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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 
  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

３ 第77期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２

号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基

準適用指針第４号）を適用しております。 

  

回次 第76期 第77期 第78期 第79期 第80期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (百万円) 45,867 43,897 42,666 42,573 40,588 

経常利益 (百万円) 6,304 5,409 5,232 5,036 4,437 

当期純利益 
(△当期純損失) 

(百万円) △7,317 1,856 2,542 2,138 1,918 

純資産額 (百万円) 34,144 35,058 39,419 41,301 45,868 

総資産額 (百万円) 68,761 68,724 64,092 63,034 70,465 

１株当たり純資産額 (円) 1,293.35 1,324.00 1,489.62 1,580.56 1,755.81 

１株当たり当期純利益 
(△１株当たり 
当期純損失) 

(円) △277.18 66.27 92.64 78.43 70.12 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 49.7 51.0 61.5 65.5 65.1 

自己資本利益率 (％) △19.2 5.4 6.8 5.3 4.4 

株価収益率 (倍) ― 11.47 11.66 18.74 21.39 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,281 7,558 6,732 7,480 6,022 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,808 424 △2,616 △5,078 △4,415 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,126 △2,016 △11,119 △2,399 △1,737 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 11,392 17,358 10,336 10,339 10,209 

従業員数 (人) 1,028 956 886 697 692 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第79期の１株当たり配当額12円には、会社創立55周年記念配当４円50銭を含んでおります。また、第80期の１株当たり配

当額12円には、ラジオ放送開始55周年及びテレビ放送開始50周年記念配当４円50銭を含んでおります。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

４ 第77期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日企業会計基準第２号）

及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適

用指針第４号）を適用しております。 

  

回次 第76期 第77期 第78期 第79期 第80期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (百万円) 37,089 34,990 35,373 36,913 35,895 

経常利益 (百万円) 5,543 4,602 4,482 5,245 4,065 

当期純利益 
(△当期純損失) 

(百万円) △7,538 1,172 2,377 4,173 1,772 

資本金 (百万円) 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 

発行済株式総数 (千株) 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 

純資産額 (百万円) 30,937 31,232 35,426 39,374 43,799 

総資産額 (百万円) 56,114 56,018 52,013 54,940 62,150 

１株当たり純資産額 (円) 1,171.87 1,180.46 1,339.41 1,507.48 1,677.23 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
  
(円) 
  

7.50 

(3.00)

7.50

(3.00)

7.50

(3.00)

12.00 

(3.00)

12.00 

(3.00)

１株当たり当期純利益 
(△１株当たり 
当期純損失) 

(円) △285.56 41.75 87.42 157.24 65.29 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 55.1 55.8 68.1 71.7 70.5 

自己資本利益率 (％) △21.5 3.8 7.1 11.2 4.3 

株価収益率 (倍) ― 18.20 12.35 9.35 22.97 

配当性向 (％) ― 18.0 8.6 7.6 18.4 

従業員数 (人) 365 356 338 329 320 



２ 【沿革】 
  

  

昭和25年12月 中部日本放送株式会社設立(資本金８千万円) 

昭和26年９月 午前６時30分、わが国最初の民間放送としてラジオ本放送開始(出力10KW) 

昭和31年12月 テレビ放送開始(映像出力10KW 音声出力５KW) 

昭和35年10月 中部日本放送株式会社は、株式を名古屋証券取引所に上場 

昭和39年９月 カラーテレビ放送開始 

昭和39年10月 東京都千代田区に株式会社千代田会館を設立（現・連結子会社） 

昭和40年９月 愛知県名古屋市に株式会社中日電子工業所(後、株式会社中日電子に社名変更)を設立 

昭和42年４月 株式会社千代田会館は、千代田会館竣工し貸ビル事業を開始 

昭和46年11月 ラジオ放送、出力10KWから50KWに増力 

昭和46年12月 愛知県豊田市に加茂開発株式会社(後、株式会社南山カントリークラブに社名変更)を設

立（現・連結子会社） 

昭和50年11月 加茂開発株式会社は、南山カントリークラブを開業 

平成４年１月 愛知県名古屋市に株式会社ＣＢＣヴィジョン（後、株式会社テクノビジョンに社名変

更）を設立（現・連結子会社） 

平成５年７月 加茂開発株式会社は、稲武カントリークラブを開業 

平成10年４月 ＣＢＣ放送センターが竣工し、デジタル化時代へのスタジオ設備・送受信設備等への対

応強化 

平成12年11月 愛知県長久手町の商業施設「グランパルク」賃貸開始 

平成14年３月 加茂開発株式会社は、稲武カントリークラブを分割譲渡 

平成14年３月 中部日本放送株式会社は、岐阜県高山市のクア・アルプ施設を高山市に寄付し、同時に

運営会社のＣＢＣクア・アルプ株式会社を清算 

平成14年３月 高山リゾート株式会社は、高山市の所有ホテル施設を譲渡し清算 

平成15年12月 

平成16年８月 

地上デジタルテレビ放送の本放送開始 

中部日本放送株式会社は、保有する株式会社中日電子の全株式を譲渡 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、連結子会社７社、関連会社２社で構成されており、事業の種類別では放送関連部門、不動産賃貸部門及

びその他部門で構成されております。 

各事業の内容等は次のとおりです。 

なお、次の３部門は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記」に記載しております事業の種類別

セグメント情報の区分と同一であります。 

  

(放送関連部門) 

当社グループの中心である当部門は、放送法によるラジオ及びテレビの放送を行い、放送時間の販売ならびに番組の制作・販

売を主な事業とし、これに付帯する事業を営んでおります。 

子会社及び関連会社は主として当社の放送する番組の一部を制作しているほか、広告代理店業を行っております。 

  ［関係会社］当社、㈱ＣＢＣクリエイション、㈱テクノビジョン、㈱シー・ウェーブ、㈱エヌティーピー 

  

(不動産賃貸部門) 

当部門においては、不動産の賃貸・管理を行っております。 

   ［関係会社］当社、㈱千代田会館 

  

(その他部門) 

当部門においては、ゴルフ場の経営、保険代理業、プレイガイド、ＯＡ機器販売、タクシー業を主として行っております。 

   ［関係会社］㈱南山カントリークラブ、㈱ＣＢＣビップス、文化交通㈱、春日井開発㈱ 

  

  



事業の系統図は次のとおりであります。 

 
 (注) ※１ 連結子会社 

 ※２ 関連会社で持分法非適用会社 

  



４ 【関係会社の状況】 

 (連結子会社) 

  

  
(注) １ 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えている会社はありません。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

３ ㈱テクノビジョンは、平成18年１月に、株主割当による増資200百万円(うち資本に組み入れざる額100百万円)を実施し、

さらに平成18年３月、資本の欠損を補填するために無償減資95百万円を実施しました。その結果、資本金が20百万円にな

りました。 

４ ㈱千代田会館は、特定子会社に該当します。 

  

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
(％) 

関係内容 

㈱ＣＢＣクリエイシ
ョン 

名古屋市 
中区 

40 
放送番組の企画制作
(放送関連部門) 

100.0
当社の放送番組を制作している 
当社所有の建物を賃借している 
役員の兼任 ４名 

㈱テクノビジョン
(注)3 

名古屋市 
中区 

20 
放送送出業務の請負
放送技術者の派遣 
(放送関連部門) 

100.0

放送技術者を派遣し、放送送出業務
の一部を請け負っている 
当社所有の建物を賃借している 
役員の兼任 ３名 

㈱シー・ウェーブ 
名古屋市 
中区 

30 
広告代理業
(放送関連部門) 

100.0
当社販売業務の取次を行っている 
役員の兼任 ４名 

㈱千代田会館(注)4 
東京都 
千代田区 

300 
不動産の所有・賃
貸・管理 
(不動産賃貸部門) 

66.6
当社に建物の一部を賃貸している 
当社所有の土地を賃借している 
役員の兼任 ３名 

㈱南山カントリー 
クラブ 

愛知県 
豊田市 

10 
ゴルフ場の経営
(その他部門) 

100.0
当社はゴルフ会員権を保有している
役員の兼任 ５名 

㈱ＣＢＣビップス 
名古屋市 
中区 

60 

不動産の管理、保険
代理業、プレイガイ
ド、ＯＡ機器販売 
(その他部門) 

100.0
当社所有建物の営繕を行っている 
当社所有の建物を賃借している 
役員の兼任 ５名 

文化交通㈱ 
名古屋市 
中区 

20 
タクシー業
(その他部門) 

100.0
当社所有車両の運行を代行している
当社所有の土地建物を賃借している
役員の兼任 ３名 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) 従業員数は、就業人数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む。）であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注)１ 従業員数は、就業人数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、中部日本放送労働組合等が組織されております。なお、労使関係については特に記載すべき

事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

放送関連 526 

不動産賃貸 6 

その他 160 

合計 692 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

320 39.5 14.7 12,714,604



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度、当社グループはＣＢＣブランドを全国に広めるため、万博「愛・地球博」にパビリオン「夢みる山」を共同

出展するとともに、万博公式ＦＭ「ＦＭ ラヴァース」の運営を行い、媒体価値のさらなる向上や、地域社会や文化への貢献に

取り組んでまいりました。 

また、ラジオ、テレビでは「愛・地球博」の情報番組や、ＣＢＣ創立55周年、テレビ開局50周年の特別番組など、従来にもま

して積極的な番組制作を行い、営業面でも広告主のニーズに対応したきめ細かなセールスを展開しました。 

しかしながら、当社グループの売上の主力であるテレビスポット収入が年末の需要期に大きく落ち込んだことや、電子機器部

門がなくなったことなどから、当連結会計年度の売上高は405億88百万円（前期比4.7%減）、営業利益は44億94百万円（前期比

8.9%減）、経常利益は44億37百万円（前期比11.9%減）、当期純利益は19億18百万円（前期比10.3%減）となりました。 

セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

(注) 売上高については、セグメント間の取引については相殺消去しております。 
  

〈放送関連部門〉 

当連結会計年度における放送関連部門は、ラジオでは「ＦＭ ラヴァース」の運営収入があったものの、テレビスポット収入

が振るわなかったことや、万博パビリオン出展による費用の増加などから、売上高375億26百万円（前期比2.8%減）、営業利益36

億28百万円（前期比11.4%減）となりました。なお、当部門の各事業の詳細は以下のとおりです。 
  

▽ ラジオ事業 

「地域ナンバー１の放送局」としてのブランドを確立するため、ＣＢＣラジオは、地域に密着したメディアとしての価値を高

め、聴取率ナンバー１の維持と、企画を活かした営業スタイルの定着を目標に掲げております。 

聴取率に関しては、年２回（夏・冬）行われている中京圏ラジオ聴取率調査で、ＣＢＣラジオはいずれも1位を獲得し、調査開

始以来８期連続で総合1位を達成しました。 

こうしたリスナーの圧倒的な支持を背景に、積極的なセールス活動を展開し、昨年４月から始まった番組『お父さんお母さん

への手紙』では６局ネットセールスに成功したほか、「愛・地球博」関連では地元スポンサー提供による４局ネット番組を販売

するなど、全国で苦戦している中波ラジオにあって営業面でも健闘しました。 

  
売上高 
(百万円) 

