
貸借対照表 

平成１５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 30,974,862  流動負債 9,515,901 

   現金及び預金 4,241,403   支払手形 162,358 

   受取手形 5,047,310   短期借入金 540,000 

   売掛金 10,991,452   １年内に返済の長期借入金 7,804 

   有価証券 6,345,811   未払金 4,606,530 

   番組勘定 570,930   未払法人税等 924,881 

   繰延税金資産 922,999   未払消費税等 195,007 

   短期貸付金 3,565,076   未払費用 2,780,573 

   その他の流動資産 1,304,877   前受金 75,514 

   貸倒引当金 △ 2,015,000   預り金 223,231 

            

固定資産 47,278,375  固定負債 6,940,997 

  有形固定資産 27,614,757   長期借入金 3,039,633 

   建物 8,962,781   預り保証金 91,563 

   構築物 577,627   退職給付引当金 3,554,015 

   機械及び装置 2,564,876   役員退職慰労引当金 255,786 

   車両及び運搬具 21,534       

   工具器具及び備品 462,647   負債合計 16,456,899 

   土地 13,014,379   
資本の部 

  

   建設仮勘定 2,010,909  資本金 1,172,490 

  無形固定資産 305,235  利益剰余金 56,306,649 

   施設利用権等 305,235   利益準備金 293,122 

  投資等 19,358,382   任意積立金 54,175,460 

   投資有価証券 15,992,709    特別償却準備金 1,760 

   長期貸付金 127,964    固定資産圧縮積立金 8,699 

   建物賃借保証金 919,937    別途積立金 54,165,000 

   長期前払費用 735,000   当期未処分利益 1,838,066 

   繰延税金資産 867,685   （うち当期利益） (405,730) 

   その他の投資 1,017,086  株式等評価差額金 4,321,080 

   貸倒引当金 △ 302,000  自己株式 △ 3,881 

         資本合計 61,796,339 

   資産合計 78,253,238   負債資本合計 78,253,238 

         
(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     1,215,359 千円 

  ４．子会社に対する短期金銭債務     186,239 千円 

  ５．有形固定資産の減価償却累計額      29,372,043 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      1,846,013 千円 

  １０．１株当たり当期利益      15 円 51 銭 

  １１．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     3,881 株 

  １２．商法第290 条第 1 項第 6 号に規定する純資産額     4,321,080 千円 



損益計算書 

平成１４年４月 １日から 

平成１５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 

    売上高 65,407,556 65,407,556 

   営業費用     

    事業費 38,747,721   

    販売費及び一般管理費 22,295,544   

    減価償却費 1,965,095 63,008,361 

   営業利益   2,399,194 

  営業外損益の部     

   営業外収益     

    受取利息及び配当金 177,864   

    雑収入 300,349 478,214 

   営業外費用     

    支払利息 7,861   

    雑損失 88,835 96,697 

   経常利益   2,780,712 

 特別損益の部     

   特別利益     

    償却債権取立益 2,107 2,107 

   特別損失     

    貸倒引当金繰入額 586,000   

    投資有価証券評価損 605,295   

    固定資産除却損 237,795 1,429,090 

   税引前当期利益   1,353,728 

   法人税、住民税及び事業税 939,190   

   法人税等調整額                    8,808 947,998 

   当期利益   405,730 

   前期繰越利益   1,432,336 

   当期未処分利益   1,838,066 

         

         

          

       
 (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 254,111 千円  

    営業費用 1,976,551 千円  

   ３．子会社との営業取引以外の取引高   

    営業外収益 56,236 千円  

       



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 

               付債務およ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､当該引当金は商法第 287 条ノ 

               2 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） 

１．自己株式及び法定準備金取崩等会計 

当期より、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第 1

号）を適用しております。これによる当期の損益に与える影響は軽微であります。 

なお、商法施行規則の施行により、当期から「利益準備金」「任意積立金」「当期未処

分利益」は「利益剰余金」の内訳として表示しております。 

 

２．１株当たり当期利益 

   当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および 

   「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４ 

   号）を適用しております。なお前期と同様の方法により算定した場合、当期の 1 株 

   当たり当期利益は、17.30 円となります。 

 


