1,901 21.3 2,144 25.0 1,331 65.6
23年3月期 28,599 △0.6 1,567 123.2 1,715 108.9 803 158.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 50.44 ―

23年3月期 30.45 ―

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

24年3月期 51,628 41,035 79.5 1,554.42
23年3月期 51,045 39,827 78.0 1,508.65

（参考） 自己資本 24年3月期  41,035百万円 23年3月期  39,827百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表に対する監査手
続きが実施中です。 

※ 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、「1. 経
営成績」内の「(1)経営成績に関する分析【次期の見通し】」（５ページ）及び「(4)事業等のリスク」（９ページ～10ページ）をご参照ください。 

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) 14,750 3.6 690 28.0 810 15.7 500 34.0 18.94
通期 29,600 1.2 2,110 11.0 2,280 6.3 1,380 3.7 52.27
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【当期の経営成績】 

 
当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による生産活動や輸出の落ち込みか

ら回復する動きが続いていましたが、期間後半は海外経済の減速や円高の影響により、持ち直しの

ペースは鈍化し横ばい圏内の動きとなりました。 

 テレビ広告市況は、震災直後は広告自粛やサプライチェーン寸断の影響などで大幅に落ち込んだ

ものの、夏場以降は製品供給体制の復旧に伴い広告市況も復調に転じ、期間後半は個人消費の底堅

さを背景に堅調に推移しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は、327億82百万円（前期比

1.0％増）と前期を上回りました。 

  利益面では、営業利益は21億61百万円（前期比14.3％増）、経常利益は23億84百万円（前期比

17.4％増）、当期純利益は13億82百万円（前期比47.3％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。 

 (注）売上高については、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

〈放送関連〉 

 「放送関連」の売上高は、子会社の広告代理業が減収となりましたが、テレビ収入が増加したこ

とにより、299億36百万円（前期比1.7％増）となりました。 

 テレビ収入は、震災の影響によりスポット収入が僅かに減少しましたが、タイム収入などその他

の収入は増加となりました。 

 費用においては、減価償却費や退職給付費用が減少したことに加え、子会社の広告代理業の費用

が減少しましたが、テレビ番組費などが増加したことにより、営業費用全体では増加となりまし

た。 

  この結果、営業利益は11億57百万円（前期比42.0％増）となりました。 

なお、詳細は以下のとおりです。 

▽ラジオ 

 ラジオは、９月１日の放送開始日に向けた開局60周年事業「60周年感謝還暦ロングランプロジェ

クト」を前年度に引き続き展開しました。 

 営業面においては、東日本大震災による影響を受け、厳しい経済環境の中でのスタートとなりま

した。タイム収入では、生ワイド番組内での企画コーナーの提案や、『ドラゴンズナイター』のＣ

Ｍセールスを重点的に進めましたが、ラジオ媒体へのレギュラー提供を見合わせるスポンサーも多

く、前期に比べて減収となりました。一方スポット収入では、夏のイベント『ＣＢＣラジオ ロコ

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

平成24年３月期 32,782 2,161 2,384 1,382

平成23年３月期 32,463 1,890 2,030 938

増減率(%） 1.0 14.3 17.4 47.3

放送関連 不動産賃貸 ゴルフ場 その他

売上高
(百万円)

営業利益 
(百万円)

売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

売上高
(百万円)

営業利益 
(百万円)

売上高 
(百万円)

営業利益
(百万円)

平成24年３月期 29,936 1,157 1,513 890 536 11 796 104

平成23年３月期 29,440 815 1,594 953 578 27 850 93

増減率(％) 1.7 42.0 △5.1 △6.7 △7.2 △60.4 △6.4 12.0
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コロまつり』の協賛企画や開局60周年スポット企画を重点的に販売したほか、需要が増加してきた

ショッピング関連の生ＣＭの営業にも力を入れました。しかしながら、これまで実績のあった多く

の業種でスポンサーの出稿中止や減額も多く、こちらも前期の収入には達しませんでした。 

 編成・制作面においては、平成22年12月にスタートした開局60周年事業「60周年感謝還暦ロング

ランプロジェクト」を９月４日まで展開しました。東海三県を歩いて60ヶ所でライブを行う『河原

﨑辰也 歩けばわかるさ』（平成22年12月～９月）、連続ラジオドラマ『還暦刑事』（４月～９

月）、ＴＢＳ・ＭＢＳとの共同特別番組や記念ライブ、公開生放送を行った『開局４ＤＡＹＳ』

（９月１日～４日）など多くの企画を実施し、リスナーとふれあい、ラジオの媒体価値の向上を目

指しました。また、東日本大震災を受けて「ＣＢＣラジオ 絆プロジェクト」を立ち上げ、『ＣＢ

Ｃラジオ ロココロまつり』などのイベントや番組で、募金や支援活動を展開しました。 

 また、インターネットでラジオが聴ける「radiko.jp」は、半年間の試験放送を経て、９月26日

から愛知・岐阜・三重３県での本配信がスタートしました。パソコンやスマートフォンでもラジオ

が聴けるようになったことによる聴取環境の拡充は、新規リスナーの獲得にもつながっています。 

  