営業利益
(百万円) 

経常利益
(百万円) 

当期純利益
(百万円) 

１株当たり 
当期純利益 
(円) 

平成17年３月期 42,573 4,935 5,036 2,138 78.43 

平成18年３月期 40,588 4,494 4,437 1,918 70.12 

増減率(％) △4.7 △8.9 △11.9 △10.3 ― 

  

放送関連 電子機器 不動産賃貸 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) 

売上高 
(百万円) 

営業利益
(百万円) 

平成17年３月期 38,608 4,096 907 42 1,539 737 1,517 56

平成18年３月期 37,526 3,628 ― ― 1,523 793 1,537 72

増減率(％) △2.8 △11.4 ― ― △1.0 7.6 1.3 28.6



また万博では、公式ＦＭ「ＦＭ ラヴァース」が多くの協賛スポンサーを獲得し、営業面で成功を収めました。 

編成・制作面では、「愛・地球博」において開幕時に４本、閉幕時に３本の特別番組を制作し、また期間中にはレギュラーの

万博関連番組を５本放送するなど、多くの万博情報を発信しました。 

 万博に関連する企画としては、つボイノリオや伊藤秀志をはじめとしたＣＢＣラジオのパーソナリティと、全国ＡＭラジオの

人気パーソナリティがそれぞれの方言で歌う「日本まるごと！万博音頭」を製作、開幕直後に「愛・地球博」の会場にパーソナ

リティが勢ぞろいするなど、万博をスタートから大いに盛り上げました。 

万博会場では、公式ＦＭ「ＦＭ ラヴァース」の運営を、開幕１ヶ月前から閉幕までの213日間行い、音楽のほかイベントや交

通情報などきめ細かな番組編成により、万博来場者の好評を博しました。また万博閉幕後は、「ＦＭ ラヴァース」の音楽セン

スや話題性を継承する番組として『ＬＯＶＥＡＲＴＨ』『ＡＭ ＬＯＶＥＡＲＴＨ』を放送しており、万博ＦＭの成功を番組に

活かしています。 

万博以外では、特別番組として、ＣＢＣが創立55周年を迎えた昨年12月、家族をテーマにした番組『おうちへ帰ろう』を放送

しました。番組では、オノ・ヨーコの独占インタビューに成功し、夫ジョン・レノンとの生活や息子のショーン・レノンの子育

てについての熱いトークが、多くのリスナーの共感を呼びました。 

また企画を活かした営業として、従来からの「番組オリジナル弁当」や「いっしょに歌お！ＣＢＣラジオ」のコンピレーショ

ンＣＤ販売など、スポンサーやレコード会社とのタイアップ活動を展開しましたが、当期はさらに流通スポンサーとのタイアッ

プによるカップラーメンを販売、３日間で10万個を売り上げる大ヒットとなり、ＣＢＣラジオの媒体価値向上と、新たなビジネ

スモデルの可能性を広げました。 

  

▽ テレビ事業 

当期は、ネット番組・ローカル番組を問わずに視聴率の向上を目指すとともに、地域に密着した番組制作と全国に発信できる

コンテンツ開発に取り組みました。 

この結果、視聴率は全日（６時～24時）が8.9％（前期比0.8ポイント増）、ゴールデン（19時～22時）が14.7％（前期比0.5ポ

イント増）、プライム（19時～23時）が14.5％（前期比0.9ポイント増）と、いずれの時間区分においても前期を上回りました。

特に各局がしのぎを削るゴールデンでは年間を通じて２年連続で２位を獲得、全日でも下半期に12年ぶりに２位となりました。 

営業面では、タイム収入のうちネットタイムが前期比プラスとなりました。これは山田太一ドラマ『いくつかの夜』やバラエ

ティ番組の『ロンブーの田舎が最高』、開局50周年番組の『伊藤英明インカを歩く』などのセールスによるものです。 

ローカルタイムも「愛・地球博」開催を好機としてセールス活動を展開し、『青春のグラフィティコンサート』をはじめとし

た万博関連番組を順調に販売しました。 

スポット収入は、個人消費の回復基調を背景に「電気機器」「金融・保険」「家庭用品」等の業種で前期を上回りました。し

かし、主力の「食品・飲料」「輸送機器」が振るわなかったため、全体ではわずかながら前期を下回りました。 

編成・制作面では、地域密着の番組として「愛・地球博」開催期間中に万博情報番組として『まるっと万博』を平日のベルト

番組として放送したほか、新機軸の企画として天気をテーマにした『サタデー生ワイド そらナビ』を土曜日夕方にスタートさ

せました。中でもゴールデンタイムに自社制作で放送している『そこが知りたい 特捜！板東リサーチ』は、放送開始６年を経

ても同時間帯に居並ぶキー局のネット番組を凌ぐ視聴率で人気を不動のものとしています。 

 プロ野球中継では中日ドラゴンズの試合をホームゲームで31試合放送したほか、首位争いが白熱した時期にはホーム以外の球

場からも当社アナウンサーの実況と解説でペナントレースの盛り上がりを伝えました。 



全国に発信できるコンテンツ開発では、テレビ開局50周年のネット番組として『伊藤英明インカを歩く』を制作・放送し、

14.5％の高視聴率を記録しました。全国ネットのドラマ枠「ドラマ30」でも『新キッズ・ウォー』が最高視聴率13.6％という同

時間帯では極めて高い支持を集め、ＤＶＤ販売などコンテンツビジネスの展開とあわせて、当社のソフト力を強くアピールしま

した。 

また、当社の制作した番組は質的にも高く評価されました。日本民間放送連盟が創設した第１回日本放送文化大賞ではドキュ

メンタリー番組の『山小屋カレー～2004秋篇』がテレビ部門準グランプリの栄誉に輝き、当社の声価を大いに高めました。 

このほか、デジタル技術の進歩に伴って放送と通信の連携が深まる中、当社は新たなビジネスモデルとして期待されるデータ

放送「ワンセグ」のサービス開始に向けて、インターネットやモバイルでの企画展開と連動した番組制作にも取り組みました。 

  

▽ 催物事業など 

催物は、高額のチケット販売収入が期待できる大型ロックコンサートがなかった事などから、売上高は前期を下回りました。 

こうした中で、「愛・地球博」会場で開催した『青春のグラフィティコンサート２００５』（５月）、『万博特選落語会』

（６月～７月）、『愛・地球の環 音楽祭』（９月）の３イベントは多くの観客を集め、ＣＢＣのイメージアップと地域社会に

対し大いに貢献しました。 

また、人気ヴォーカリスト、ビヨンセを擁する女性ポップグループの『デスティニーズ チャイルド』公演（４月）や、アイ

リッシュダンスが話題の舞台『リバーダンス』（11月）も好評で、多くのファンを魅了しました。  

レギュラー催事では、『第28回 名古屋国際音楽祭』(４月～７月)において、バレエ界の女王シルヴィ・ギエムの『三つの愛

の物語』（５月）の華麗な舞台や、革新的な音楽性で国際的に評価の高いケント・ナガノ指揮による『ベルリン・ドイツ交響楽

団』（４月）の演奏が話題を呼びました。 

46回を迎えた『中日クラウンズ』（４月～５月）は、熱戦の末、プレーオフを制したベテラン、尾崎直道選手が初優勝を果た

し、ギャラリーを沸かせました。 

そのほか、『第35回ＣＢＣ ＮＡＧＯＹＡ夏まつり』（７月）や、４回目の開催となりクリスマスイベントとして定着した

『ＣＢＣキャラバンサライ』（11月～12月）も多くの来場者を集めました。 

また、広告代理業は、新聞、雑誌への出稿が伸長したものの、テレビやラジオへの出稿減少が影響し、売上高が前期を下回り

ました。 

  

〈不動産賃貸部門〉 

不動産賃貸部門は、東京の賃貸ビルが期末に満室となったものの、当期半ばまで一部が空室だったことが影響し、売上高は15

億23百万円（前期比1.0%減）となりました。 

利益面では、当社が保有する商業施設（愛知県長久手町）の土地を、平成16年10月に購入したことから、賃借に伴う負担が無

くなり、営業利益は７億93百万円（前期比7.6%増）となりました。 

  

〈その他部門〉 

その他部門は、ＯＡ機器販売が健闘したことに加え、ゴルフ場事業で今年２月～３月に利用客が増加したことや、これまで営

業外収益としていた名義書換料を当期より売上高に計上変更したことなどから、全体の売上高は15億37百万円（前期比1.3%

増）、営業利益は72百万円（前期比28.6%増）となりました。 

  

なお、電子機器部門は、㈱中日電子単独で構成されておりましたが、当社の保有する全株式を平成16年８月に譲渡したためな

くなりました。そのため、同部門については前連結会計年度における損益のみを表示しております。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益を38億45百万円計上した

ものの、有形・無形固定資産の取得による支出26億24百万円や投資有価証券の取得による支出25億80百万円が発生したこと等に

より、前連結会計年度末から１億30百万円減少し、102億９百万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、60億22百万円（前期比19.5％減）となりました。これは主に、税金

等調整前当期純利益を38億45百万円、非現金支出費用である減価償却費を26億65百万円計上したことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、44億15百万円（前期比13.0％減）となりました。これは主に、有

形・無形固定資産の取得による支出26億24百万円、投資有価証券の取得による支出25億80百万円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、17億37百万円（前期比27.6％減）となりました。これは主に、長期

借入金の返済による支出13億70百万円、配当金の支払額３億12百万円によるものであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
平成17年３月期
(百万円) 

平成18年３月期
(百万円) 

増減額 
(百万円) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,480 6,022 △1,457 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,078 △4,415 662 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,399 △1,737 661 

現金及び現金同等物の増減額 3 △130 △133 

現金及び現金同等物の期末残高 10,339 10,209 △130 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

 (1) 生産実績 

     従来生産実績を計上しておりました電子機器部門は、㈱中日電子単独で構成されておりましたが、当社の保有する全株式

を平成16年８月に譲渡したためなくなりました。そのため、当連結会計年度においては生産実績の記載を省略しておりま

す。 

  

 (2) 受注実績 

     従来受注実績を計上しておりました電子機器部門は、㈱中日電子単独で構成されておりましたが、当社の保有する全株式

を平成16年８月に譲渡したためなくなりました。そのため、当連結会計年度においては受注実績の記載を省略しておりま

す。 

  

