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貸借対照表
平成１７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 35,566,210 流動負債 14,942,509

現金及び預金 4,610,360 支払手形 127,909

受取手形 2,096,592 短期借入金 540,000

売掛金 13,349,065 １年内返済の長期借入金 3,007,968

有価証券 9,426,019 未払金 6,142,779

番組勘定 477,062 未払法人税等 1,476,419

繰延税金資産 1,890,249 未払消費税等 350,398

短期貸付金 4,610,710 未払費用 3,057,549

その他の流動資産 1,231,149 前受金 85,182

貸倒引当金 △ 2,125,000 預り金 154,301

固定資産 54,216,299 固定負債 5,894,632

有形固定資産 28,581,668 長期借入金 23,818

建物 7,943,755 預り保証金 89,210

構築物 580,642 繰延税金負債 2,266,177

機械及び装置 6,564,331 退職給付引当金 3,166,024

車両及び運搬具 66,012 役員退職慰労引当金 349,401

工具器具及び備品 339,265 負債合計 20,837,141

土地 12,913,815 資本の部

建設仮勘定 173,845

無形固定資産 1,047,074 資本金 1,172,490

ソフトウェア 919,443 利益剰余金 59,035,267

電話施設利用権 81,311 利益準備金 293,122

雑施設利用権 46,319 任意積立金 55,171,558

投資その他の資産 24,587,556 固定資産圧縮積立金 6,558

投資有価証券 22,533,391 別途積立金 55,165,000

長期貸付金 2,982 当期未処分利益 3,570,586

建物賃借保証金 852,674 株式等評価差額金 8,745,165

長期前払費用 525,000 自己株式 △ 7,555

その他の投資 879,507

貸倒引当金 △ 206,000

資本合計 68,945,368

資産合計 89,782,509 負債資本合計 89,782,509

（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．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 1,191,535千円

４．子会社に対する短期金銭債務 185,457千円

５．有形固定資産の減価償却累計額 31,486,925千円

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 1,290,239千円

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 7,555株

１１．商法施行規則第 124条第3号に規定する純資産額 8,745,165千円
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損益計算書
平成１６年４月 １日から

平成１７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 68,204,089 68,204,089

営業費用
事業費 38,014,628 

販売費及び一般管理費 22,951,604 

減価償却費 3,192,352 64,158,585 

営業利益 4,045,504 

営業外損益の部

営業外収益
受取利息及び配当金 234,899 

雑収入 282,420 517,319 

営業外費用
支払利息 18,458 

雑損失 94,266 112,725 

経常利益 4,450,098 

特別損益の部

特別利益

投資有価証券売却益 380,000 

固定資産売却益 14,292 394,292 

特別損失

投資有価証券評価損 357,938 

固定資産除却損 186,091 

事業撤退損 136,936 

貸倒引当金繰入額 76,000 756,966 

税引前当期純利益 4,087,424

法人税、住民税及び事業税 2,205,000 

法人税等調整額 △ 276,727 1,928,272 

当期純利益 2,159,151 

前期繰越利益 1,411,434 

当期未処分利益 3,570,586 

(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 931,218 千円

営業費用 2,111,029 千円

３．子会社との営業取引以外の取引高

営業外収益 111,270 千円

４．１株当たり当期純利益 90円 26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．たな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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期

間による定額法により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。
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連結貸借対照表
平成１７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 38,178,550 流動負債 16,897,016