▽テレビ 

 テレビは、７月24日に完全デジタル化を無事に完了させるとともに、開局60周年企画を中心に記

念番組の制作やセールスに取り組みました。 

 営業面において、タイム収入は、全国向け新番組『ホンネ日和』の収入が大きく寄与し、前期を

上回りました。一方、スポット収入は、年度の後半から景気本格回復への期待の高まりなどによっ

て、化粧品・洗剤、輸送機器、金融・保険などの業種を中心に出稿が回復しましたが、東日本大震

災の影響を受けた春先の落ち込みが大きく、当期は前期を僅かに下回りました。 

 編成・制作面においては、報道・情報番組の充実に力を入れました。報道番組では、平日夕方の

『イッポウ』が年間平均視聴率で第１部(月～金曜 16:50～17:45放送)が9.1%、第３部(月～金

18:15～19:00放送)が9.5%と、視聴者からの信頼を確固たるものとしています。また、イッポウス

ペシャルとして『被災地からの警鐘～東日本大震災 私たちが追った３ヶ月』を６月に、『巨大地

震～“その時”生き抜くために』を９月に放送し、東日本大震災の被災地の現状を伝えるととも

に、東海地方で危惧されている巨大地震への備えを呼びかけました。 

 新番組では、全国向けに４月から『ホンネ日和』を放送しました。さまざまなジャンルで活躍す

る異色のゲスト２人の組み合わせと本音のトークが話題となりました。また、ローカル番組でも、

ディレクターがひとつの町に住み込みながら極上の地元情報を調べる番組『東海地方のコト なるべ

くちゃんと調べます！』を１月からスタートするなど、新しいスタイルの情報バラエティに積極的

に取り組んでいます。 

 単発番組では、開局60周年記念番組として、昭和の文豪井上靖の世界を描いた『ＣＢＣ開局60周

年記念 スペシャルドラマ 初秋』（役所広司主演、原田眞人監督）を10月に全国放送し、この番

組は文化庁芸術祭優秀賞を受賞しました。 

 また、同じく開局60周年を迎えたＭＢＳとの共同制作番組として１月に全国放送したドキュメン

タリー『チンパンジーが教えてくれる希望の秘密』は、チンパンジーを通して人間の心の進化を解

明する番組で、第53回科学技術映像祭の科学技術教養部門優秀賞を受賞しました。 

 このほか、『笑ってさよなら～四畳半下請け工場の日々～』が、世界４大映像祭のひとつである

第51回モンテカルロ・テレビ祭のニュースドキュメンタリー部門で、日本の民間放送局として初め

てゴールデンニンフ賞（ 優秀作品賞）を受賞、さらに、『スペシャルドラマ 旅する夫婦』が日本

民間放送連盟賞優秀賞を受賞するなど、当社の制作番組が国内外で高く評価されました。 

 スポーツ番組では、名古屋ゴルフ倶楽部和合コースで開催された『第52回中日クラウンズ』を連

日放送し、ブレンダン・ジョーンズ選手がプレーオフを制して初優勝を果すなど盛況でした。プロ

野球では、落合監督の退任が決まる中で球団初のセ・リーグ連覇を達成した中日ドラゴンズの試合

を、レギュラーシーズンで29試合、クライマックスシリーズ３試合、日本シリーズを２試合放送し

ました。また、セ・リーグ優勝特別番組や優勝パレードも中継し、12月にはドラゴンズの強さの秘

密に迫ったドキュメンタリー番組『落合竜の真実～本人と選手が語った常勝ドラゴンズの秘密』を
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放送するなど、スポーツファンの期待にも応えました。 

 また、地上波の完全デジタル化にあわせて、デジタル放送の特徴のひとつであるデータ放送をリ

ニューアルして視認性や利便性を高め、６月からは東海地方の映画館情報のサービスも開始しまし

た。 

 一方、映画出資やＤＶＤ・雑誌販売など従来のコンテンツビジネスに加え、劇場公開や海外への

番組販売など、放送局として持つコンテンツのマルチユースをさらに広げる試みに取り組みまし

た。 

 映画出資では『麒麟の翼』『源氏物語』といった話題作など７本に出資し、ＤＶＤではドラゴン

ズのセ・リーグ優勝を受けて『中日ドラゴンズ優勝記念盤「感動の軌跡2011」～球団史上初のセ・

リーグ連覇～』『中日ドラゴンズ「激闘の記録2011」』を緊急発売しました。また、『笑ってさよ

なら～四畳半下請け工場の日々～』を、ドキュメンタリー映画として全国の映画館で劇場公開した

ほか、英語版を国際線の機内で上映しました。 

 新たなビジネス展開も始めました。12月に開局した韓国の放送局である㈱朝鮮放送に出資したこ

とを契機に、「開局記念番組」として中部エリア紹介番組を共同制作し、韓国で全国放送しまし

た。２月には『地球大紀行スペシャル 世界海峡イスタンブール～玉木宏アジア紀行 果ての海

へ！』を、韓国国内でスポンサーをつけて放送するなど、番組制作や営業活動での交流も含めたビ

ジネスをスタートさせました。また、10月に初開催した『名古屋コレクション』では、日本 大級

のファッションフェスタ『神戸コレクション』制作委員会の協力のもと、名古屋の女性と地元の百

貨店・ショップ・メーカー・デザイナーが創る地域発信型ファッションフェスタに7,000人もの女性

が詰めかけ、70組のモデル・アーティストのステージに酔いしれました。 

 デジタルビジネスでは、急速に普及するスマートフォンを活用した課金ビジネスや各種サービス

の開発を手がける一方、７月の完全デジタル化に伴うテレビデータ放送連動番組の企画やセールス

に取り組み、２月と３月に旅行代理店と連携した旅番組を放送しました。 

 新たな取り組みとして、Twitter、Facebook等のＳＮＳサービスも広げました。『ホンネ日和』

『地球大紀行スペシャル 世界海峡イスタンブール～玉木宏アジア紀行 果ての海へ！』『夕刊

アツキー！』など、ＳＮＳ機能と連動したテレビ・ラジオ番組によって、視聴者やリスナー向けに

サービスの充実を図りました。 

  

▽イベントなど 

 イベントでは、『第52回中日クラウンズ』（４月～５月）で、プレーオフの末、オーストラリア

のブレンダン・ジョーンズ選手が初優勝しました。大会は４日間で47,910人のギャラリーを集め、

昨年の男子ゴルフ国内トーナメント全25試合で第１位の観客動員を記録するなど大いに賑わいまし

た。 

 『第34回名古屋国際音楽祭』は、東日本大震災の影響によるアーティストの来日取り止めから、

８公演中４公演が中止となりましたが、英国バーミンガム・ロイヤルバレエ団の『眠れる森の美

女』（５月）や『バルバラ・フリットリ～ソプラノリサイタル』（６月）などでは、トップ・アー

ティストたちのパフォーマンスが喝采を浴びました。 

 ロック・ポピュラーでは、『マルーン５』（５月）をはじめ、『エリック・クラプトン＆スティ

ーブ・ウィンウッド』（11月）、『エアロスミス』（12月）など数々のライブが、ファンの熱狂的

な支持を集めました。 

 また、開局60周年記念事業として、料金を2,980円に抑えたコンサートを相次いで開催しました。

東海三県下では『堀内孝雄コンサート』（６月～７月）をはじめ、その集大成として１月には『青

春のグラフィティコンサート2012』『ドリームモーニング娘。～おめでとう！ＣＢＣ60thコンサー

ト～』などを一挙に５日間開催し、合計約２万人の観衆を集めました。 

 演劇舞踊では、人気バレエダンサー熊川哲也が率いるＫバレエカンパニーによる『白鳥の湖』

（10月）を公演し、大勢のバレエファンを魅了しました。 

 展覧会では、イタリアのヴェネツィア芸術を展示した『ヴェネツィア展』（12月～３月）を名古

屋市博物館で開催したほか、皇族に伝わる絵画・調度品・装束など貴重な品々を紹介した『宮廷の
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雅展』（９月～11月）を徳川美術館で開催し、来場者から高い評価を受けました。新装なった名古