(3) 販売実績 

(注) １ 電子機器部門は、㈱中日電子単独で構成されておりましたが、当社の保有する全株式を平成16年８月に譲渡したためなく

なりました。 

   ２ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

  

４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％) 

放送関連 37,526 △2.8

電子機器 ― ―

不動産賃貸 1,523 △1.0

その他 1,537 1.3

合計 40,588 △4.7

相手先 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

㈱電通 10,718 25.2 10,398 25.6 

㈱博報堂ＤＹ 
メディアパートナーズ 

5,013 11.8 5,499 13.5 



３ 【対処すべき課題】 

当社グループの中核をなす放送関連部門は、テレビ放送のデジタル化がスタートして３年目を迎えました。 

平成18年４月には、「ワンセグ」が、スタートし、さらに、平成18年度には、ニューススタジオを改修して、報道番組のＨＤ

化を進めることにしています。今後は、デジタル視聴エリアを順次拡大していくとともに、番組のＨＤ（高画質）化の比率を高

めていく予定です。 

こうした放送のデジタル化につきましては、電波を送り出す送信設備や中継設備をはじめ、スタジオ設備の改修や、編集機や

中継車の導入など、これまでにも、多額の設備投資をしてきました。今後につきましても、平成 23 年のテレビのアナログ放送の

終了に向けて、デジタル設備の整備や放送機器の更新などが多数控えており、なお、多額の投資が必要となります。 

 全国的に見れば、景気は回復基調にあるものの、インターネット広告費の伸長などで、ラジオ、テレビの広告費の大幅な伸び

が必ずしも期待できない状況が続いています。 

 また、地上波放送をめぐっては、「規制緩和」の名のもとに、様々な議論が進められています。同時に、通信技術の発達など

により、放送と通信の垣根が低くなる中で、新たな連携を模索する動きも出てきています。 

こうしたなか、当社グループの中核をなす放送関連部門は、平成18年に「ラジオ開局55周年」、「テレビ開局50周年」を迎え

ました。  

当社グループとしては、この記念すべき年に当たり、改めて、放送を通じて健全な社会の発展と公共の福祉に寄与するという

地域におけるメディアとしての原点に立ち返り、下記の点を課題として、デジタル時代における競争に打ち勝つようまい進して

いきます。 

  

 ・当社グループの中核をなす放送事業においては、ラジオ、テレビ兼営局としての利点を、これまで以上に前面に押し出し、

メディアミックスとしての相乗効果を図ることで、ＣＢＣブランドの価値を高めていきます。 

・ラジオにおいては、地域に密着したメディアとしての価値を高め、聴取率総合１位を維持していくことを目指します。 

 ・テレビにおいては、視聴率の向上を目指します。とりわけ、全日帯の視聴率において、１位を奪取するよう、番組の編成制

作等に力を入れていきます。 

 ・地元に密着したローカル番組の制作に、今後も力を入れていくとともに、全国に発信できるコンテンツの開発に努めていき

ます。 

 ・ワンセグをはじめ、デジタル放送における様々なサービスの魅力を高め、ビジネスモデルの確立に努めます。 

・中継施設の建設や、番組のＨＤ（高画質）化を強化するための放送機器の更新など、デジタル放送の一層の普及、拡大に向

けた多額の投資や償却負担に耐えうるよう財務体質の強化に努めていきます。 

・当社グループ全体として、より効率的な経営を追求していきます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



４ 【事業等のリスク】 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなもの

があります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

  

 (1) 景況の影響について 

 わが国の経済の変動と国内企業の広告支出の変動との間には、強い相関関係が見られます。このため、当社グループの中核部

門である放送関連部門の業績は、景況の影響を受けやすい傾向にあります。 

放送関連部門の売上高は、連結売上高の約９割を占めており、景況の悪化は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

 (2）視聴率、聴取率による影響   

 視聴率、聴取率は、スポンサーにとって、ＣＭが、視聴者、リスナーにいかに到達しているかを示す指標となっています。こ

のため、視聴率、聴取率の変動は、放送関連部門の売上高に影響を与えることになります。 

とりわけ、テレビにおける視聴率のうち、ゴールデンタイム、プライムタイムと呼ばれる時間帯の多くは、キー局である㈱東

京放送（ＴＢＳ）が制作、編成しているため、こうした番組の視聴率動向によって、売上高が大きく変動する可能性がありま

す。 

  

 (3) 他メディアとの競合について 

当社は、地上波放送事業者として、電波の希少性や言論、表現の自由の確保という観点から、厳しい条件で、免許を交付され

ており、地上波放送事業への新規参入は、難しいものとなっております。 

しかしながら、通信技術の進歩により、放送と通信の垣根が低くなるなかで、ブロードバンドや携帯端末を利用した映像配信

サービスなども出現しています。今後、放送を巡る規制緩和の動きや著作権関連の法律の改正などにより、さらに地上波放送と

競合する放送や映像配信サービスが増えた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

 (4) ネットワーク価値の毀損について 

 放送事業のうち、テレビは、㈱東京放送（ＴＢＳ）をキー局とするＪＮＮネットワークに加盟しております。ネットワーク

は、ニュース取材、番組の共有化、営業面での協力などの面から、当社の企業価値を維持するのに不可欠な存在となっていま

す。このため、㈱東京放送が、敵対的買収の対象となることなどによって、ネットワークの価値が毀損され、その結果、当社グ

ループの企業価値に影響が及ぶ可能性があります。 

  

 (5) 大規模災害の発生や災害放送、緊急時放送について  

 当社の本社のある名古屋市をはじめ、放送サービスエリア内の広い範囲が、東海地震の地震防災対策強化地域に指定されてい

ます。 

 当社グループでは、本社建物や電波を送り出すテレビ塔、瀬戸のデジタルタワーを始めとした放送関連施設について、最大限

の地震対策を施しております。 

しかしながら、予想を上回る大地震の発生により、放送関連施設が大きな被害を受けることで、正常な放送を送り出すことが

できなくなるおそれがあります。 

また、当社の放送関連部門は、報道機関であることから、大地震などの大規模な災害発生時や大事故、大事件などの場合、一

定期間において、当社グループの主要な収入である広告の放送を行うことなく、ラジオ、テレビの放送を通じて、国民に情報を

提供いたします。 

さらに、いわゆる「有事法制」における非常時においても、広告の放送を行わないこともあります。 

こうした場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 



(6) 年金債務について 

 当社グループの年金資産の時価が大きく変動した場合や、年金資産の運用利回りが変動した場合、当社の業績に大きな影響が

出る可能性があります。また、金利環境の変動などの要因により、未積立退職給付債務等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 (7) 有価証券等の保有について 

 当社グループが保有する有価証券について、大幅な株式市況の下落や投資先の実質価額が著しく下落した場合に、多額の評価

損が計上され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループが保有するゴルフ会員権についても、同様の評価損が計上され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

当連結会計年度において、経営上の重要な契約はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

   当連結会計年度において、当社グループで特筆すべき研究開発活動は行っておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

①貸倒引当金 

当社グループは、得意先への売掛金等の一般債権について、支払不能時に発生する損失見積額を、過去の貸倒実績率に基

づき、貸倒引当金に計上しております。また、相手先の財政状態が悪化し、支払能力が低下した場合には個別に回収可能性

を見積り、追加引当を行っております。さらに、当社グループは、長期的な取引関係維持のために、投資その他の資産に預

託金方式のゴルフ会員権を所有しております。このゴルフ会員権は、下記「②投資の減損」で減損の対象になった場合にお

いて、時価が額面金額を下回った場合、時価と額面との差額については貸倒引当金を計上しております。この貸倒引当金の

金額については、時価が上昇しても戻し入れることはせず、時価が下落した場合においてのみ追加引当しております。 

  

②投資の減損 

当社グループは、長期的な取引関係維持のため、また余資運用目的で株式を所有しております。これらの株式には価格変

動が高い公開会社の株式と、株価の決定が困難な非公開株式の株式が含まれております。公開会社への投資の場合、時価が

簿価の50％以上下落した場合には即時に減損処理しております。また、その下落幅が30％から50％の幅にある場合には、さ

らに６ヶ月前、１年前いずれにおいても下落幅が30％から50％の幅に該当する場合に減損処理しております。非公開会社へ

の投資の場合、会社の純資産額が、公開会社への上記基準に該当している場合に減損処理しております。ただし、土地等の

含み益があり実質純資産額でみた場合に、基準をはずれると反証できる場合には減損処理の対象から除外しております。 

  

③退職給付費用 

従業員退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提条件に

は、割引率、退職率、死亡率及び年金資産の期待運用収益率などが含まれております。当社の年金制度において、割引率は

従業員の平均残存勤務期間17年に近似する20年長期国債の５年間の平均利回りに対応する率を選定しております。期待運用

収益率は、年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針及び市場動向等を考慮して決定しております。なお子会

社の年金制度においては、従業員が少ない小規模企業としての簡便法により計算した退職給付債務を用いて、退職給付引当

金及び退職給付費用を計上しております。 



(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

①売上高 

当連結会計年度の当社グループ全体の売上高は、405億88百万円（前期比19億85百万円、4.7％減）と減収になりました。

これは前期に９億７百万円の売上高を計上していた電子機器部門が、前期中で連結子会社の株式売却に伴いなくなったこと

が大きく影響しています。 

セグメント別では、当社グループの中心となる放送関連部門の売上高は、375億26百万円（前期比10億82百万円、2.8％

減）と減収になりました。同部門は、当社におけるラジオ・テレビの収入、子会社における広告代理業収入や、催物などの

放送付随事業収入等により構成されています。ラジオについては、全国的にもラジオ媒体への広告出稿が落ち込む中、当社

グループでも放送収入は前期を下回ったものの、「愛・地球博」の公式ＦＭ局「ＦＭ ラヴァース」で多くの協賛スポンサ

ー獲得に成功し、全体では３年連続の増収となりました。テレビについては、キー局からの配分金収入や当社制作のネット

番組セールスが好調だったことなどからタイム収入は増収となりました。しかし、主力のスポット収入が年末の需要期に大

きく落ち込んだほか、制作収入もプロ野球中継の放送本数が少なかったため減収となるなど、全体では前期を下回りまし

た。広告代理業は当社以外の放送局や新聞、雑誌などさまざまな媒体への広告出稿を扱っていますが、主要なラジオやテレ

ビへの出稿が減少したことから減収になりました。また催物も、当期は高額なチケット販売収入が期待できる大型ロックコ

ンサートがなかったことなどから減収になりました。 

不動産賃貸部門は、東京の賃貸ビルが期末には満室になったものの、当期半ばまで一部空室だったことが影響し、売上高

は15億23百万円（前期比15百万円、1.0％減）と減収になりました。 

その他部門の売上高は、ＯＡ機器販売が健闘したことや、ゴルフ場事業で今年２月～３月に利用客が増加したこと、さら

に、これまで営業外収益に計上していた名義書換料を当期から売上高に計上変更したことなどから、15億37百万円（前期比

20百万円、1.3％増）と増収になりました。 

  

