
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本テレビ放送網株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9404 URL http://www.ntv.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役 社長執行役員 （氏名） 細川 知正

問合せ先責任者 （役職名） 常務執行役員 経理局長 （氏名） 能勢 康弘 TEL 03-6215-1111
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月1日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 144,313 △12.5 8,200 537.5 10,335 213.9 6,469 ―

21年3月期第2四半期 164,986 ― 1,286 ― 3,292 ― △1,220 ―

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

22年3月期第2四半期 263.26 ―

21年3月期第2四半期 △49.43 ―

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

22年3月期第2四半期 497,680 407,810 80.3 16,309.72
21年3月期 498,457 400,417 78.5 15,853.59

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  399,396百万円 21年3月期  391,410百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 90.00 ― 90.00 180.00

22年3月期 ― 90.00

22年3月期 
（予想）

― 90.00 180.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 291,900 △10.1 15,000 22.8 18,500 14.0 11,300 101.0 461.45



4.  その他 

(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) 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  有  
（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1．平成21年5月14日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
2．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て及び上記1に係る業績予想の具体的修正内容は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 25,364,548株 21年3月期  25,364,548株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  876,318株 21年3月期  675,446株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 24,574,314株 21年3月期第2四半期 24,692,148株



（参考）個別業績予想 

平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（％表示は対前期増減率）

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  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  254,000  △8.6 15,500 84.7 18,300 55.8  9,900  205.1 399 74



  当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）の我が国経済は、輸出や生産、個人消費に持

ち直しの動きが見られるものの、企業収益は大幅に落ち込み、設備投資は停滞し、雇用・所得環境が一段と厳し

さを増すなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況の中、企業の広告費抑制の傾向は続いており、広告市況は引き続き大幅に低迷しております。 

  当第2四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、当社の主たる事業であるテレビ放送事業が広

告市況の低迷を受け、前年同四半期に比べ206億7千3百万円（△12.5%）減収の1,443億1千3百万円となりました。

売上原価と販売費及び一般管理費を合わせた営業費用は、番組改編による番組制作費の減少や売上高減少に伴う

代理店手数料の減少、その他全ての費用項目において全面的な見直しを行ったこと等により、前年同四半期に比

べ275億8千7百万万円（△16.9％）減少し、1,361億1千2百万円となりました。この結果、営業利益は前年同四半

期に比べ69億1千4百万円（+537.5％）増益の82億円となりました。営業外損益におきまして、受取利息の増加に

より金融収支の黒字幅が増加したこと及び一部の関連会社の業績回復により持分法による投資利益が増加したこ

とから、経常利益は前年同四半期に比べ70億4千2百万円（+213.9％）増益の103億3千5百万円、四半期純利益は76

億9千万円増益の64億6千9百万円となりました。 
  
（売上高の概況） 

 テレビ放送事業：テレビ放送事業の売上高は広告市況の大幅な悪化の影響を受けました。タイムセールスは、

前年同四半期に比べ114億3千1百万円（△17.1％）減少し、553億1千3百万円となりました。スポットセールス

は、前年同四半期に比べ34億1千6百万円（△7.3％）減少し、436億7千6百万円となりました。このような結果、

テレビ放送事業の売上高は、前年同四半期に比べ148億3千1百万円（△12.0％）減少し、1,089億5千3百万円とな

りました。 

  文化事業：映像ソフト市場が大幅に落ち込み、連結子会社である㈱バップの売上高が大幅に減少したこと等に

より、文化事業の売上高は前年同四半期に比べ48億5百万円（△12.7％）減少し、330億1千3百万円となりまし

た。 

  その他の事業：番組関連グッズを取り扱う連結子会社の㈱日本テレビサービスやプロサッカーチームの運営を

行う㈱日本テレビフットボールクラブ（平成21年9月30日に当社は当社保有の同社全株式を東京ヴェルディホール

ディングス㈱に譲渡）の業績が不振だったこと等により、前年同四半期に比べ17億3千8百万円（△19.5％）減少

し71億9千7百万円となりました。 
  

  当第2四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度末に比べて総資産は7億7千6百万円減少し4,976億8千