屋市科学館の『黄河大恐竜展』（７月～８月）では、全長27メートルの大型恐竜の全身復元骨格な

どを展示し、夏休みの子供たちの人気を集めました。 

 東日本大震災の影響を受けた１年でしたが、『第34回名古屋国際音楽祭』に出演したノエ・乾

（ヴァイオリン）とモナ＝飛鳥・オット（ピアノ）の２人によるチャリティーコンサート開催や、

『第52回中日クラウンズ』など各会場での義援金活動など、イベントを通しての被災者支援にも力

を入れました。 

 広告代理業は、震災の影響により大型イベントが中止になったことなどから、売上は前期を下回

りました。 

  

〈不動産賃貸〉 

 「不動産賃貸」は、東京の賃貸ビルにおいてテナントからの賃料収入が減少したことにより、売

上高は15億13百万円（前期比5.1％減）となりました。 

  利益面では、東京の賃貸ビルにおける売上高の減少が響き、営業利益は８億90百万円（前期比

6.7％減）となりました。 

  

〈ゴルフ場〉 

 「ゴルフ場」は、震災や積雪などの影響により来場者数が減少したことから、売上高が５億36百

万円（前期比7.2％減）、営業利益は11百万円（前期比60.4％減）となりました。 

  

〈その他〉 

 保険代理業、タクシー業などで構成される「その他」は、売上高が７億96百万円（前期比6.4％

減）となりましたが、利益率の高い事業が順調に推移したため、営業利益は１億４百万円（前期比

12.0％増）となりました。 

  

【次期の見通し】 

 当社グループの主力である広告収入に強い影響を与える景気の見通しにつきましては、横ばい圏

内から持ち直しへと向かうことが想定され、柱となるテレビスポット収入におきましても、堅調に

推移するものと見込んでおります。 

 費用面につきましては、地上デジタル放送のための設備投資が終了し、減価償却費が減少するこ

とを見込んでおります。また、全社的なコスト管理につきましても引き続き徹底してまいります。 

 このような状況のもと、平成25年３月期の通期連結業績につきましては、売上高331億10百万円、

営業利益22億80百万円、経常利益24億50百万円、当期純利益14億60百万円を予想しております。 
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【資産、負債、純資産の状況】 

 当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べて４億84百万円増加し、598億98百万

円となりました。 

 内訳として、まず現金及び預金が24億69百万円増加しておりますが、このうち17億円は投資その

他の資産のその他に含まれる長期預金からの振り替えによるものです。また受取手形及び売掛金が

３億67百万円、有価証券が４億30百万円、前払年金費用が３億68百万円それぞれ増加しておりま

す。 

 その一方で、減価償却により有形及び無形固定資産が10億65百万円減少しております。また投資

有価証券が６億49百万円減少しておりますが、これは株価上昇に伴う増加があった一方で、１年以

内に償還予定の債券を流動資産の有価証券へ振り替えたことによるものです。    

 負債は７億73百万円減少し、149億79百万円となりました。 

 これは、未払費用が２億46百万円増加した一方で、未払法人税等が４億84百万円減少し、また長

期預り保証金が５億４百万円減少したことによるものです。 

 純資産は12億58百万円増加し、449億18百万円となりました。 

 これは、当期純利益の計上と配当金の支払いとの差額により利益剰余金が10億52百万円増加し、

また保有株式の時価上昇に伴い、その他有価証券評価差額金が２億円増加したことによるもので

す。 

【キャッシュ・フローの状況】 

 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて２億69百万円増加

し、113億71百万円となりました。  

 当連結会計年度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）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは21億57百万円の収入となり、前期に比べて収入額が14億55

百万円減少しました。 

 前期に比べての資金の増加要因は以下のとおりです。 

・税金等調整前当期純利益が５億20百万円増加しました。 

・その他の負債の増減額が、前期は３億78百万円減少しましたが、当期は１億54百万円の増加と

なり、差額としては５億32百万円の増加となりました。主な理由は、当期に未払費用が増加し

たことによるものです。 

 前期に比べての資金の減少要因は以下のとおりです。 

・減価償却費が４億55百万円減少しました。 

・前期にあった「アナログテレビ送信所撤去引当金の増減額」１億17百万円や「資産除去債務会

計基準の適用に伴う影響額」87百万円が当期にはありませんでした。 

・売上債権の増減額が、前期は１億50百万円増加しましたが、当期は３億67百万円の増加とな

り、差額としては２億17百万円の増加となりました。 

（２）財政状態に関する分析

平成23年３月期 平成24年３月期 増減額

（百万円） （百万円） （百万円）

現金及び現金同等物の期首残高 12,425 11,101 △1,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,613 2,157 △1,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,321 △982 3,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △615 △905 △289

現金及び現金同等物の増減額 △1,323 269 1,592

現金及び現金同等物の期末残高 11,101 11,371 269
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・その他の資産の増減額が、前期は３百万円増加しましたが、当期は５億47百万円の増加とな

り、差額としては５億43百万円の増加となりました。主な理由は、当期に前払年金費用が増加

したことによるものです。 

・法人税等の支払額が10億19百万円増加しました。 
  

（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９億82百万円の支出となり、前期に比べて支出額が33億38

百万円減少しました。これは、有価証券の償還による収入が23億20百万円減少しましたが、定期預

金の預入による支出が16億円減少し、有価証券の取得による支出が27億円減少し、さらに投資有価

証券の取得による支出が13億77百万円減少し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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは９億５百万円の支出となり、前期に比べて支出額が２億89