②売上原価、販売費及び一般管理費 

売上原価、販売費及び一般管理費の合計は、360億93百万円（前期比15億44百万円、4.1％減）となりました。これは、前

期に同社の売上原価、販売費及び一般管理費の合計８億64百万円を計上していた電子機器部門が、前期中で連結子会社の株

式売却に伴いなくなったことが大きく影響しています。 

売上原価は、193億44百万円（前期比14億17百万円、6.8％減）となりました。これは上記の要因の他に、放送関連部門で

の当社の年金資産の好調な運用による退職給付費用の減少や番組費の減少などによるものです。 

販売費及び一般管理費は、167億48百万円（前期比１億26百万円、0.7％減）となりました。これは放送関連部門での当社

の年金資産の好調な運用による退職給付費用の減少などによるものです。 

  

③営業利益 

  営業利益は、44億94百万円（前期比４億40百万円、8.9％減）と減益になりました。 

  

④営業外損益 

営業外収益は、２億65百万円（前期比86百万円、24.5％減）となりました。これは、その他部門でゴルフ場会員権の名義

書換料収入を営業外収益から売上高に計上変更したことが主な要因です。 

営業外費用は、３億22百万円（前期比71百万円、28.6％増）となりました。これは、主に当社における本館ビルの改修な

どに伴う固定資産除却損の計上によるものです。 

  



⑤経常利益 

  経常利益は、44億37百万円（前期比５億98百万円、11.9％減）と減益になりました。 

  

⑥特別損益 

特別利益は、２億70百万円（前期比62百万円、18.7％減）となりました。これは、当社における銀行株式の投資有価証券

売却益があったこと等によるものですが、前期にそれを上回る㈱中日電子の売却益３億33百万円があったことから、前期比

では減少しています。 

特別損失は、８億63百万円（前期比５億99百万円、227.2％増）となりました。これは、当社が出資しているＢＳデジタル

放送会社の評価損８億11百万円によるものです。 

  

⑦税金等調整前当期純利益 

  税金等調整前当期純利益は、38億45百万円（前期比12億60百万円、24.7％減）と減益になりました。 

  

⑧税金費用 

税金費用は、税金等調整前当期純利益の減少に対応して、19億２百万円（前期比10億20百万円、34.9％減）となり、税金

等調整前当期純利益に対する法人税等の負担率は49.5％になりました。 

  

⑨当期純利益 

  当期純利益は、19億18百万円（前期比２億20百万円、10.3％減）となりました。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

  ①テレビスポット収入の景気変動からの影響 

連結売上高の中心となる放送関連部門のテレビスポット収入は、日本経済の景気の動向に大きく影響される面があり、日

本経済の実質ＧＤＰ成長率に連動する面があります。 

  

  ②地上デジタル投資に係る減価償却費 

平成15年12月に地上デジタル放送が開始されました。今後は平成23年にアナログ放送が終了(予定）するまで、アナログ放

送とデジタル放送が２波並行放送されていくことになります。地上デジタル放送関連の設備投資は、前々期がピークでした

が、当連結会計年度においても伊勢デジタルテレビ放送所を始めとしたデジタル放送中継局等、地上デジタル放送関連の設

備投資を約５億円実行しました。設備の状況に記載してあります、平成19年３月完了予定の地上デジタル放送用設備投資総

額78億円に対し、当連結会計年度末時点では、今後残り８億円程度を投資することになります。 

なお、この他に重要な更新投資として、番組制作系の編集室、中継車、取材カメラ等のＨＤ（高画質）化投資がありま

す。この更新投資を含めた設備投資全体では、今後数年間、毎年減価償却費程度の設備投資が必要と予測しております。機

械装置の耐用年数は６年であることから、減価償却費は現在の高い水準を維持し、徐々に減少していくものと予測しており

ます。 

  



(4) キャッシュ・フローについての分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動においては堅調に資金を得られたも

のの、投資活動において、有形・無形固定資産の取得や、投資有価証券の取得などによる多額の支出が発生したことなどによ

り、前連結会計年度末から１億30百万円減少し、102億９百万円となりました。 

営業活動により得られた資金は、60億22百万円（前期比19.5％減）となりました。当連結会計年度は、税金等調整前当期純

利益を38億45百万円、非現金支出費用である減価償却費を26億65百万円計上したことなどにより、前連結会計年度の増加額に

は及ばなかったものの、堅調に資金を増やすことができました。 

 投資活動の結果使用した資金は、44億15百万円（前期比13.0％減）となりました。当連結会計年度は、当社社屋の空調設備

の更新をはじめとする設備投資による支出が26億24百万円となったことや、投資有価証券の取得による支出が25億80百万円と

なったことなどにより、前連結会計年度に引き続き、資金は減少いたしました。 

 財務活動の結果使用した資金は、17億37百万円（前期比27.6％減）となりました。当連結会計年度は、長期借入金の返済に

よる支出13億70百万円、配当金の支払による支出３億12百万円などにより、資金は減少いたしました。なお、長期借入金につ

きましては、返済額は年々減ってきており、平成19年３月期中に全て返済する予定であります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度の設備投資は、放送関連部門の機械装置を中心として、37億19百万円の設備投資 

を実施いたしました。 

 事業の種類別設備投資について示すと、次のとおりであります。 

  

 （放送関連部門） 

放送関連部門においては、地上デジタル放送関連としてデジタルテレビ放送所を新設したほか、放送番組の

制作から販売用ＤＶＤなどのコンテンツ制作までが可能な映像・音声編集設備を導入したり、老朽化した本社

屋の空調設備を更新したりするなど、32億58百万円の設備投資を実施いたしました。 

  

 （不動産賃貸部門） 

不動産賃貸部門においては、東京の賃貸ビルにおいて空調設備を更新するなど、１億44百万円の設備投資を

実施いたしました。 

  

 （その他部門） 

その他部門においては、ゴルフ場事業におけるコースの改修など、３億17百万円の設備投資を実施いたしま

した。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産の「工具器具備品」及び「建設仮勘定」、及び無形固定資産の合計でありま
す。 

２ 放送センターに含まれています。 
３ グランパルクは、アピタ長久手店としてユニー㈱に賃貸しております。 
４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 国内子会社 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産の「工具器具備品」及び「建設仮勘定」、及び無形固定資産の合計でありま
す。 

２ 帳簿価額のうち「土地」欄中段( )数字は所有している面積であり、下段［ ］数字は連結会社以外から賃借している面
積であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 在外子会社 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人) 建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

放送センター 
(愛知県 
名古屋市中区) 

放送関連 放送設備等 3,865 2,977
1,073

(       3)
951 8,867 268

本社本館 
(愛知県 
名古屋市中区) 

放送関連 本社設備等 1,491 947
440

(       3)
272 3,152 (注２)

東京支社 
(東京都 
千代田区) 

放送関連 放送設備等 27 6
24

(       1)
13 72 31

ラジオ送信所 
(三重県 
桑名市) 

放送関連 
ラジオ 
送信設備 

34 264
276

(      33)
0 576 ―

瀬戸デジタル 
テレビ送信所
(愛知県 
瀬戸市) 

放送関連 
デジタル 
テレビ 
送信設備 

273 207
22

(       1)
4 508 ―

グランパルク 
(愛知県 
長久手町) 

不動産賃貸 商業施設 3,896 2
4,683

(      29)
3 8,586 ―

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人) 建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

㈱南山カ
ントリー
クラブ 

南山カン
トリーク
ラブ 
(愛知県 
豊田市) 

その他 ゴルフ場 716 83
2,996

(   1,156) 69 3,865 48

㈱千代田
会館 

千代田会
館 
(東京都 
千代田区) 

不動産 
賃貸 

賃貸ビル 1,108 ―
―

(      ―)
［ 1］

5 1,114 6



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当連結会計年度末における重要な設備の新設、除却等の計画はつぎのとおりであります。 

(1) 重要な設備の新設等 

  

（注）地上デジタル放送は平成15年12月に本放送を開始しており、上記設備のうち主なものについては既に稼動しております。 

  

  

(2) 重要な設備の除却等 

  該当事項はありません。 

  

会社名 
事業所名 

所在地 

事業の種 
類別セグ 
メントの 
名称 

設備の 
内容 

投資予定金額
資金調達
方法 

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力等 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完成 

中部日本 

放送㈱  

本社 

愛知県 

名古屋市 

中区 

放送関連 

地上デジタル

放送対応放送

設備一式 

7,800 6,979 自己資金 
平成14年 

５月 

平成19年 

３月 

アナログか

らデジタル

への送信方

式への変換 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 株主割当 １：0.1 

発行価格 50円 資本組入額 50円 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 自己株式 327,381株は、「個人その他」に3,273単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、4単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月29日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 26,400,000 26,400,000
名古屋証券取引所
市場第一部 

― 

計 26,400,000 26,400,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

昭和53年４月１日 2,400 26,400 120 1,320 ― 654

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

15 24 8 101 28 ― 2,634 2,810 ―

所有株式数 
(単元) 

14,541 72,413 369 101,576 29,782 ― 44,990 263,671 32,900

所有株式数 
の割合(％) 

5.51 27.46 0.14 38.53 11.30 ― 17.06 100.00 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １. シュローダー投信投資顧問㈱（東京都千代田区丸の内一丁目11番１号）から、平成16年９月８日付で提出 

    された大量保有報告書により平成16年９月１日現在で2,726千株（所有株式割合10.32％）を所有している 

    との報告を受けていますが、当社としては当期末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記 

    大株主の状況には含めておりません。 

  ２．㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）から、平成18年２月 

    15日付で提出された大量保有報告書により平成18年１月31日現在で1,321千株（所有株式割合5.00％）を 

       所有しているとの報告を受けていますが、当社としては当期末時点における所有株式数の確認ができませ 

       んので、上記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社中日新聞社 名古屋市中区三の丸一丁目６番１号 2,602 9.85

竹田本社株式会社 愛知県犬山市字新川１番11 1,700 6.43

ザ・チェース・マンハッタン・

バンク・エヌエイ・ロンドン 

（常任代理人 株式会社 

みずほコーポレート銀行） 

ウールゲートハウス、コールマンスト

リート、ロンドンＥＣ２Ｐ２ＨＤ、英国 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

1,634 6.19

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,300 4.92

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 1,167 4.42

株式会社ナゴヤドーム 名古屋市東区大幸南一丁目１番１号 1,040 3.93

中部電力株式会社 名古屋市東区東新町１番地 883 3.34

株式会社名古屋銀行 名古屋市中区錦三丁目19番17号 825 3.12

名古屋鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目２番４号 822 3.11

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号 696 2.64

計 ― 12,673 48.00



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、400株含まれております。 

   なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれておりません。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 
 普通株式   327,300 ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 26,039,800 260,394 ― 

