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貸借対照表 

平成１６年３月３１日現在 

   
資産の部    負債の部 

   科   目 金   額    科   目 金   額 
    千円     千円 

流動資産 30,904,748  流動負債 10,173,852 
   現金及び預金 5,204,471    支払手形 84,982 
   受取手形 2,602,248    短期借入金 540,000 
   売掛金 13,130,828    １年内に返済の長期借入金 7,868 
   有価証券 5,234,942    未払金 5,195,101 
   番組勘定 641,271    未払法人税等 1,225,234 
   繰延税金資産 1,093,342    未払消費税等 26,514 
   短期貸付金 3,849,459    未払費用 2,860,084 
   その他 1,216,183    前受金 63,424 
   貸倒引当金 △ 2,068,000    預り金 170,642 
固定資産 52,899,194  固定負債 7,704,871 
  有形固定資産 28,226,751    長期借入金 3,031,782 
   建物 8,510,179    預り保証金 86,476 
   構築物 645,757    繰延税金負債 1,006,462 
   機械及び装置 5,627,565    退職給付引当金 3,312,388 
   車両及び運搬具 104,233    役員退職慰労引当金 267,760 
   工具器具及び備品 406,508    負債合計 17,878,723 

   土地 12,913,815    
資本の部 

   建設仮勘定 18,690  資本金 1,172,490 
  無形固定資産 1,205,149  利益剰余金 57,093,955 
   施設利用権等 1,205,149    利益準備金 293,122 
  投資その他の資産 23,467,293    任意積立金 54,172,644 
   投資有価証券 20,817,394     固定資産圧縮積立金 7,644 
   長期貸付金 126,473     別途積立金 54,165,000 
   建物賃借保証金 889,449    当期未処分利益 2,628,189 
   長期前払費用 630,000  株式等評価差額金 7,663,185 
   その他 1,204,976  自己株式 △ 4,413 
   貸倒引当金 △ 201,000        
          資本合計 65,925,218 
   資産合計 83,803,942    負債資本合計 83,803,942 

１．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。    
２．重要な会計方針は別記しております。      

３．子会社に対する短期金銭債権     874,661 千円 

４．子会社に対する短期金銭債務     162,259 千円 

５．有形固定資産の減価償却累計額      30,134,882 千円 

６．貸借対照表に計上した固定資産のほかラジオ・テレビ放送装置の一部およびニュース取材装置等の一

部については、リース契約により使用しております。 

７．投資有価証券に含まれている子会社株式     504,980 千円 

８．投資有価証券は、投資評価引当金871,110 千円を控除して表示しております。  

９．保証債務      1,542,251 千円 

１０．期末発行済株式数  普通株式     23,449,800 株 

   期末保有自己株式数  普通株式     4,413 株 

１１．商法施行規則第124 条第 3 号に規定する純資産額   7,663,185 千円 
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損益計算書 
平成１５年４月 １日から 
平成１６年３月３１日まで 

科       目 金   額 
 経常損益の部     
  営業損益の部     
   営業収益                     千円 千円 

    売上高 65,750,701 65,750,701 
   営業費用     
    事業費 38,021,708   
    販売費及び一般管理費 22,421,870   
    減価償却費 2,493,833 62,937,411 

   営業利益   2,813,289 
  営業外損益の部     
   営業外収益     
    受取利息及び配当金 205,534   
    雑収入 344,700 550,235 

   営業外費用     
    支払利息 18,483   
    雑損失 99,066 117,550 
   経常利益   3,245,975 
 特別損益の部     

   特別損失     
    投資有価証券評価損 939,682   
    事業出資評価損 152,673   
    固定資産売却損 107,998   
    貸倒引当金繰入額 51,000 1,251,354 

         
   税引前当期純利益   1,994,620 
   法人税、住民税及び事業税 1,570,000   
   法人税等調整額 △ 580,530 989,469 
   当期純利益   1,005,150 

   前期繰越利益   1,623,038 
   当期未処分利益   2,628,189 
         
         
           

(注) １．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 

  ２．子会社との営業取引高  

   売上高 788,342 千円 

   営業費用 2,137,189 千円 

  ３．子会社との営業取引以外の取引高  
   営業外収益 107,742 千円 

  ４．１株当たり当期純利益 41 円 8 銭 
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重要な会計方針 

１． 有価証券の評価基準及び評価方法 

   満期保有目的債券 …………………… 償却原価法（定額法） 

   子会社株式及び関連会社株式 ……… 移動平均法による原価法 

   その他有価証券 

    時価のあるもの …………………… 決算末日の市場価格等に基づく時価法 

    （評価差額は全部資本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 

２． 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   番組勘定 ……… 個別法による原価法 

３．固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産 ……… 定率法 

              但し、平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属              

              設備は除く）については、定額法によっております。              

   無形固定資産 ……… 定額法 

              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）に基づく定額法によっております。 

４． 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金   ……… 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。 

   投資評価引当金 ……… 投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態等を 

               勘案して計上しております。 

   退職給付引当金 ……… 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給 

               付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

               数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平 

               均残存勤務期間による定額法によりそれぞれ発生の翌期 

               から費用処理することとしております。 

   役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金に充てるため、内規による要支給額を 

               計上しております。なお､当該引当金は商法施行規則第 

43条に規定する引当金であります。 

 

５． 消費税等の会計処理の方法 

   税抜方式を採用しております。 

 

６．当期から「商法施行規則の一部を改正する省令」（法務省令第68号 平成15年 9月 

22日）による改正後の商法施行規則に基づいて計算書類等を作成しております。 