百万円増加しました。これは、預り保証金の返還による支出が２億80百万円増加したことなどによ

るものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

(注)１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。    

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利

息の支払額を使用しております。 

  

  

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％） 71.7 71.7 72.2 73.7

時価ベースの自己資本比率（％） 33.0 21.7 21.2 21.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ─ ─ 92.7 140.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ─ ─ 231.3 61.4
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 当社は、放送という公共性の高い事業の性格上、長期にわたり安定した経営基盤を確保することが重要と

考えております。 

 こうしたことから、利益配分に関しましては、安定配当の継続を基本としつつ、さらに、株主の皆さまへ

の利益還元重視を明確にするため、毎期の業績に連動することとしております。  

 この方針に基づき、配当金は当社個別当期純利益の20％を目安とした配当性向を基準とし、また安定配当

性を維持するため、１株当たりの年間配当金は10円を下限といたしております。  

 平成24年３月期の配当につきましては、この基本方針と平成24年３月期の業績動向等を総合的に勘案し、

１株当たり年間12円50銭といたします。中間配当を１株当たり５円で実施しておりますので、期末配当は１

株当たり７円50銭となります。 

 内部留保の使途については、放送設備の更新等に備えていくこととしております。  

 また、今後も原則として、中間配当として９月30日、期末配当として３月31日を基準日とした年２回の配

当を継続する予定です。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあ

り、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。  

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので

あります。 

  

① 景況等の影響について  

 当社グループの売上の多くは、広告収入に依存しています。特に、大きなウエイトを占めているテレビス

ポット収入は、国内景気の全体の動きに加え、広告主である各企業の業績や広告出稿に対する動向などとの

連動性が強くなっています。このため、景況や広告主の動向によって、当社グループの財政状態および経営

成績に影響を与える可能性があります。 

  

② 視聴率、聴取率による影響    

 視聴率、聴取率は、スポンサーにとって、ＣＭが、視聴者、リスナーにいかに到達しているかを示す指標

となっています。このため、視聴率、聴取率の変動は、放送関連部門の売上高に影響を与えることになりま

す。  

 テレビにおける視聴率のうち、ゴールデンタイム、プライムタイムと呼ばれる時間帯の多くは、キー局で

ある㈱ＴＢＳテレビが制作、編成していますが、こうした番組の視聴率動向によっても、売上高が大きく変

動する可能性があります。 

  

③ 他メディアとの競合について  

 技術の飛躍的な進展により、映像・音声メディアは、ＢＳ放送、ＣＳ放送、ＣＡＴＶ、さらには、ＩＰＴ

Ｖ、モバイルなど多様化が進んでいます。  

 こうしたメディアの多様化は、視聴者の動向や企業の広告出稿に影響を与える可能性があり、現実に、こ

こ数年のラジオ、テレビの広告収入の減少傾向を見る限り、少なからず、その影響を受けているといわざる

を得ません。  

 リーチ、フリクエンシーでは他の追随を許さないテレビは、広告メディアとして圧倒的な優位性を保って

いますが、今後、メディア間での競争が激化し、視聴者の動向や広告メディアとしての価値が変化した場

合、当社グループの財政状況および経営成績に影響が出る可能性があります。 

  

（４）事業等のリスク
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④ 大規模災害の発生や災害放送、緊急時放送について   

 当社の本社のある名古屋市をはじめ、放送サービスエリア内の広い範囲が、東海地震に係る地震防災対策

強化地域および東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されています。  

 当社グループでは、本社建物や電波を送り出す瀬戸のデジタルタワーを始めとした放送関連施設につい

て、 大限の地震対策を施しております。  

 しかしながら、予想を上回る大地震の発生により、放送関連施設が大きな被害を受けることで、正常な放

送を送り出すことができなくなるおそれがあります。  

 また、当社の放送関連部門は、報道機関であることから、大地震をはじめとする大規模な災害や大事故、

大事件などが発生した場合、一定期間において、当社グループの主要な収入である広告の放送を行うことな

く、ラジオ、テレビの放送を通じて、国民に情報を提供いたします。  

 さらに、いわゆる「有事法制」における非常時においても、広告の放送を行わないこともあります。  

 こうした場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   

⑤ 年金債務について  

 当社グループの年金資産の時価が大きく変動した場合や、年金資産の運用利回りが変動した場合、当社の

業績に大きな影響が出る可能性があります。また、金利環境の変動などの要因により、退職給付債務等に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 有価証券等の保有について  

 当社グループが保有する有価証券について、大幅な株式市況の下落や投資先の実質価額が著しく下落した

場合に、多額の評価損が計上され、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、当社グループが保有するゴルフ会員権についても、同様の評価損が計上され、業績に影響を及ぼす

可能性があります。 
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当社の企業集団は、当社、連結子会社７社、関連会社３社で構成されており、事業の種類別では放送関

連、不動産賃貸、ゴルフ場およびその他で構成されております。 

 事業の内容と、当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置づけならびにセグメントとの関連を図

示しますと、次のとおりであります。  

  

 

  
※１ 連結子会社 

※２ 特定子会社 

※３ 関連会社で持分法非適用会社 

※４ ㈱ＣＢＣラジオは、平成23年９月１日付で、㈱テクノビジョンから商号変更しております。 

  

２．企業集団の状況
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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、娯楽番組を提供し、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おります。このため、放送事業を中心とする公共性の高い企

業グループとして、長期にわたり安定した経営基盤を確保していくことを重要な経営目標としています。  

 当社グループにとって経営の柱でもあるテレビ放送事業は、昨年７月、アナログ放送が終了し、完全デジ

タル化の時代を迎えました。  

 放送局を取り巻く環境は、メディア、情報デバイスの多様化によって大きく変容してきていますが、地上

放送が 強のメディアであり続けるために、我々は、地域を代表する放送局として、地域にとって有益な情

報、魅力あるコンテンツ、そしてデジタル時代にふさわしい放送サービスを提供してまいります。  

 また、当社グループ全体としても、業容の 適化と収益性の 大化を推進することで、総合力による競争

優位性を確保してまいります。 

  

当社グループの中核をなす放送事業は、景気動向や広告市場から大きな影響を受けるという特殊性を持っ

ています。また、放送事業を取り巻く環境はメディアの多様化とともに、大きく変化してきています。この

ため、特定の経営指標を掲げることは困難な面もありますが、様々な事業環境の変化に柔軟に対応していく

ことが重要であると考えています。今後とも中長期的な視野に立って、グループ全体として企業価値を増大

させていくことを目標としてまいります。 

  