単元未満株式 普通株式   32,900 ― ― 

発行済株式総数 26,400,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 260,394 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
中部日本放送株式会社 

名古屋市中区新栄一丁目２
番８号 

327,300 ― 327,300 1.23％

計 ― 327,300 ― 327,300 1.23％



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  



３ 【配当政策】 

当社は、放送という公共性の高い事業を展開していることから、長期にわたり、安定的な経営基盤を確保することが重要と考

えており、このため、配当政策につきましても、安定配当の継続を基本方針としております。 

当期においては、平成18年に当社が「ラジオ開局55周年」「テレビ開局50周年」を迎えることを記念して、期末に１株当たり

４円 50 銭の記念配当を行い、普通配当を加えて、９円の配当を実施します。中間配当の３円とあわせて年間配当金は、１株当た

り12円となります。 

また、今後も、安定配当の継続という基本方針は維持していきますが、株主の皆様への利益還元の姿勢をより明確にし、毎期

の業績に連動するものに方針を変更いたします。平成 19 年３月期以降の配当金は、配当性向を基準とし、当面、当社個別当期純

利益の 20％を目安といたします。なお、利益水準にかかわらず、安定配当部分として、最低年間１株あたり 10 円を維持いたしま

す。 

また、平成 18 年５月１日より施行された会社法施行後の当社の配当方針については、原則として、従来どおり、中間期末日、

期末日を基準とした年２回の配当を継続し、変更しない予定です。 

  

（注）当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成17年11月16日 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

回次 第76期 第77期 第78期 第79期 第80期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 1,060 880 1,100 1,569 1,550

最低(円) 790 701 730 983 1,204

月別 平成17年10月 17年11月 17年12月 平成18年１月 18年２月 18年３月 

最高(円) 1,550 1,478 1,450 1,525 1,550 1,500

最低(円) 1,315 1,310 1,348 1,410 1,363 1,320



５ 【役員の状況】 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(百株) 

代表取締役 
社長   夏 目 和 良 昭和16年７月７日

昭和40年４月 当社入社

217

平成10年12月 当社テレビ営業局長

平成11年６月 当社取締役テレビ営業局長 

平成13年６月 当社常務取締役

平成15年６月 当社代表取締役社長(現)

取締役 
相談役   大 島 宏 彦 昭和９年４月26日

昭和56年６月 ㈱中日新聞社常務取締役

―

昭和56年６月 当社監査役

平成元年６月 当社取締役

平成７年６月 当社取締役相談役(現)

平成11年６月 東海テレビ放送㈱代表取締役(現) 
平成11年６月 東海ラジオ放送㈱代表取締役会長 
平成15年６月 ㈱中日新聞社取締役最高顧問(現) 

平成17年６月 東海ラジオ放送㈱取締役会長(現) 

取締役 
副社長 

社長補佐、Ｃ
ＢＣクラブ事
務局、万博・
空港推進室、
番 組 審 査 室 
担当 

安 井   裕 昭和17年12月５日

昭和40年４月 当社入社

115

平成10年６月 当社編成局長

平成11年６月 当社取締役編成局長

平成13年６月 当社常務取締役

平成15年６月 当社専務取締役総合管理室長 
平成17年６月 当社取締役副社長(現)

専務取締役 

テ レ ビ 営 業
局、東 京 支
社、大 阪 支
社、地方各支
社 担当 

中 島 公 司 昭和20年８月17日

昭和44年４月 当社入社

85

平成13年４月 当社テレビ営業局長

平成13年６月 当社取締役テレビ営業局長 
平成15年６月 当社常務取締役

平成17年６月 当社専務取締役(現)

専務取締役 

労 務、社 長
室、総務経理
局、技術局、
関係会社 担
当 

小 林 和 義 昭和21年４月18日

昭和46年４月 ㈱三交不動産入社 

117

平成２年４月 当社入社 

平成13年４月 当社経営企画局長 

平成13年６月 当社取締役経営企画局長 

平成15年６月 当社常務取締役 

平成17年６月 当社専務取締役(現) 

常務取締役 

テレビ編成局、
報 道 局、論 説
室、テレビ制作
局、スポーツ局
担当 

村 瀬 元一郎 昭和26年２月15日

昭和48年４月 当社入社 

63
平成13年４月 当社東京支社長 

平成13年６月 当社取締役東京支社長 

平成17年６月 当社常務取締役(現) 

常務取締役 ラジオ局、事業
局 担当 鶴 見 和 義 昭和24年12月７日

昭和48年４月 当社入社 

205

平成13年４月 当社ラジオ局長 

平成13年６月 当社取締役ラジオ局長 

平成17年６月 当社常務取締役ラジオ局長 

平成17年10月 当社常務取締役(現) 

取締役   箕 浦 宗 吉 昭和２年２月27日

平成２年６月 名古屋鉄道㈱代表取締役副社長 

―
平成４年６月 当社取締役(現) 

平成11年６月 名古屋鉄道㈱代表取締役会長 

平成17年10月 同社取締役相談役(現) 

取締役   小 山   勇 昭和10年１月29日

平成９年３月 ㈱中日新聞社代表取締役副社長 

―平成９年６月 当社取締役(現) 

平成15年６月 ㈱中日新聞社取締役顧問(現) 

取締役   岡 谷 篤 一 昭和19年５月14日

昭和60年５月 岡谷鋼機㈱代表取締役常務 

―平成２年５月 同社代表取締役社長(現) 

平成９年６月 当社取締役(現) 

取締役   清 水 定 彦 昭和５年12月13日

平成６年６月 東邦瓦斯㈱代表取締役社長 

―
平成11年６月 当社取締役(現) 

平成12年６月 東邦瓦斯㈱代表取締役会長 

平成16年６月 同社相談役(現） 

取締役   岡 田 邦 彦 昭和10年７月11日 

平成11年５月 ㈱松坂屋代表取締役社長

―
平成11年６月 当社取締役(現) 

平成16年５月 ㈱松坂屋代表取締役社長執行役員 

平成18年５月 同社代表取締役会長執行役員(現) 



      

    
(注) １ 取締役大島宏彦、箕浦宗吉、小山 勇、岡谷篤一、清水定彦、岡田邦彦及び大島寅夫は、会社法第２ 

    条第15号に定める社外取締役であります。 

    ２ 監査役瀧季夫、西垣覚及び川口文夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(百株) 

取締役   大 島 寅 夫 昭和10年２月７日 

平成13年６月 ㈱中日新聞社代表取締役専務 

―平成13年６月 当社取締役(現) 

平成15年６月 ㈱中日新聞社代表取締役社長(現) 

取締役 東京支社長 塩 原   実 昭和22年12月22日 

昭和46年４月 当社入社 

140
平成13年４月 当社事業局長 

平成15年６月 当社取締役テレビ営業局長 

平成17年６月 当社取締役東京支社長(現) 

取締役 スポーツ局長 山 田 一 三 昭和23年３月10日 

昭和46年４月 ㈱中日新聞社入社 

25

平成11年７月 当社入社 

平成13年４月 当社スポーツ局長 

平成15年６月 当社取締役スポーツ・制作局長 

平成17年４月 当社取締役スポーツ局長(現) 

取締役 
テレビ編成局

長 
原  裕 二 郎 昭和24年８月10日 

昭和48年４月 当社入社 

36平成13年４月 当社テレビ編成局長 

平成15年６月 当社取締役テレビ編成局長(現） 

取締役 総務経理局長 田 中 輝 信 昭和24年10月23日 

昭和47年４月 当社入社 

8
平成15年６月 当社経営企画局長 

平成17年４月 当社総務経理局長 

平成17年６月 当社取締役総務経理局長(現) 

取締役 社長室長 大 石 幼 一 昭和28年２月６日 

昭和50年４月 当社入社 

6
平成15年11月 当社経営監査部長 

平成17年４月 当社社長室長 

平成17年６月 当社取締役社長室長(現) 

取締役 技術局長 石 野 孝 之 昭和26年11月11日 

昭和49年４月 当社入社 

14

平成10年７月 当社技術局放送部長 

平成13年11月 当社テレビ編成局次長兼編成部長 

平成15年６月 当社技術局長 

平成18年６月 当社取締役技術局長(現) 

常勤監査役   佐 橋 嘉 彦 昭和８年４月27日

昭和63年１月 ㈱中日新聞社中日スポーツ総局長 

127

平成元年６月 当社取締役テレビ編成局専任局長 

平成３年６月 当社常務取締役 

平成７年６月 当社専務取締役 

平成９年６月 ㈱中日新聞社取締役(現) 

平成９年６月 当社代表取締役専務 

平成11年６月 当社代表取締役副社長 

平成15年６月 当社常勤監査役(現) 

常勤監査役   増 尾 利 幸 昭和19年10月26日

昭和42年４月 当社入社 

86平成10年６月 当社総務局長 

平成13年６月 当社常勤監査役(現) 

監査役   瀧   季 夫 昭和５年５月２日 

昭和55年３月 瀧定㈱代表取締役社長 

20平成元年６月 当社監査役(現) 

平成16年４月 瀧定名古屋㈱取締役会長(現) 

監査役   西 垣   覚 昭和10年３月４日

平成10年４月 ㈱東海銀行代表取締役会長 

―

平成10年６月 当社監査役(現) 

平成14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行特別顧問 

平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行名誉顧問

(現） 

監査役   川 口 文 夫 昭和15年９月８日

平成11年12月 中部電力㈱常務取締役名古屋支店

長 

―平成13年６月 同社代表取締役社長 

平成13年６月 当社監査役(現) 

平成18年６月 中部電力㈱代表取締役会長(現) 

計 1,265



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループは、ラジオ、テレビの放送を通じてすぐれた報道、情報、娯楽番組を提供し、地域社会や文化に貢献することを

経営の基本理念にしています。 

そのうえで、マスメディアとしてとりわけ企業行動倫理が強く求められる中、企業価値の継続的な向上の実現に向けて、経営

の透明性を維持し、ステークホルダーへの説明責任を果たすべく取り組んでおります。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスの体制の状況 

〈取締役会、監査役会〉 

当社は、監査役制度を採用しており、平成18年３月末現在、取締役は18名、監査役は５名という経営体制となっています。 

事業年度における取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を１年としています。 

取締役のうち、７名を社外取締役とし、経営の透明性、公正性の確保に努めております。 

また、監査役につきましても、５名のうち、３名を社外監査役とし、監査監督機能の強化に努めております。 

  
〈内部監査とリスク管理体制〉 

当社は、子会社を含めた業務プロセスの適正性、経営の妥当性、効率性などを監査するために、代表取締役社長直轄の経営監

査室を設置し、内部監査体制を強化しています。 

経営監査室では、企業行動倫理はもちろん、業務遂行上の法令遵守を徹底し、グループ全体のコンプライアンスの確保を図っ

ており、現在、当社及び子会社のコンプライアンス監査を行っています。 

                      （平成18年３月31日現在） 

  
 