万円、負債は81億6千9百万円減少し898億7千万円、純資産は73億9千3百万円増加し4,078億1千万円となりまし

た。総資産の減少は、売掛債権の減少、固定資産の償却等によるものです。負債の減少は未払費用、未払金等の

仕入債務の減少によるものです。また、純資産の増加は、配当金の支払や自己株式取得といった株主還元による

純資産の減少がありましたが、四半期純利益の計上や保有有価証券の時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金

の増加等による純資産の増加が上回ったことによるものです。 
  

 当社グループの主たる事業であるテレビ放送事業は、広告市況の低迷が引き続くものと予想されることから、

収益面におきましては依然として厳しい状況が続くものと見込まれます。 

 このような厳しい経営環境に対応するため、全ての費用項目につきまして、継続的な費用削減努力を行ってお

り、その効果が現れてきております。当第2四半期連結累計期間以降も引き続き、このコストコントロールを継続

することから、平成21年5月14日公表の業績予想を連結、個別ともに修正いたします。 

 なお、配当予想につきましては、平成21年5月14日に公表した予想に変更はございません。 
  

（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） 

 該当事項はありません。   

（2）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 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（3）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 

 該当事項はありません。  

定性的情報・財務諸表等

1．連結経営成績に関する定性的情報

2．連結財政状態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

4．その他



5．四半期連結財務諸表 
（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成21年 9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年 3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,731 29,486

受取手形及び売掛金 67,258 76,437

有価証券 50,971 44,099

たな卸資産 4,548 3,480

番組勘定 6,350 8,727

繰延税金資産 7,545 7,587

その他 8,820 14,080

貸倒引当金 △754 △767

流動資産合計 167,471 183,132

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 49,926 51,273

機械装置及び運搬具（純額） 13,282 14,655

工具、器具及び備品（純額） 2,263 2,360

土地 115,330 115,330

リース資産（純額） 32 33

建設仮勘定 234 437

有形固定資産合計 181,069 184,091

無形固定資産 2,371 2,576

投資その他の資産   

投資有価証券 121,635 107,417

長期貸付金 5,515 1,069

長期預金 9,000 9,500

繰延税金資産 1,253 1,263

その他 9,478 9,521

貸倒引当金 △114 △114

投資その他の資産合計 146,768 128,656

固定資産合計 330,209 315,324

資産合計 497,680 498,457



（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成21年 9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年 3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,244 6,816

短期借入金 959 －

未払金 1,674 8,525

未払費用 42,350 47,323

未払法人税等 4,112 1,391

返品調整引当金 15 49

設備関係支払手形 1,076 1,055

その他 2,889 3,064

流動負債合計 58,323 68,226

固定負債   

繰延税金負債 3,749 1,975

退職給付引当金 5,915 6,227

役員退職慰労引当金 92 1,402

長期預り保証金 20,159 20,148

その他 1,631 60

固定負債合計 31,546 29,813

負債合計 89,870 98,040

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,575 18,575

資本剰余金 17,928 17,928

利益剰余金 376,592 370,665

自己株式 △12,010 △9,969

株主資本合計 401,086 397,199

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,408 △5,456

為替換算調整勘定 △281 △332

評価・換算差額等合計 △1,689 △5,788

少数株主持分 8,414 9,006

純資産合計 407,810 400,417

負債純資産合計 497,680 498,457



（2）四半期連結損益計算書 
（第2四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 
 至 平成20年 9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年 4月 1日 
 至 平成21年 9月30日) 