  放送事業を中核とする当社グループの社会的使命は、地域の情報インフラとしての機能を維持し、信頼性

の高い放送活動を通じて、地域社会に貢献していくことにあります。 

  当社の第一声から始動した民間放送は、これまで放送の多元性、言論・表現の多様性、そして地域性を確

保しながら、国民経済の発展、民主主義の理想の実現に貢献してきました。とりわけ、テレビの果たしてき

た役割は大きく、影響力という点においては、今なお 強のメディアであることに変わりはありません。 

  しかし、放送を取り巻く環境は劇的に変化しています。メディア、情報デバイスの多様化により、情報の

接触に時間や場所の制約がなくなったことは、生活者のライフスタイルや価値観を一変させ、放送業界に大

きなインパクトを与えています。 

  特にネット業界の革命的な動きともいえるソーシャル・メディアは急速な勢いで拡がりを見せており、サ

イト上に投稿された情報が事実か否かを問わず、世界規模で瞬時に伝播し、大きな社会現象を引き起こすケ

ースさえあります。 

  情報メディアの世界は熾烈なシェア競争を強いられており、『絶対的強者』であったテレビは『相対的強

者』になりつつあるのが現状です。こうした状況の中、放送メディアは、放送の普遍的理念を忠実に実践し

ていくことで、その存在意義を明確にし、比較優位性を打ち出していかなければなりません。 

  放送活動を支えているのは、視聴者、リスナーの皆様をはじめとするすべてのステークホルダーとの信頼

関係です。放送は送り手側の責任において情報を選別し、確実な裏付けを通して発信しています。その情報

および情報発信の信頼性こそ、放送メディアの優位性を確保するものであり、情報の取捨選択や真偽の判断

が自己責任に委ねられるインターネットとは一線を画す特徴といえます。特に放送は、報道機関として、人

の生命や財産に関わる重要な情報の発信を担っているだけに、その責任は重大であり、東日本大震災を契機

３．経営方針

（１）経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な経営戦略と対処すべき課題
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に報道機関としての放送メディアに対する社会からの期待はますます増大しています。 

  災害、緊急時は、特に地域報道が重視されます。地域の情報インフラである放送局は、地域の安全、安心

を確保する情報をいち早く地域の方々に提供することが 優先で求められています。 

  この地域では、過去に大きな災害を経験し、近い将来、三連動型地震の発生の可能性も指摘されているこ

とから、当社においては、万一の際の防災、減災をテーマにした報道活動に力を入れてきました。更に、東

日本大震災の教訓から、これまでの被害予測よりも更に厳しい事態を想定し、放送事業の継続と地域支援の

両面から、より強固な災害対策を再構築する必要性があります。 

  したがって、当社グループでは、大規模災害時や緊急時に備えるためのＢＣＰ（=事業継続計画）を新た

に策定し、実践的な訓練を定期的に実施することで、危機対応能力の強化を図っているところであります。

  こうした報道機関としての活動を強化する一方、環境の変化やリスクに強い経営基盤を構築し、経済活動

を活性化していくことも放送局の存在意義を守る上での重要な要素と考えます。このため、当社グループ

は、10年先を見据え、「地域の情報インフラとして信頼される 強のブランドを確立し、地域における絶対

的優位性を確立する。」「ＣＢＣグループの総利益の上昇を目指し、企業グループとして成長していく。」

の２つを全社的な経営目標として掲げています。更に、目標を達成するためには、「意義」と「利益」のバ

ランスを守り、「エリアに密着した放送本業の強化」と「エリアにこだわらない新規ビジネスの開発」とい

う２つを戦略の柱として、持続的かつ安定的な成長軌道を確立してまいります。 

  エリア免許に基づく地上放送の活動の軸足がエリアにあることは言をまたず、地域の情報を充実させるだ

けではなく、全国の情報や世界の情報まで地域の視点で地域に届ける役目を担っています。その一方で、地

域の情報インフラとしての機能を支えるビジネスはエリアに限定されるものではなく、エリアの外に新たな

利益創出につながる市場が広がっているとすれば、むしろ積極的にエリアを越えて、その可能性を追求して

いくべきと考えます。 

  また、ビジネスの業態も新たな収益源の確保とともに事業リスクを分散するという観点から、ひとつのモ

デルに依拠しない多層的収益構造への転換を図り、激変に耐えうる企業体質を構築する必要があります。こ

うしたいわゆる『ポートフォリオ戦略』の一環として、当社グループは昨年、韓国の新しいケーブルテレビ

局である㈱朝鮮放送に出資し、協業、連携の形を模索してきました。 

  その成果はコンテンツの共同制作という形で着実に実を結びつつあります。今後はコンテンツ展開にとど

まらず、文化的交流や人的交流等にも積極的に取り組むことで、継続的に収益を生むビジネスモデルを確立

していきたいと考えています。 

  一方、企業が成長戦略を推進していくためには、盤石な組織体制を構築し、それを常に 適な状態で維持

していくことも必要です。 

  当社グループは、放送事業を中核とする当社と連結子会社７社及び関連会社３社で構成されています。連

結子会社のうち昨年、㈱テクノビジョンから商号を変更した㈱ＣＢＣラジオは、当社のラジオ放送事業全般

を請け負うメディア企業として新たなスタートを切りました。 

  ラジオ放送事業は、広告市況の低迷を受け、長期的な減収傾向が続いています。東日本大震災において

は、地域の市民生活に欠かすことのできないパーソナルメディアとして、本来のラジオが持つメディア特性

が再評価されましたが、これを広告媒体としての価値の向上にどう繋げていくかが喫緊の課題となっていま

す。また、将来的な音声メディアのあり方を考える上では、ＩＰサイマルラジオ「radiko.jp」やＶ－Ｌｏ

ｗマルチメディア放送の事業の可能性を検証していく必要があります。 

  今後は、メディア企業として、グループの一角を担う㈱ＣＢＣラジオが新たな発想と効率的な運用によ

り、ラジオのメディア価値の向上および事業の強化を図ってまいります。 
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  こうした分業を推進するのは、各グループ企業の役割分担や責任、権限の範囲を明確にすることで、組織