  
〈会計監査〉   

当社は、商法及び証券取引法に基づく会計監査について、監査法人トーマツと契約しております。同監査法人及び当社監査に

従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員

について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。 

当期において、会計監査業務を執行した公認会計士は、中浜明光、松岡正明、松井夏樹であり、また、会計監査業務に係る補

助者は、公認会計士４名、会計士補５名、その他１名であります。 



〈監査の連携〉 

当社では、監査役会、経営監査室および会計監査人の三者が、必要に応じて、情報交換を行っています。また、三者による

「三様監査会議」を定期的に開催し、それぞれの立場における監査業務を適切に進めるよう努めてまいります。 

〈リスク管理体制の整備〉 

当社は、平成16年11月に、「経営危機管理規程」を制定しました。これに伴い、経営危機が発生した場合には、社長を委員長

とする危機管理委員会を速やかに開催し、適切に対応する体制を作りました。 

危機管理委員会では、日ごろから、将来発生する恐れのある危機を想定し、万一の場合に備えた対応策の検討も行っていま

す。 

さらに、平成17年４月１日に完全施行された個人情報保護法に適切に対応するために、情報セキュリティ委員会を設置しまし

た。情報セキュリティ委員会では、当社従業員だけでなく、当社の業務に従事するスタッフ全員を対象に、個人情報保護法に関

する研修会を開くなど、法令遵守に向けた研修を行っています。 

さらに、情報セキュリティ委員会では、社内の情報セキュリティ体制の強化に向けた取り組みも進めています。 

                               （平成18年３月31日現在） 

 
  

〈情報開示委員会〉 

当社では、情報開示の重要性を認識しており、社内に専務取締役を委員長とする情報開示委員会を設置し、適切、的確に情報

を開示するための体制を整えています。 

開示する情報や、監督官庁などに提出する書類などの作成において、記載の誤りのないよう、対応しております。 

                                                              （平成18年３月31日現在）        
                 

 
  

〈コーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間の取り組み〉 

内部監査においては、監査計画に基づき当社及び子会社のコンプライアンス監査を行いました。また、より適切な内部統制の

構築に向けた全社調査を継続して行っています。 



危機管理委員会においては、将来発生するおそれのある危機を想定し、シミュレーションを行いながら、予防策を検討してお

ります。 

情報セキュリティ委員会では、平成17年４月１日に完全施行された個人情報保護法に適切に対応するため、個人情報を管理す

る体制を構築するとともに、当社従業員だけでなく、当社の業務に従事するスタッフ全員を対象にした個人情報保護法に関する

研修会を開くなど、法令遵守に向けた研修を強化しました。 

さらに、情報セキュリティ委員会では、社内の情報セキュリティ体制の強化に向けた取り組みも進めています。 

情報開示委員会では、開示する情報や官公庁への提出書類について必要に応じて委員会を開催し、適切、的確に情報を開示す

るよう対応しています。 

  

(3) 役員報酬、監査報酬の内容 

〈役員報酬の内容〉 

当期における役員報酬の内容は下記のとおりであります。 

上記以外に、利益処分による役員賞与の支払額が、取締役  58百万円、監査役  11百万円あります。 

なお、上記金額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。 

  

〈監査報酬の内容〉 

当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬は下記のとおりであります。 

（注）なお、公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬以外の報酬は、内部監査に関する助言   

  契約に関するものであります。 

  

取締役 21名 339百万円 (うち社外取締役  7名  39百万円) 

監査役 5名 48百万円 (うち社外監査役  3名  12百万円) 

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 19百万円 

上記以外の報酬 5百万円 



(4) 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

社外取締役ならびに社外監査役と当社の関係は下記のとおりであります。 

                                      (平成18年３月31日現在) 

※東海テレビ放送㈱、東海ラジオ放送㈱、㈱エフエム愛知および中京テレビ放送㈱は、当社と同一の営業の部類に属する営業を

行っております。 

  

役 職 氏 名 他の会社の代表状況等 
資本関係 

の有無 

営業取引 

の有無 

取締役 

相談役 
大島宏彦 

㈱中日新聞社取締役最高顧問 有 有 

東海テレビ放送㈱代表取締役 無 有 

東海ラジオ放送㈱取締役会長 無 有 

取締役 箕浦宗吉 名古屋鉄道㈱取締役相談役 有 有 

取締役 小山 勇 ㈱中日新聞社取締役顧問 有 有 

取締役 岡谷篤一 

岡谷鋼機㈱代表取締役社長 有 有 

㈱エフエム愛知取締役 無 有 

取締役 清水定彦 

東邦瓦斯㈱相談役 有 有 

㈱エフエム愛知取締役 無 有 

取締役 岡田邦彦 

㈱松坂屋代表取締役社長執行役員 有 有 

東海テレビ放送㈱取締役 無 有 

取締役 大島寅夫 

㈱中日新聞社代表取締役社長 有 有 

㈱エフエム愛知取締役 無 有 

監査役 瀧 季夫 瀧定名古屋㈱取締役会長 有 有 

監査役 西垣 覚 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行名誉顧問 有 有 

中京テレビ放送㈱取締役 無 有 

監査役 川口文夫 

中部電力㈱代表取締役社長 有 有 

東海テレビ放送㈱取締役 無 有 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただ

し書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし書

きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、監

査法人トーマツにより監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  10,398 10,368  

２ 受取手形及び売掛金  8,239 8,156  

３ 有価証券  602 165  

４ たな卸資産  58 50  

５ 繰延税金資産  489 483  

６ その他  854 577  

貸倒引当金  △18 △12  

流動資産合計  20,625 32.7 19,789 28.1

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※３ 22,179 23,323    

減価償却累計額 10,558 11,620 10,933 12,389  

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

22,206 23,396    

減価償却累計額 16,863 5,343 18,083 5,312  

(3) 土地 
※１ 
※３ 

 10,070 10,161  

(4) 建設仮勘定  41 139  

(5) その他 1,252 1,373    

減価償却累計額 980 272 1,020 352  

有形固定資産合計  27,348 43.4 28,356 40.2

２ 無形固定資産  996 1.6 934 1.3

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※２  11,905 18,758  

(2) 前払年金費用  1,170 1,759  

(3) 繰延税金資産  203 195  

(4) その他  1,434 1,018  

貸倒引当金  △651 △347  

投資その他の資産合計  14,063 22.3 21,384 30.4

固定資産合計  42,408 67.3 50,675 71.9

資産合計  63,034 100.0 70,465 100.0



  

  
  

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金  266 266  

２ 短期借入金  235 235  

３ 一年以内返済長期借入金 ※３  1,370 445  

４ 未払費用  3,381 3,186  

５ 未払法人税等  559 1,317  

６ その他  1,979 3,154  

流動負債合計  7,792 12.3 8,604 12.2

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※３  445 ―  

２ 繰延税金負債  2,699 5,139  

３ 退職給付引当金  542 577  

４ 役員退職慰労引当金  429 465  

５ 永年勤続表彰引当金  28 23  

６ 預り保証金  8,346 8,387  

７ 長期前受収益  846 788  

固定負債合計  13,339 21.2 15,382 21.8

負債合計  21,132 33.5 23,987 34.0

(少数株主持分)     

少数株主持分  599 1.0 609 0.9

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※４  1,320 2.1 1,320 1.9

Ⅱ 資本剰余金  654 1.0 654 0.9

Ⅲ 利益剰余金  36,474 57.9 37,986 53.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  3,199 5.1 6,255 8.9

Ⅴ 自己株式 ※５  △345 △0.6 △346 △0.5

資本合計  41,301 65.5 45,868 65.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 63,034 100.0 70,465 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  42,573 100.0 40,588 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２  20,762 48.8 19,344 47.7

売上総利益  21,810 51.2 21,243 52.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※２ 

 16,875 39.6 16,748 41.2

営業利益  4,935 11.6 4,494 11.1

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 16 8    

２ 受取配当金 87 150    

３ 有価証券売却益 22 4    

４ 名義書換料 107 ―    

５ 雑収入 117 351 0.8 102 265 0.6

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 138 108    

２ 有価証券売却損 0 0    

３ 固定資産除却損 31 179    

４ 貸倒引当金繰入額 44 13    

５ 雑損失 36 251 0.6 20 322 0.8

経常利益  5,036 11.8 4,437 10.9

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益 ― 193    

２ 関係会社株式売却益 333 ―    

３ 貸倒引当金戻入益 ― 333 0.8 77 270 0.7

Ⅶ 特別損失     

１ 投資有価証券売却損 ― 14    

２ 投資有価証券評価損 0 811    

３ 会員権売却損 6 1    

４ 会員権評価損 4 1    

５ 貸倒引当金繰入額 252 13    

６ 減損損失 ※３ ― 263 0.6 21 863 2.1

税金等調整前 
当期純利益 

 5,105 12.0 3,845 9.5

法人税、住民税及び 
事業税 

817 1,609    

法人税等調整額 2,105 2,922 6.9 293 1,902 4.7

少数株主利益  44 0.1 24 0.1

当期純利益  2,138 5.0 1,918 4.7



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 654 654

Ⅱ 資本剰余金期末残高 654 654

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 34,629 36,474

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １ 当期純利益 2,138 2,138 1,918 1,918

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 197 312  

２ 役員賞与 97 93  

（うち監査役賞与） (13) 294 (13) 406

Ⅳ 利益剰余金期末残高 36,474 37,986



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  5,105 3,845

減価償却費  2,696 2,665

減損損失  ― 21

貸倒引当金の増減額（△は減少額）  296 △309

退職給付引当金の増加額  23 34

役員退職慰労引当金の増加額  81 36

永年勤続表彰引当金の増減額
（△は減少額） 

 1 △5

受取利息及び受取配当金  △104 △159

支払利息  138 108

固定資産除却損  31 179

有価証券売却益  △22 △4

有価証券売却損  0 0

投資有価証券売却益  ― △193

投資有価証券売却損  ― 14

投資有価証券評価損  0 811

関係会社株式売却益  △333 ―

会員権売却損  6 1

会員権評価損  4 1

売上債権の減少額  7 82

たな卸資産の減少額  4 8

仕入債務の増減額(△は減少額)  87 △0

未払消費税等の増減額(△は減少額)  337 △283

その他資産の増減額(△は増加額)  △464 61

その他負債の増減額(△は減少額）  151 △112

役員賞与の支払額  △97 △93

少数株主が負担した役員賞与支払額  △4 △3

小計  7,947 6,707

利息及び配当金の受取額  104 159

利息の支払額  △135 △22

法人税等の受取額  20 ―

法人税等の支払額  △456 △821

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,480 6,022



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金への預入による支出  △159 △259

定期預金の払戻しによる収入  79 159

有価証券の売却による収入  601 408

有形・無形固定資産の取得による支出  △7,342 △2,624

投資有価証券の取得による支出  △124 △2,580

投資有価証券の売却による収入  300 346

関係会社株式の取得による支出  △10 ―

関係会社株式の売却による収入 ※２ 1,522 ―

長期貸付金の貸付けによる支出  ― △2

長期貸付金の回収による収入  5 6

保証金等その他投資の取得による支出  △14 △49

保証金等その他投資の売却による収入  64 181

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,078 △4,415

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純減少額  △30 ―

長期借入金の返済による支出  △1,558 △1,370

預り保証金の預りによる収入  160 128

預り保証金の返還による支出  △229 △170

自己株式の取得による支出  △343 △0

配当金の支払額  △197 △312

少数株主に対する配当金の支払額  △200 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,399 △1,737

