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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 8,652 △1.1 698 4.1 870 4.3 565 5.5

29年３月期第１四半期 8,748 5.7 671 23.0 835 19.2 536 20.8

(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 883百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △385百万円( －％)
　

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

30年３月期第１四半期 21.43 －

29年３月期第１四半期 20.32 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 69,718 53,204 75.2

29年３月期 71,693 52,806 72.6
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 52,424百万円 29年３月期 52,024百万円
　

　　

２．配当の状況

年間配当金

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

29年３月期 － 5.00 － 18.00 23.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 5.00 － 15.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 16,800 1.0 840 △15.2 1,020 △13.6 650 △17.4 24.62

通期 34,310 1.4 2,550 △9.1 2,890 △8.3 1,790 △12.7 67.81

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　　

（２）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、添付資料P.8「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期１Ｑ 26,400,000株 29年３月期 26,400,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 1,213株 29年３月期 1,203株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 26,398,789株 29年３月期１Ｑ 26,398,863株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)

親会社株主に帰属する
四半期純利益
(百万円)

30年３月期
第１四半期

8,652 698 870 565

29年３月期
第１四半期

8,748 671 835 536

増減率(％) △1.1 4.1 4.3 5.5

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響が懸念され

たものの、政府の経済政策等による雇用情勢や所得環境の改善から、緩やかな回復基調が続きました。一方、当社

グループの業績に影響を与えるテレビの広告市況につきましては、やや停滞気味に推移しました。

　このような事業環境の下、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、86億52百万円（前年同期比1.1

％減）となりました。

利益面では、営業利益は６億98百万円（前年同期比4.1％増）、経常利益は８億70百万円（前年同期比4.3％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は５億65百万円（前年同期比5.5％増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

放送関連 不動産関連 その他

売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

30年３月期
第１四半期

7,826 376 436 281 390 41

29年３月期
第１四半期

7,988 375 398 254 362 41

増減率(％) △2.0 0.1 9.5 10.5 7.7 △0.3

(注）売上高については、セグメント間の取引を相殺消去しております。

　

〈放送関連〉

「放送関連」は、テレビスポット収入が名古屋地区全体の投下量が減少する中、好調な視聴率を下支えにしたシ

ェア向上により増加したものの、イベント収入やラジオスポット収入が減少したことなどにより、売上高は78億26

百万円（前年同期比2.0％減）となりました。

　利益面では、番組強化に伴うテレビ番組費の増加などがあったものの、利益率の高いテレビスポットの増収など

により、営業利益は３億76百万円（前年同期比0.1％増）となりました。

　

〈不動産関連〉

「不動産関連」は、今年３月に取得した名古屋駅エリアの賃貸ビルにおける収入などを計上したことから、売上

高は４億36百万円（前年同期比9.5％増）となりました。

　利益面でも、増収効果を主な要因として、営業利益は２億81百万円（前年同期比10.5％増）となりました。

　

〈その他〉

ゴルフ場事業、保険代理業、タクシー業などで構成される「その他」は、売上高は３億90百万円（前年同期比7.7

％増）、営業利益は41百万円（前年同期比0.3％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　（資産、負債、純資産の状況）

　①資産の部

当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて19億74百万円減少し、697億18百万円と

なりました。

　これは、保有株式の時価上昇などに伴い投資有価証券が４億26百万円増加した一方で、法人税等の納付及び配当

金の支払いなどにより現金及び預金が21億45百万円減少したことなどによるものです。

　②負債の部

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて23億73百万円減少し、165億13百万円と

なりました。これは、未払費用が13億32百万円、退職給付に係る負債が11億８百万円それぞれ減少したことなどに

よるものです。

　③純資産の部

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて３億98百万円増加し、532億４百万円

となりました。これは、その他有価証券評価差額金が保有株式の時価上昇に伴い２億21百万円増加したことなどに

よるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間および通期における連結業績予想につきましては、平成29年５月11日に公表いたしまし

た予想数値から変更しておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,027 9,881

受取手形及び売掛金 7,573 7,122

有価証券 200 200

たな卸資産 63 63

繰延税金資産 428 428

その他 3,153 3,679

貸倒引当金 △7 △0

流動資産合計 23,439 21,375

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 28,162 28,270

減価償却累計額 △17,370 △17,517

建物及び構築物（純額） 10,791 10,753

機械装置及び運搬具 18,742 18,753

減価償却累計額 △16,006 △16,122

機械装置及び運搬具（純額） 2,735 2,631

土地 13,321 13,321

建設仮勘定 732 639

その他 1,554 1,546

減価償却累計額 △1,226 △1,230

その他（純額） 328 316

有形固定資産合計 27,910 27,662

無形固定資産 556 521

投資その他の資産

投資有価証券 17,505 17,931

繰延税金資産 1,897 1,850

その他 523 510

貸倒引当金 △138 △133

投資その他の資産合計 19,787 20,158

固定資産合計 48,253 48,343

資産合計 71,693 69,718
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 198 185

未払費用 2,977 1,644

未払法人税等 764 254

引当金 134 437

その他 2,294 2,661

流動負債合計 6,369 5,184

固定負債

引当金 52 52

退職給付に係る負債 4,679 3,571

資産除去債務 72 72

繰延税金負債 2,077 2,174

長期預り保証金 5,385 5,244

その他 249 213

固定負債合計 12,517 11,329

負債合計 18,886 16,513

純資産の部

株主資本

資本金 1,320 1,320

資本剰余金 654 654

利益剰余金 47,708 47,799

自己株式 △0 △0

株主資本合計 49,681 49,772

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,646 5,868

退職給付に係る調整累計額 △3,304 △3,216

その他の包括利益累計額合計 2,342 2,652

非支配株主持分 781 780

純資産合計 52,806 53,204

負債純資産合計 71,693 69,718
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 8,748 8,652