現金及び預金 6,885,950 支払手形及び買掛金 1,635,316

受取手形及び売掛金 17,192,136 短期借入金 640,000

有価証券 9,426,327 1 年内返済の長期借入金 3,007,968

たな卸資産 667,761 未払金 5,955,186

繰延税金資産 1,945,743 未払法人税等 1,640,440

その他 2,144,417 未払費用 3,189,003

貸倒引当金 △ 83,786 設備関係支払手形 123,741

その他 705,358

固定資産 55,667,781 固定負債 6,533,745

有形固定資産 29,588,556 長期借入金 23,818

建物及び構築物 8,845,915 繰延税金負債 2,152,804

機械装置及び運搬具 6,788,557 退職給付引当金 3,832,179

工具器具及び備品 402,062 役員退職慰労引当金 399,174

土地 12,919,786 その他 125,768

建設仮勘定 582,827

その他 49,407 負債合計 23,430,761

無形固定資産 1,076,450 少数株主持分 54,407

連結調整勘定 4,680 資本の部
施設利用権等 1,071,770 資本金 1,172,490

投資その他の資産 25,002,774 利益剰余金 60,432,925

投資有価証券 22,629,751 株式等評価差額金 8,763,303

その他 2,596,541 自己株式 △ 7,555

貸倒引当金 △ 223,518

資本合計 70,361,163

負債､少数株主持分
資産合計 93,846,332

及 び 資 本 合 計
93,846,332

(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．重要な会計方針は別記しております。

３．有形固定資産の減価償却累計額 32,857,313 千円

４．保証債務 1,290,239 千円
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連結損益計算書
平成１６年４月 １日から

平成１７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 78,131,111 78,131,111 

営業費用
売上原価 44,417,767 

販売費及び一般管理費 29,046,360 73,464,128 

営業利益 4,666,983 

営業外損益の部

営業外収益
受取利息及び配当金 207,635 

持分法による投資利益 11,716 

雑収入 135,106 354,459 

営業外費用
支払利息 19,416 

雑損失 167,216 186,632 

経常利益 4,834,810 

特別損益の部

特別利益

固定資産売却益 14,292 

投資有価証券売却益 380,000 394,292 

特別損失

投資有価証券評価損 357,938 

固定資産除却損 186,091 

事業撤退損 79,250 623,280 

税金等調整前当期純利益 4,605,822 

法人税、住民税及び事業税 2,427,298 

法人税等調整額 △ 283,029 2,144,268 

少数株主利益 17,304 

当期純利益 2,444,249 

(注) １．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

２．１株当たり当期純利益 102 円 38銭
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

連結子法人等……… ８社

ミリカスポーツ振興（株）、（株）毎日映像音響システム、（株）毎日イ

ーヴィアール・システム、（株）放送映画製作所、（株）ＭＢＳ企画、（株）

ミリカ・ミュージック、（株）エムズ・シンジケーション、（株）スペー

スビジョンネットワーク

なお、当連結会計年度より、持分法適用関連会社であった（株）スペー

スビジョンネットワークについては、持分比率が増加したため、連結子

法人等に含めております。

（株）ミューは、重要性がないため連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項

持分法の適用会社は関連会社３社であり、（株）千代田ビデオ、高速録音（株）、スポーツニッ

ポン開発（株）であります。なお、（株）ミューについては、重要性がないため持分法の適用

から除外しております。

３．連結子法人等の事業年度等に関する事項

すべての連結子法人等の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

なお、（株）放送映画製作所については、当連結会計年度より事業年度の末日を 1 月 31 日から

３月31日に変更しております。

４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準および評価方法

（イ）有価証券

満期保有目的の債券 …………………… 償却原価法（定額法）

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

（ロ）たな卸資産

番組勘定及び仕掛品 ……… 個別法による原価法
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貯蔵品………………………… 先入先出法による原価法

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

（イ）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。

（ロ）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。

（３）重要な引当金の計上基準

（イ）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。

（ロ）退職給付引当金 ………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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間によ

る定額法により費用処理することとしております。

（ハ）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。

（４）連結子法人等の資産および負債の評価に関する事項

連結子法人等の資産および負債の評価については、全面時価評価方法を採用しております。

（５）連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定については、５年間で均等償却しております。ただし、消去差額が僅少なとき

は発生時の損益として処理しております。

（６）その他連結計算書類作成のための重要な事項

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。