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)  3 △130

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  10,336 10,339

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 10,339 10,209



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ７社 

  連結子会社名は「第１ 企業の概

況 ４ 関係会社の状況」に記載し

ているため、省略しております。 

  なお、前連結会計年度において連

結子会社でありました㈱中日電子は

平成16年８月に保有する全株式を譲

渡したため、連結子会社から除外し

ましたが、当連結会計年度は譲渡す

るまでの損益計算書のみ連結してお

ります。 

(1) 連結子会社の数 ７社 

  連結子会社名は「第１ 企業の概

況 ４ 関係会社の状況」に記載し

ているため、省略しております。 

  (2) 非連結子会社 

  ㈱ＣＢＣカースポットは、清算中

であり、総資産、売上高、当期純利

益及び利益剰余金等のうち持分に見

合う額は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除外しております。 

(2) 非連結子会社 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社または

  関連会社 

  該当ありません。 

(1) 持分法適用の非連結子会社または 

  関連会社 

        同左 

  (2) 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社 

  持分法を適用していない非連結子

会社(㈱ＣＢＣカースポット)及び関

連会社(㈱エヌティーピー)の当期純

利益及び利益剰余金等のうち持分に

見合う額は、それぞれ当期純利益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用を除外し

ております。 

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社 

  持分法を適用していない非連結子

会社(㈱ＣＢＣカースポット)及び関

連会社(㈱エヌティーピー及び春日

井開発㈱)の当期純利益及び利益剰

余金等のうち持分に見合う額は、そ

れぞれ当期純利益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持

分法の適用を除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は連結

決算日と同じであります。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

    有価証券 

   満期保有目的の債券 

    償却原価法(定額法)を採用し

ております。 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     期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

原価は主として移動平均法に

より算定)を採用しておりま

す。 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法を

採用しております。 

  有価証券 

同左 



  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び連結子会社は、定率法

を採用しております。(ただし、

平成10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く)及び賃

貸用資産については定額法を採用

しております。) 

   なお、主な耐用年数は、建物41

～50年、構築物10～50年、機械装

置６年、工具器具備品６～15年で

あります。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  

   ② 無形固定資産 

   定額法を採用しております。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)によっております。 

 ② 無形固定資産 

同左 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   当社及び連結子会社は、金銭債

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。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

   ② 退職給付引当金 

   当社及び連結子会社は、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、

当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。 

   なお、計算の結果、当連結会計

年度末においては当社の退職給付

引当金が借方残高となったため、

「前払年金費用」として固定資産

の投資その他の資産に計上してお

ります。 

   数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年数

(15年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することとして

おります。 

   過去勤務債務は、15年の定額法

によりその発生年度から費用処理

することとしております。 

  

 ② 退職給付引当金 

同左 

  

  



  

    
  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   ③ 役員退職慰労引当金 

   当社及び一部の連結子会社は役

員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

 ③ 役員退職慰労引当金 

同左 

   ④ 永年勤続表彰引当金 

   当社は永年勤続者の表彰費用に

備えて、永年勤続表彰内規による

必要額を計上しております。 

 ④ 永年勤続表彰引当金 

同左 

  

  

(4) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について連結会計年度中に確定

した利益処分に基づいて作成されてお

ります。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

  

―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――――― 

  

  

  

(名義書換料) 

 「名義書換料」については、従来、営業外収益に計

上しておりましたが、会員権流通の円滑化を営業活動

の一部として積極的に推進していく方針に変更したこ

とに伴い、実態をより適切に表示するため、当連結会

計年度から売上高に含めて計上することにいたしまし

た。 

 これにより、売上高、営業利益は72百万円増加しま

したが、営業外収益が同額減少したため、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える影響はありませ

ん。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。 

  

(固定資産の減損に係る会計基準)  

当連結会計年度から「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。 

 これにより税金等調整前当期純利益が21百万円減少

しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除し

ております。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ ゴルフコースを含みます。 ※１ ゴルフコースを含みます。 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する資産及び負債 

 投資有価証券(株式) 7百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する資産及び負債 

投資有価証券(株式) 13百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

担保付債務は次のとおりであります。 

土地 1,073百万円

建物 3,887百万円

計 4,960百万円

長期借入金 145百万円

一年以内返済長期借入金 770百万円

計 916百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

担保付債務は次のとおりであります。 

  

土地 1,073百万円

建物 3,695百万円

計 4,768百万円

一年以内返済長期借入金 145百万円

計 145百万円

※４ 発行済株式総数 

    普通株式           26,400,000株 

※４ 発行済株式総数 

    普通株式          26,400,000株 

※５ 自己株式の保有数 

   当社保有 

    普通株式             326,657株 

※５ 自己株式の保有数 

   当社保有 

    普通株式             327,381株 

 ６ 偶発債務 

 従業員が銀行から借入れている住宅資金等187百

万円を保証しております。 

 ６ 偶発債務 

 従業員が銀行から借入れている住宅資金等145百

万円を保証しております。 

 ７ 受取手形裏書譲渡高       13百万円  ７ 受取手形裏書譲渡高       9百万円 



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目 

人件費 4,766百万円

代理店手数料 6,337百万円

減価償却費 2,534百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目 

人件費 4,393百万円

代理店手数料 6,283百万円

減価償却費 2,501百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

36百万円 

※２ 

         ―――――――― 

  

※３       

―――――――― 

  

※３ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産について減損損失

を計上しました。 

  

  

（経緯） 

上記の土地については、今後の利用計画もなく、地

価も著しく下落しているため、減損損失を認識いたし

ました。 

（グルーピングの方法） 

事業の種類別に区分し、将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

用途 種類 場所 
金額 

（百万円） 

遊休 土地 
三重県 

鳥羽市 
21 



 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

  

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   当社の保有する全株式を売却したことにより、連

結子会社でなくなった㈱中日電子の資産及び負債の

売却時における主な内訳、並びに同社の売却価額と 

  売却による収入は以下のとおりです。 

  

現金及び預金勘定 10,398百万円

有価証券勘定 602百万円

計 11,001百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

△168百万円

価値変動リスクのある 
株式投資信託等 

△492百万円

現金及び現金同等物 10,339百万円

流動資産 2,492百万円

固定資産 1,019百万円

流動負債 △935百万円

固定負債 △670百万円

少数株主持分 △510百万円

売却益 333百万円

計：売却価額 1,728百万円

現金及び現金同等物 △205百万円

差引：売却収入 1,522百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

  

※２ 

         ―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

現金及び預金勘定 10,368百万円

有価証券勘定 165百万円

計 10,534百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等 

△268百万円

価値変動リスクのある
株式投資信託等 

△55百万円

現金及び現金同等物 10,209百万円



   (リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

    
機械装置 
及び運搬具 

  
その他 
(工具器具 
備品) 

  
  
合計 

取得価額
相当額 

  9百万円  308百万円  317百万円

減価償却
累計額 
相当額 

  6百万円  174百万円  181百万円

期末残高
相当額 

  2百万円  133百万円  135百万円

  

同左 

機械装置
及び運搬具

その他 
(工具器具 
備品) 

  
  
合計 

取得価額
相当額 

19百万円 245百万円  265百万円

減価償却
累計額 
相当額 

11百万円 159百万円  170百万円

期末残高
相当額 

8百万円 86百万円  94百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

１年以内 57百万円

１年超 77百万円

合計 135百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  

同左 

  

１年以内 51百万円

１年超 42百万円

合計 94百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 96百万円

減価償却費相当額 96百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 61百万円

減価償却費相当額 61百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

Ⅰ 前連結会計年度(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度

下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

なお、当連結会計年度において、有価証券(その他有価証券で時価のあるもの)について減損処理を行った銘柄はありませ

ん。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

  

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの) 

 

(1) 株式 3,752 8,828 5,075

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 838 857 19

その他 ― ― ―

(3) その他 90 117 26

小計 4,681 9,803 5,121

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの) 

 

(1) 株式 492 410 △81

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 30 26 △3

小計 522 437 △85

合計 5,204 10,240 5,036

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

711 22 0



３ 時価評価されていない主な有価証券 

(1) 満期保有目的の債券 

(2) その他有価証券 

  

４ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成17年３月31日) 

  

  

コマーシャルペーパー 99百万円

非上場株式 2,119百万円

投資信託の受益証券 10百万円

貸付信託の受益証券 30百万円

種類 １年以内(百万円) 
１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超(百万円) 

(1) 債券    

国債・地方債等 ― ― ― ―

社債 552 324 80 ―

その他 ― ― ― ―

(2) その他    

投資信託 10 20 ― ―

貸付信託 30 ― ― ―

合計 592 344 80 ―



Ⅱ 当連結会計年度(平成18年３月31日) 

  

 １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 
  

(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度

下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

なお、当連結会計年度において、有価証券(その他有価証券で時価のあるもの)について減損処理を行った銘柄はありませ

ん。 

種類 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
連結決算日における時価

(百万円) 
差額(百万円) 

(時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの) 

― ― ―

小計 ― ― ―

(時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの) 

 

国債・地方債等 130 127 △2

小計 130 127 △2

合計 130 127 △2

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの) 

 

(1) 株式 6,603 16,766 10,162

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 394 417 23

その他 ― ― ―

(3) その他 81 152 70

小計 7,080 17,336 10,256

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの) 

 

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 47 46 △1

小計 47 46 △1

合計 7,128 17,382 10,254



３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

(1) 満期保有目的の債券 

  

(2) その他有価証券 

  

５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成18年３月31日) 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年

３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

755 197 15

コマーシャルペーパー 99百万円

非上場株式 1,257百万円

ＭＭＦ等 10百万円

貸付信託の受益証券 30百万円

種類 １年以内(百万円) 
１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超(百万円) 

(1) 債券    

国債・地方債等 ― 30 100 ―

社債 50 280 87 ―

その他 99 ― ― ―

(2) その他    

投資信託 5 10 46 ―

貸付信託 ― 30 ― ―

合計 155 351 233 ―



(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

また、提出会社においては退職給付信託を設定しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 
  

(注) すべての連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

      