力をより強固にするためでもあります。このため、ラジオ以外の事業領域についても今後、分業の可能性を

追求してまいります。その一方で、当社は、ヘッドクォーターとしての統治機能をより強化し、グループ間

における人的・物的資産を有効に活用していくことで、『部分 適』から『全体 適』につなげてまいりま

す。これにより、グループ総和としての競争力を高めていく方針です。 

  法制度をどう活用していくのかも経営上、重要なテーマです。放送業界の厳しい経営環境を反映して、昨

年、放送法が改正され、マスメディア集中排除原則が緩和される等、経営の選択肢が拡大されました。   

  今後、当社グループが安定的に収益を確保し、持続的に成長し続けていくためには、どのような企業形態

が適切であるかを法制度の面からも調査、研究を進めてまいります。 

  震災で延期されていた東北三県のデジタル化も３月に完了しました。この地上テレビ放送の完全デジタル

化をメディア新時代の「始まり」と位置づけ、新たな行動を「始める」チャンスと捉えています。 

  当社グループの全従業員が自ら“10年先の扉を開ける”という気概と責任を持って行動し、グループ全体

の企業価値向上と利益の 大化を目指すとともに、株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダー

の負託に応えるべく着実な業務の遂行に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,876 13,345

受取手形及び売掛金 6,850 7,218

有価証券 1,444 1,875

たな卸資産 36 39

繰延税金資産 446 409

その他 537 850

貸倒引当金 △6 △11

流動資産合計 20,185 23,727

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,976 25,179

減価償却累計額 △14,238 △14,833

建物及び構築物（純額） 10,737 10,346

機械装置及び運搬具 24,338 22,529

減価償却累計額 △21,885 △20,667

機械装置及び運搬具（純額） 2,453 1,862

土地 10,512 10,511

建設仮勘定 0 －

その他 1,445 1,458

減価償却累計額 △1,154 △1,195

その他（純額） 291 262

有形固定資産合計 23,996 22,982

無形固定資産 361 309

投資その他の資産   

投資有価証券 9,897 9,248

前払年金費用 2,114 2,482

繰延税金資産 230 230

その他 2,824 1,112

貸倒引当金 △195 △193

投資その他の資産合計 14,870 12,879

固定資産合計 39,228 36,170

資産合計 59,413 59,898
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 174 166

未払費用 2,492 2,738

未払法人税等 857 373

役員賞与引当金 21 20

その他 1,431 1,383

流動負債合計 4,976 4,682

固定負債   

繰延税金負債 1,154 1,226

退職給付引当金 676 712

役員退職慰労引当金 33 39

永年勤続表彰引当金 26 26

アナログテレビ送信所撤去引当金 117 76

資産除去債務 96 103

長期預り保証金 7,947 7,442

長期前受収益 498 440

その他 225 229

固定負債合計 10,776 10,297

負債合計 15,753 14,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,320 1,320

資本剰余金 654 654

利益剰余金 40,701 41,754

自己株式 △0 △0

株主資本合計 42,675 43,728

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 231 431

その他の包括利益累計額合計 231 431

少数株主持分 753 759

純資産合計 43,660 44,918

負債純資産合計 59,413 59,898
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 32,463 32,782

売上原価 17,767 18,026

売上総利益 14,696 14,756

販売費及び一般管理費 12,805 12,595

営業利益 1,890 2,161

営業外収益   

受取利息 27 31

受取配当金 144 193

補助金収入 － 29

雑収入 75 74

営業外収益合計 248 329

営業外費用   

支払利息 97 95

固定資産除却損 2 5

貸倒引当金繰入額 1 2

雑損失 7 2

営業外費用合計 109 106

経常利益 2,030 2,384

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

会員権売却益 0 0

固定資産売却益 － 27

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 28

特別損失   

投資有価証券売却損 － 23

投資有価証券評価損 10 0

会員権売却損 － 0

固定資産除却損 43 8

貸倒引当金繰入額 － 0

アナログテレビ送信所撤去引当金繰入額 117 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87 －

アナログテレビ放送終了関連費用 － 84

特別損失合計 259 118

税金等調整前当期純利益 1,773 2,294

法人税、住民税及び事業税 987 864

法人税等調整額 △182 28

法人税等合計 805 893

少数株主損益調整前当期純利益 967 1,400

少数株主利益 29 17

当期純利益 938 1,382
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 967 1,400

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,257 200

その他の包括利益合計 △1,257 200

包括利益 △289 1,600

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △318 1,582

少数株主に係る包括利益 29 17
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,320 1,320

当期末残高 1,320 1,320

資本剰余金   

当期首残高 654 654

当期末残高 654 654

利益剰余金   

当期首残高 40,092 40,701

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 938 1,382

当期変動額合計 608 1,052

当期末残高 40,701 41,754

自己株式   

当期首残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

当期首残高 42,066 42,675

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 938 1,382

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 608 1,052

当期末残高 42,675 43,728

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,489 231

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,257 200

当期変動額合計 △1,257 200

当期末残高 231 431

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,489 231

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,257 200

当期変動額合計 △1,257 200

当期末残高 231 431
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主持分   

当期首残高 738 753

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15 5

当期変動額合計 15 5

当期末残高 753 759

純資産合計   

当期首残高 44,293 43,660

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 938 1,382

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,242 205

当期変動額合計 △633 1,258

当期末残高 43,660 44,918
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,773 2,294

減価償却費 2,317 1,862

アナログテレビ放送終了関連費用 － 84

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21 2

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △0

環境対策引当金の増減額（△は減少） △11 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 5

永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） △0 0

アナログテレビ送信所撤去引当金の増減額（△は
減少）

117 －

受取利息及び受取配当金 △172 △224

支払利息 97 95

固定資産除却損 45 13

固定資産売却損益（△は益） △0 △27

投資有価証券売却損益（△は益） － 23

投資有価証券評価損益（△は益） 10 0

会員権売却損益（△は益） △0 △0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87 －

売上債権の増減額（△は増加） △150 △367

たな卸資産の増減額（△は増加） 2 △3

仕入債務の増減額（△は減少） △0 △7

未払消費税等の増減額（△は減少） 5 △73

その他の資産の増減額（△は増加） △3 △547

その他の負債の増減額（△は減少） △378 154

小計 3,782 3,319

利息及び配当金の受取額 173 212

利息の支払額 △15 △35

法人税等の支払額 △326 △1,346

法人税等の還付額 － 6

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,613 2,157
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３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 △4,624 △3,024