売上原価 4,942 4,793

売上総利益 3,806 3,859

販売費及び一般管理費 3,134 3,160

営業利益 671 698

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 146 153

その他 27 26

営業外収益合計 176 182

営業外費用

支払利息 12 9

その他 0 0

営業外費用合計 12 9

経常利益 835 870

特別損失

投資有価証券評価損 － 1

固定資産除却損 19 －

貸倒引当金繰入額 9 －

減損損失 2 －

特別損失合計 31 1

税金等調整前四半期純利益 804 869

法人税等 261 294

四半期純利益 542 574

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 8

親会社株主に帰属する四半期純利益 536 565
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 542 574

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,041 221

退職給付に係る調整額 112 87

その他の包括利益合計 △928 309

四半期包括利益 △385 883

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △392 875

非支配株主に係る四半期包括利益 6 8
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、当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する方法を採用しております。ただし、当該見積実

効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法に

よっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他

(注) １
合計

調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額

(注) ３放送関連
不動産
関連

計

売上高

外部顧客への売上高 7,988 398 8,386 362 8,748 － 8,748

セグメント間の内部
売上高又は振替高

42 38 80 201 282 △282 －

計 8,030 436 8,466 563 9,030 △282 8,748

セグメント利益 375 254 630 41 671 △0 671

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ場事業、保険代理業、

ＯＡ機器販売、旅客運送業（タクシー）等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去額です。

３ セグメント利益671百万円は、四半期連結損益計算書の営業利益671百万円と調整を行っています。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他

(注) １
合計

調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額

(注) ３放送関連
不動産
関連

計

売上高

外部顧客への売上高 7,826 436 8,262 390 8,652 － 8,652

セグメント間の内部
売上高又は振替高

41 38 80 192 273 △273 －

計 7,868 474 8,342 582 8,925 △273 8,652

セグメント利益 376 281 657 41 698 0 698

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ場事業、保険代理業、

ＯＡ機器販売、旅客運送業（タクシー）等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額０百万円は、セグメント間取引消去額です。

３ セグメント利益698百万円は、四半期連結損益計算書の営業利益698百万円と調整を行っています。
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３．参考資料

㈱ＣＢＣテレビ 売上高の内訳
（単位：百万円、％）

　 前第１四半期
（平成29年３月期

第１四半期）

当第１四半期
（平成30年３月期

第１四半期）
増減

金額 金額 金額 増減率

テレビ収入テレビ収入テレビ収入テレビ収入テレビ収入 66666,,,,,000002222299999 66666,,,,,000008888844444 5555544444 00000.....99999

　 タイム収入 1,896 1,857 △38 △2.0

スポット収入 3,992 4,075 83 2.1

その他収入 141 151 10 7.4

クロスメディア収入クロスメディア収入クロスメディア収入クロスメディア収入クロスメディア収入 222226666699999 222224444400000 △△△△△2222288888 △△△△△1111100000.....55555

イベント収入イベント収入イベント収入イベント収入イベント収入 555552222233333 444441111144444 △△△△△111110000088888 △△△△△2222200000.....77777

ハウジング収入ハウジング収入ハウジング収入ハウジング収入ハウジング収入 222221111155555 222220000077777 △△△△△77777 △△△△△33333.....77777

グループ請負収入グループ請負収入グループ請負収入グループ請負収入グループ請負収入 111112222222222 6666688888 △△△△△5555533333 △△△△△4444433333.....88888

合計合計合計合計合計 77777,,,,,111116666600000 77777,,,,,000001111166666 △△△△△111114444433333 △△△△△22222.....00000

　

㈱ＣＢＣラジオ 売上高の内訳
（単位：百万円、％）

　 前第１四半期
（平成29年３月期

第１四半期）

当第１四半期
（平成30年３月期

第１四半期）
増減

金額 金額 金額 増減率

ラジオ事業収入ラジオ事業収入ラジオ事業収入ラジオ事業収入ラジオ事業収入 666662222288888 555556666688888 △△△△△5555599999 △△△△△99999.....55555

　 タイム収入 320 329 9 3.0

スポット収入 300 231 △68 △22.8

その他収入 8 7 △0 △9.4

受託事業収入受託事業収入受託事業収入受託事業収入受託事業収入 8888866666 8888899999 22222 22222.....88888

合計合計合計合計合計 777771111155555 666665555588888 △△△△△5555577777 △△△△△88888.....00000
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