売上高 164,986 144,313

売上原価 126,821 103,885

売上総利益 38,164 40,427

販売費及び一般管理費   

代理店手数料 20,360 －

人件費 4,789 －

退職給付費用 245 －

役員退職慰労引当金繰入額 160 －

業務委託・外注要員費 1,279 －

水道光熱費 695 －

租税公課 1,261 －

減価償却費 643 －

諸経費 7,442 －

販売費及び一般管理費合計 36,878 32,227

営業利益 1,286 8,200

営業外収益   

受取利息 470 815

受取配当金 932 800

持分法による投資利益 － 158

為替差益 11 －

投資事業組合運用益 327 314

その他 419 277

営業外収益合計 2,161 2,366

営業外費用   

支払利息 1 5

持分法による投資損失 48 －

為替差損 － 2

投資事業組合運用損 83 192

その他 22 31

営業外費用合計 155 231

経常利益 3,292 10,335

特別利益   

固定資産売却益 2 2

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 11 33

特別利益合計 13 35

特別損失   

固定資産売却損 129 6

固定資産除却損 109 78

投資有価証券評価損 927 223

子会社株式売却損 － 1,114

退職給付制度改定損 － 88

特別損失合計 1,166 1,511

税金等調整前四半期純利益 2,139 8,859

法人税等 3,001 2,745

少数株主利益又は少数株主損失（△） 358 △355

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,220 6,469



 該当事項はありません。 

  

前第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日） 

（単位：百万円）

（注）1.事業区分は売上集計区分によっております。 

2.各事業区分に属する主要な販売品目 

  

当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日） 

（単位：百万円）

（注）1.事業区分は売上集計区分によっております。 

2.各事業区分に属する主要な販売品目 

  

 該当事項はありません。 

  

（3）継続企業の前提に関する注記

（4）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
テレビ放送 

事業 
文化事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  123,446  36,070  5,468  164,986  －  164,986

(2）

  

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 337  1,748  3,468  5,553 (5,553)  －

  計  123,784  37,818  8,936  170,539 (5,553)  164,986

 営業利益  5,423  2,319  775  8,518 (7,232)  1,286

事業区分 主要販売品目 

テレビ放送事業 テレビ放送時間の販売、番組の販売、スタジオ運用収入 

文化事業 映画、音楽、美術及びスポーツ事業収入、通信販売、出版物の販売、ＣＤ・ＤＶＤ等の販売 

その他の事業 不動産賃貸事業収入、ノベルティ商品の販売、ビルマネジメント収入、プロサッカー事業収入 

  
テレビ放送 

事業 
文化事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  108,486  31,345  4,480  144,313  －  144,313

(2）

  

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 466  1,667  2,717  4,851 (4,851)  －

  計  108,953  33,013  7,197  149,164 (4,851)  144,313

 営業利益  11,731  1,828  468  14,028 (5,827)  8,200

事業区分 主要販売品目 

テレビ放送事業 テレビ放送時間の販売、番組の販売、スタジオ運用収入 

文化事業 映画、音楽、美術及びスポーツ事業収入、通信販売、出版物の販売、ＣＤ・ＤＶＤ等の販売 

その他の事業 不動産賃貸事業収入、ノベルティ商品の販売、ビルマネジメント収入、プロサッカー事業収入 

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考」四半期個別情報 

  

  

  

（注）個別経営成績（累計）・個別財政状態の数値につきましては、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

（3）個別売上高の内訳（累計） 

  

    （1）個別経営成績（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 ％

22年3月期第2四半期  129,313  △7.6 8,773 － 10,612 679.0  5,534 －

21年3月期第2四半期  139,970  － △597 － 1,362 －  △1,905 －

    （2）個別財政状態 

  総資産  純資産  

  百万円 百万円

22年3月期第2四半期  457,289 339,936

21年3月期  453,112 335,259

科目 
前第2四半期 

 累計期間  

当第2四半期 
増減 増減率 

累計期間 

  百万円 百万円 百万円 ％

 放送事業収入         

   放送収入  113,837  98,989  △ 14,848  △ 13.0

      タイム  66,745  55,313  △ 11,431  △ 17.1

      スポット  47,092  43,676  △ 3,416  △ 7.3

   番組販売収入  5,121  5,203  82  1.6

計  118,959  104,193  △ 14,765  △ 12.4

 事業収入  18,882  23,157  4,275  22.6

 その他の収入  2,128  1,962  △ 165  △ 7.8

合   計  139,970  129,313  △ 10,656  △ 7.6
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