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貸借対照表
平成１８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 31,694,149 流動負債 10,778,086

現金及び預金 5,617,931 支払手形 310,310

受取手形 1,732,480 短期借入金 860,000

売掛金 13,807,578 １年内返済の長期借入金 8,036

有価証券 5,044,303 未払金 4,708,444

番組勘定 523,036 未払法人税等 1,409,747

繰延税金資産 1,963,402 未払消費税等 137,129

短期貸付金 4,077,441 未払費用 2,944,092

その他の流動資産 928,974 前受金 55,539

貸倒引当金 △ 2,001,000 預り金 344,785

固定資産 68,195,824 固定負債 12,215,413

有形固定資産 28,689,268 長期借入金 2,515,788

建物 8,223,597 預り保証金 84,445

構築物 555,735 繰延税金負債 6,236,866

機械及び装置 6,391,691 退職給付引当金 2,934,715

車両及び運搬具 48,111 役員退職慰労引当金 443,596

工具器具及び備品 394,361 負債合計 22,993,499

土地 12,892,012 資本の部

建設仮勘定 183,757

無形固定資産 870,385 資本金 1,172,490

ソフトウェア 770,712 利益剰余金 60,753,762

電話施設利用権 52,117 利益準備金 293,122

雑施設利用権 47,556 任意積立金 56,670,627

投資その他の資産 38,636,170 固定資産圧縮積立金 5,627

投資有価証券 36,887,530 別途積立金 56,665,000

長期貸付金 1,491 当期未処分利益 3,790,012

建物賃借保証金 823,127 株式等評価差額金 14,978,658

長期前払費用 424,156 自己株式 △ 8,437

その他の投資 738,324

貸倒引当金 △ 238,460

資本合計 76,896,474

資産合計 99,889,973 負債資本合計 99,889,973

(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 788,751千円

４．子会社に対する短期金銭債務 465,103千円

５．有形固定資産の減価償却累計額 34,327,525千円

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 1,081,324千円

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 8,395株

11．商法施行規則第 124条第3号に規定する純資産額 14,978,658千円
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損益計算書
平成１７年４月 １日から

平成１８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 69,797,199 69,797,199 

営業費用
事業費 40,204,297 

販売費及び一般管理費 22,792,437 

減価償却費 3,650,272 66,647,008 

営業利益 3,150,190 

営業外損益の部

営業外収益
受取利息及び配当金 315,296 

雑収入 315,143 630,440 

営業外費用
支払利息 20,384 

雑損失 134,211 154,595 

経常利益 3,626,035 

特別損益の部

特別利益

固定資産売却益 418,934 

投資有価証券売却益 16,750 

貸倒引当金戻入益 78,000 513,684 

特別損失

投資有価証券評価損 453,235 

ゴルフ会員権処分損 58,633 511,868 

税引前当期純利益 3,627,851 

法人税、住民税及び事業税 1,995,000 

法人税等調整額 △ 363,066 1,631,933 

当期純利益 1,995,917 

前期繰越利益 1,794,095 

当期未処分利益 3,790,012 

(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 991,416 千円

営業費用 2,577,922 千円

３．子会社との営業取引以外の取引高

営業外収益 112,848 千円

営業外費用 717 千円

４．１株当たり当期純利益 82円 84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。

会計方針の変更

固定資産の減損に係る会計基準

当期から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15年10月 31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響は軽微であります。
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連結貸借対照表
平成１８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 33,763,773 流動負債 12,241,085

現金及び預金 7,226,918 支払手形及び買掛金 1,421,132

受取手形及び売掛金 17,078,101 短期借入金 660,000

有価証券 5,044,610 1 年内返済の長期借入金 8,036

たな卸資産 663,978 未払金 4,539,607

繰延税金資産 2,033,239 未払法人税等 1,516,824

その他 1,734,103 未払費用 3,093,183

貸倒引当金 △ 17,179 設備関係支払手形 288,898

その他 713,402

固定資産 69,485,375

有形固定資産 29,612,391 固定負債 12,841,949

建物及び構築物 9,127,671 長期借入金 2,515,788

機械装置及び運搬具 6,884,975 繰延税金負債 6,143,218

工具器具及び備品 480,261 退職給付引当金 3,564,078

土地 12,894,462 役員退職慰労引当金 490,834

建設仮勘定 183,757 その他 128,029

その他 41,264

無形固定資産 1,010,080 負債合計 25,083,035

連結調整勘定 2,340 少数株主持分 55,904

施設利用権等 1,007,740 資本の部
投資その他の資産 38,862,904 資本金 1,172,490

投資有価証券 36,788,580 利益剰余金 61,927,614

その他 2,356,992 株式等評価差額金 15,018,541

貸倒引当金 △ 282,669 自己株式 △ 8,437

資本合計 78,110,208

負債､少数株主持分
資産合計 103,249,148

及 び 資 本 合 計
103,249,148

(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 35,574,739 千円

４．保証債務 1,081,324 千円
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連結損益計算書
平成１７年４月 １日から

平成１８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 79,483,724 79,483,724 

営業費用
売上原価 46,392,389 

販売費及び一般管理費 29,394,311 75,786,701 

営業利益 3,697,022 

営業外損益の部

営業外収益
受取利息及び配当金 288,728 

持分法による投資利益 80,419 

雑収入 175,556 544,704 

営業外費用
支払利息 20,077 

固定資産除却損 78,649 

雑損失 149,974 248,701 

経常利益 3,993,025 

特別損益の部

特別利益

固定資産売却益 418,934 

投資有価証券売却益 16,136 435,070 

特別損失

投資有価証券評価損 453,235 

投資有価証券売却損 220,019 

ゴルフ会員権処分損 58,849 732,103 

税金等調整前当期純利益 3,695,992 

法人税、住民税及び事業税 2,202,569 

法人税等調整額 △ 374,098 1,828,471 

少数株主利益 397 

当期純利益 1,867,123 

(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 77円 35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

（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、スポーツニッポン開発（株）、

（株）ラジオ・テレヴィ・センターであります。

なお、当連結会計年度より、（株）ラジオ・テレヴィ・センターについては、持分比率が増加

したため、持分法適用関連会社としております。

また、持分法適用関連会社であった高速録音（株）については、当連結会計年度に全ての持分

を売却したため、持分法適用関連会社から除外しております。

（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。

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
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（ロ）たな卸資産

番組勘定及び仕掛品 ……… 個別法による原価法

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、全面時価評価法を採用しております。
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（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。

会計方針の変更

固定資産の減損に係る会計基準

当期から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15年10月 31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響は軽微であります。