定期預金の払戻による収入 2,672 2,524

有価証券の取得による支出 △3,199 △499

有価証券の償還による収入 3,210 890

有形及び無形固定資産の取得による支出 △799 △806

有形及び無形固定資産の売却による収入 3 31

投資有価証券の取得による支出 △1,633 △256

投資有価証券の売却による収入 － 135

投資有価証券の償還による収入 － 1

長期貸付けによる支出 △1 △2

長期貸付金の回収による収入 0 1

その他の支出 △9 △67

その他の収入 59 90

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,321 △982

財務活動によるキャッシュ・フロー   

預り保証金の預りによる収入 30 19

預り保証金の返還による支出 △301 △582

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △330 △330

少数株主への配当金の支払額 △14 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △615 △905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,323 269

現金及び現金同等物の期首残高 12,425 11,101

現金及び現金同等物の期末残高 11,101 11,371
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 該当事項はありません。 

  

  

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、㈱ＣＢＣラジオ、㈱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㈱ 

なお、㈱ＣＢＣラジオは、平成23年９月１日付で、㈱テクノビジョンから商号変更しております。 

(2) 非連結子会社 

該当ありません。 

  

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または関連会社 

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 

関連会社(㈱エヌティーピー、春日井開発㈱、㈱中日新聞保険サービス)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 連結子会社の事業年度等に関する事項 

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。 

  

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)を採用しております。 

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)を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

(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)及び主な賃貸用資産については定額法を採用しております。) 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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なお、主な耐用年数は、建物及び構築物10～50年、機械装置及び運搬具３～７年であります。 

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エアについては、社内における利用可能期

間(５年)によっております。 

(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。 

② 役員賞与引当金 

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。  

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、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 

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連結会計年度末必要額を計上し

ております。 

⑥ アナログテレビ送信所撤去引当金 

当社は、アナログテレビ放送終了により不要となったアナログテレビ送信所の撤去工事に備えるた

め、その撤去工事費用見込額を計上しております。 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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。 

(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。 
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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、ラジオおよびテレビの放送事業を中心に、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、事業内容を基礎とした事業の種類別セグメントから構成されており、

「放送関連」、「不動産賃貸」及び「ゴルフ場」の３つを報告セグメントとしております。また、「放

送関連」には当社と子会社３社を、「不動産賃貸」には当社と子会社１社を、「ゴルフ場」には子会社

１社をそれぞれ集約しております。 

 「放送関連」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。また、子会社が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、広告代理業を行っております。 

 「不動産賃貸」は、不動産の賃貸・管理を行っております。また、「ゴルフ場」は、ゴルフ場の経営

を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セ

グメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(注) １ 従来「不動産賃貸」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、当社の組織変更を機

に、当連結会計年度より「放送関連」に区分変更いたしました。  

また、従来「その他」に含めておりましたゴルフ場事業は、当該事業に関連する保有資産が全セグメントに

対して一定の割合を超えたため、当連結会計年度より報告セグメント「ゴルフ場」として区分表示しており

ます。 

２ 「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、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅

客運送業（タクシー）等を含んでおります。 

３ 調整額は、以下のとおりです。 

(1) セグメント利益の調整額０百万円は、セグメント間取引消去額です。 

(2) セグメント資産の調整額20,211百万円には、主に各報告セグメントに配分していない全社資産20,869

百万円が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金(現預金及び有価証券)、長期投

資資金(投資有価証券及び長期預金)であります。 

４ セグメント利益1,889百万円は、連結損益計算書の営業利益1,890百万円と調整を行っています。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
(注) １ その他

(注) ２
合計

調整額
(注) ３

連結財務諸
表計上額
(注) ４放送関連

不動産
賃貸

ゴルフ場 計

売上高

  外部顧客への売上高 29,440 1,594 578 31,613 850 32,463 ─ 32,463

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

125 187 5 318 608 927 △927 ─

計 29,565 1,781 584 31,931 1,459 33,390 △927 32,463

セグメント利益 815 953 27 1,796 93 1,889 0 1,890

セグメント資産 21,653 11,882 4,114 37,649 1,552 39,202 20,211 59,413

その他の項目

  減価償却費 1,961 282 64 2,309 8 2,318 △0 2,317

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

526 147 9 682 14 697 ― 697
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  当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３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、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅

客運送業（タクシー）等を含んでおります。 

２ 調整額は、以下のとおりです。 

(1) セグメント利益の調整額△1百万円は、セグメント間取引消去額です。 

(2) セグメント資産の調整額20,824百万円には、主に各報告セグメントに配分していない全社資産21,470

百万円が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金(現預金及び有価証券)、長期投

資資金(投資有価証券)であります。 

３ セグメント利益2,162百万円は、連結損益計算書の営業利益2,161百万円と調整を行っています。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

連結財務諸
表計上額
(注) ３放送関連

不動産
賃貸

ゴルフ場 計

売上高

  外部顧客への売上高 29,936 1,513 536 31,986 796 32,782 ― 32,782

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

120 186 4 312 627 940 △940 ―

計 30,057 1,699 541 32,298 1,424 33,722 △940 32,782

セグメント利益 1,157 890 11 2,058 104 2,162 △1 2,161

セグメント資産 21,782 11,706 3,997 37,486 1,588 39,074 20,824 59,898

その他の項目

  減価償却費 1,518 276 59 1,853 9 1,863 △1 1,862

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

785 5 16 807 4 812 ― 812
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 １株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  

 
  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり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。 

  

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 1,625円29銭 1,672円76銭

 (算定上の基礎)

  純資産の部の合計額（百万円） 43,660 44,918

  普通株式に係る純資産額（百万円） 42,906 44,159

  差額の内訳（百万円） 

   少数株主持分 753 759

  普通株式の発行済株式数（千株） 26,400 26,400

  普通株式の自己株式数（千株） 0 0

  １株当たり純資産額の算定に用いられた 
  普通株式の数（千株）

26,399 26,399

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益 35円56銭 52円38銭

 (算定上の基礎)

  当期純利益（百万円） 938 1,382

  普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

  普通株式に係る当期純利益（百万円） 938 1,382

  普通株式の期中平均株式数（千株） 26,399 26,399

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,502 11,299

売掛金 6,632 6,914

有価証券 1,333 1,154

貯蔵品 12 13

前払費用 464 600

繰延税金資産 372 323

未収入金 2 147

その他 40 50

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 17,355 20,496

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,613 17,732

減価償却累計額 △9,219 △9,605

建物（純額） 8,394 8,127

構築物 1,390 1,457

減価償却累計額 △789 △824

構築物（純額） 600 633

機械及び装置 23,453 21,654

減価償却累計額 △21,112 △19,874

機械及び装置（純額） 2,340 1,779

車両運搬具 240 234

減価償却累計額 △204 △211

車両運搬具（純額） 35 23

工具、器具及び備品 1,189 1,198

減価償却累計額 △949 △993

工具、器具及び備品（純額） 240 204

土地 7,480 7,479

建設仮勘定 0 －

有形固定資産合計 19,092 18,247

無形固定資産   

ソフトウエア 239 247

ソフトウエア仮勘定 70 －

その他 37 48

無形固定資産合計 347 295
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,885 8,871

関係会社株式 869 869

破産更生債権等 25 64

長期前払費用 25 －

前払年金費用 2,114 2,482

差入保証金 502 464

長期預金 2,000 －

貸倒引当金 △173 △165

投資その他の資産合計 14,250 12,588

固定資産合計 33,690 31,131

資産合計 51,045 51,628

負債の部   

流動負債   

短期借入金 630 740

未払金 172 100

未払費用 2,523 2,722

未払法人税等 795 270

未払事業所税 29 30

未払消費税等 124 35

前受金 219 248

預り金 145 140

1年内返還予定の預り保証金 384 384

前受収益 58 58

設備関係支払手形 63 135

流動負債合計 5,146 4,865

固定負債   

繰延税金負債 1,151 1,225

永年勤続表彰引当金 26 26

アナログテレビ送信所撤去引当金 117 76

資産除去債務 96 103

長期預り保証金 3,957 3,631

長期前受収益 498 440

その他 224 223

固定負債合計 6,072 5,727

負債合計 11,218 10,592
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,320 1,320

資本剰余金   

資本準備金 654 654

資本剰余金合計 654 654

利益剰余金   

利益準備金 330 330

その他利益剰余金   

退職給与積立金 50 50

固定資産圧縮積立金 1,113 1,170

別途積立金 34,500 34,500

繰越利益剰余金 1,679 2,623

利益剰余金合計 37,673 38,674

自己株式 △0 △0

株主資本合計 39,646 40,648

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 180 387

評価・換算差額等合計 180 387

純資産合計 39,827 41,035

負債純資産合計 51,045 51,628
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

ラジオ収入 2,500 2,393

テレビ収入 24,985 25,736

賃貸収入 1,113 1,112

売上高合計 28,599 29,242

売上原価 14,559 15,011

売上総利益 14,039 14,230

販売費及び一般管理費   

販売費 8,724 8,684

一般管理費 3,747 3,644

販売費及び一般管理費合計 12,472 12,329

営業利益 1,567 1,901

営業外収益   

受取利息 10 17

受取配当金 186 241

補助金収入 － 29

雑収入 56 60

営業外収益合計 254 348

営業外費用   

支払利息 99 95

固定資産除却損 1 5

貸倒引当金繰入額 1 2

雑損失 3 2

営業外費用合計 105 105

経常利益 1,715 2,144

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

会員権売却益 0 0

固定資産売却益 － 27

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 27
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

投資有価証券売却損 － 23

投資有価証券評価損 10 0

会員権売却損 － 0

固定資産除却損 40 11

貸倒引当金繰入額 － 0

アナログテレビ送信所撤去引当金繰入額 117 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87 －

アナログテレビ放送終了関連費用 － 84

特別損失合計 256 120

税引前当期純利益 1,462 2,051

法人税、住民税及び事業税 837 687

法人税等調整額 △178 32

法人税等合計 658 720

当期純利益 803 1,331
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,320 1,320

当期末残高 1,320 1,320

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 654 654

当期末残高 654 654

資本剰余金合計   

当期首残高 654 654

当期末残高 654 654

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 330 330

当期末残高 330 330

その他利益剰余金   

退職給与積立金   

当期首残高 50 50

当期末残高 50 50

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 1,168 1,113

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 57

固定資産圧縮積立金の取崩 △54 －

当期変動額合計 △54 57

当期末残高 1,113 1,170

別途積立金   

当期首残高 34,500 34,500

当期末残高 34,500 34,500

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,150 1,679

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 803 1,331

固定資産圧縮積立金の積立 － △57

固定資産圧縮積立金の取崩 54 －

当期変動額合計 528 944

当期末残高 1,679 2,623
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 37,199 37,673

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 803 1,331

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期変動額合計 473 1,001

当期末残高 37,673 38,674

自己株式   

当期首残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

当期首残高 39,172 39,646

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 803 1,331

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 473 1,001

当期末残高 39,646 40,648

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,426 180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,245 206

当期変動額合計 △1,245 206

当期末残高 180 387

評価・換算差額等合計   

当期首残高 1,426 180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,245 206

当期変動額合計 △1,245 206

当期末残高 180 387
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 40,599 39,827

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 803 1,331

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,245 206

当期変動額合計 △771 1,208

当期末残高 39,827 41,035
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本日、別途開示しております。 

６．その他

 役員の異動
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個別売上高の内訳 
  

参考資料

（単位：百万円、％）

前事業年度
（自 平成22年４月１日
  至 平成23年３月31日）

当事業年度
（自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日）

増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ収入 2,500 2,393 △106 △4.3

  タイム収入 1,381 1,325 △55 △4.0

  スポット収入 1,061 1,022 △38 △3.6

  その他収入 57 45 △12 △21.2

テレビ収入 24,985 25,736 750 3.0

  タイム収入 6,854 7,234 380 5.5

  スポット収入 15,467 15,414 △53 △0.3

   クロスメディア収入 1,018 1,142 124 12.2

  その他収入 1,645 1,944 299 18.2

賃貸収入 1,113 1,112 △0 △0.1

合計 28,599 29,242 643 2.3
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