  

３ 退職給付費用に関する事項 
  

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「① 勤務費用」に計上しております。 

      

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

(百万円) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

(百万円) 

① 退職給付債務 △12,036 △12,098

② 年金資産 10,128 12,357

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △1,907 258

④ 未認識年金資産  △74 ―

⑤ 未認識数理計算上の差異 2,951 1,233

⑥ 未認識過去勤務債務(債務の減額) △340 △309

⑦ 連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) 628 1,181

⑧ 前払年金費用 1,170 1,759

⑨ 退職給付引当金(⑦－⑧) △542 △577

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(百万円) 

① 勤務費用 (注) 313 296

② 利息費用 293 293

③ 期待運用収益 △85 △632

④ 未認識年金資産の費用処理額  △6 ―

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 284 256

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 △30 △30

⑦ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 768 183



４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

② 割引率 2.5％ 同左

③ 期待運用収益率 1.0％ 6.9％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 15年 同左

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 15年 

(但し、翌連結会計年度か

ら費用処理することとして

おります。) 

同左



(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

  
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  

  

    
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 295百万円 254百万円

役員退職慰労引当金 174百万円 189百万円

減価償却超過額 84百万円 79百万円

未払事業税 84百万円 87百万円

未払賞与 382百万円 381百万円

繰延資産償却超過額 21百万円 14百万円

貸倒引当金超過額 250百万円 120百万円

投資有価証券評価損 614百万円 827百万円

その他 136百万円 112百万円

繰延税金資産小計 2,045百万円 2,065百万円

評価性引当額 △1,132百万円 △1,273百万円

繰延税金資産合計 913百万円 791百万円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △982百万円 △939百万円

特別償却積立金 △5百万円 ―百万円

その他有価証券評価差額金 △1,837百万円 △3,999百万円

その他 △93百万円 △314百万円

繰延税金負債合計 △2,919百万円 △5,253百万円

繰延税金負債純額 △2,005百万円 △4,461百万円

    
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

流動資産―繰延税金資産 489百万円 483百万円

固定資産―繰延税金資産 203百万円 195百万円

流動負債―繰延税金負債 ―百万円 ―百万円

固定負債―繰延税金負債 △2,699百万円 △5,139百万円

            
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

法定実効税率 40.6％ 40.6％

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.5％  4.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3％  △0.6％

ＩＴ投資促進税制による税額控除の影響 △2.2％  △0.6％

評価性引当額 △1.3％  5.2％

連結子会社株式売却に伴う調整 15.5％  ―

その他 1.4％  0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.2％  49.5％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

(注) 電子機器部門は、㈱中日電子単独で構成されておりましたが、当社の保有する全株式を平成16年8月に譲渡 

   したため、当連結会計年度は譲渡するまでの損益及び資本的支出を計上しております。 

  
放送関連 
(百万円) 

電子機器 
(百万円) 

不動産
賃貸 
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

38,608 907 1,539 1,517 42,573 ― 42,573

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

155 ― 195 718 1,069 (1,069) ―

計 38,764 907 1,735 2,235 43,642 (1,069) 42,573

営業費用 34,667 864 997 2,179 38,709 (1,071) 37,637

営業利益 4,096 42 737 56 4,933 2 4,935

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

      

資産 26,560 ― 11,258 5,715 43,534 19,499 63,034

減価償却費 2,328 12 269 86 2,697 (0) 2,696

資本的支出 1,736 1 4,826 105 6,670 ― 6,670



当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

(注) １ 各事業区分の主要な事業内容 

       放送関連：ラジオ・テレビの放送及び同関連事業 

       不動産賃貸：不動産の賃貸・管理 

       その他：ゴルフ場の経営、保険代理業、ＯＡ機器販売、旅客運送業（タクシー）等  

２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現預金及び有価証券)、長期投

資資金(投資有価証券)であります。 

３ 会計処理の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、その他部門におけるゴルフ場事業の「名義

書換料」については、従来、営業外収益に計上しておりましたが、当連結会計年度から売上高に含めて計上することにい

たしました。これにより、その他部門の売上高（外部顧客に対する売上高）及び営業利益は72百万円増加しております。

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外

支店がないため該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  
放送関連 
(百万円) 

不動産
賃貸 
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   
  

 

売上高   
  

 

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

37,526 1,523 1,537 40,588 ― 40,588

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

142 194 761 1,098 (1,098) ―

計 37,669 1,718 2,299 41,686 (1,098) 40,588

営業費用 34,041 924 2,226 37,192 (1,098) 36,093

営業利益 3,628 793 72 4,494 0 4,494

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

     

資産 27,784 11,122 5,681 44,588 25,876 70,465

減価償却費 2,286 280 99 2,666 (0) 2,665

資本的支出 3,258 144 317 3,719 ― 3,719

前連結会計年度 19,821百万円 当連結会計年度 26,005百万円



(１株当たり情報) 
  

  

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,580円56銭 １株当たり純資産額 1,755円81銭

１株当たり当期純利益 78円43銭 １株当たり当期純利益 70円12銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
項目 

前連結会計年度
(自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日) 

当期純利益（百万円） 2,138 1,918 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

  利益処分による役員賞与金 

  

91 

  

90 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,046 1,828 

普通株式の期中平均株式数（千株） 26,098 26,072 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びその他の有利子負債の連結決算日後５年内における返済予定額は以下

のとおりであります。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 235 235 1.38 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,370 445 1.59 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

445 ― ― ― 

その他の有利子負債 
預り保証金 

2,991 3,074 2.80 平成22年～平成32年

計 5,042 3,755 ― ― 

区分 
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

その他の 
有利子負債 

― ― ― 160



２ 【財務諸表等】 
(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     
Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  7,430 7,364  

２ 受取手形  288 48  

３ 売掛金  7,471 7,552  

４ 有価証券  592 155  

５ 前払費用  598 430  

６ 繰延税金資産  377 387  

７ 未収入金  82 31  

８ その他  97 62  

  貸倒引当金  △15 △11  

流動資産合計  16,923 30.8 16,021 25.8

Ⅱ 固定資産     

(1) 有形固定資産     

１ 建物 ※３ 15,939 16,574    

減価償却累計額 6,541 9,398 6,778 9,795  

２ 構築物 1,038 1,354    

減価償却累計額 545 492 587 767  

３ 機械装置 21,388 22,561    

減価償却累計額 16,200 5,188 17,445 5,115  

４ 車両運搬具 234 232    

減価償却累計額 187 47 167 65  

５ 工具器具備品 999 1,118    

減価償却累計額 804 195 837 281  

６ 土地 ※３  7,186 7,165  

７ 建設仮勘定  ― 118  

有形固定資産合計  22,508 41.0 23,309 37.5

(2) 無形固定資産     

１ ソフトウェア  927 789  
２ ソフトウェア 
  仮勘定 

 ― 49  

３ 土地賃借権利金  5 5  
４ 電気通信施設 
  利用権 

 16 15  

５ 電気供給その他 
施設利用権 

 13 29  

６ 電話加入権  17 17  

無形固定資産合計  980 1.8 906 1.5

(3) 投資その他の資産     

１ 投資有価証券  11,790 18,471  

２ 関係会社株式  892 1,099  
３ 関係会社長期貸付金  39 39  
４ 破産更生債権等  167 32  

５ 長期前払費用  32 49  

６ 前払年金費用  1,170 1,759  

７ 差入保証金  912 715  

８ その他  37 37  

  貸倒引当金  △515 △292  

投資その他の資産合計  14,529 26.4 21,912 35.2

固定資産合計  38,017 69.2 46,129 74.2

資産合計  54,940 100.0 62,150 100.0



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 短期借入金  235 235  

２ 一年以内返済 
  長期借入金 

※３  1,370 445  

３ 未払金  217 1,410  

４ 未払費用  3,347 3,068  

５ 未払法人税等  460 1,238  

６ 未払事業所税  28 28  

７ 未払消費税等  255 ―  

８ 前受金  210 389  

９ 預り金  133 139  

10 前受収益  58 58  

11 設備支払手形  855 915  

流動負債合計  7,171 13.0 7,928 12.7

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※３  445 ―  

２ 繰延税金負債  2,698 5,124  

３ 役員退職慰労引当金  400 426  

４ 永年勤続表彰引当金  28 23  

５ 預り保証金  3,974 4,059  

６ 長期前受収益  846 788  

固定負債合計  8,393 15.3 10,422 16.8

負債合計  15,565 28.3 18,351 29.5

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※１  1,320 2.4 1,320 2.1

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  654 654  

資本剰余金合計  654 1.2 654 1.1

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  330 330  

２ 任意積立金     

  退職給与積立金 50 50    

  固定資産圧縮積立金 1,505 1,437    

  特別償却積立金 16 8    

  別途積立金 28,000 29,571 32,000 33,496  

３ 当期未処分利益  4,690 2,155  

利益剰余金合計  34,592 63.0 35,981 57.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 3,154 5.7 6,190 10.0

Ⅴ 自己株式 ※２  △345 △0.6 △346 △0.6

資本合計  39,374 71.7 43,799 70.5

負債・資本合計  54,940 100.0 62,150 100.0



② 【損益計算書】 

  

  
  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 営業収益     

１ ラジオ収入 4,033 4,078    

２ テレビ収入 30,854 30,031    

３ その他収入 2,025 1,785    

営業収益合計  36,913 100.0 35,895 100.0

Ⅱ 営業費用     

１ 放送事業費 ※２ 15,997 43.3 15,395   42.9

２ 販売費 ※２ 10,145 27.5 9,955   27.7

３ 一般管理費 ※２ 3,838 10.4 4,005   11.2

４ 減価償却費 2,495 6.8 2,450   6.8

営業費用合計  32,477 88.0 31,807 88.6

営業利益  4,435 12.0 4,088 11.4

Ⅲ 営業外収益     

１ 受取利息 15 7    

２ 受取配当金 ※１ 928 177    

３ 有価証券売却益 22 4    

４ 雑収入 59 1,024 2.8 50 240 0.7

Ⅳ 営業外費用     

１ 支払利息 137 108    

２ 有価証券売却損 0 0    

３ 固定資産除却損 28 145    

４ 貸倒引当金繰入額 44 9    

５ 雑損失 4 214 0.6 0 263 0.8

経常利益  5,245 14.2 4,065 11.3

Ⅴ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益 ― 193    

２ 関係会社株式売却益 1,488 ―    

３ 貸倒引当金戻入益 ― 1,488 4.0 73 267 0.8

Ⅵ 特別損失     

１ 投資有価証券売却損 ― 14    

２ 投資有価証券評価損 0 811    

３ 会員権売却損 6 1    

４ 会員権評価損 4 1    

５ 貸倒引当金繰入額 154 ―    

６ 減損損失 ※３ ― 166 0.4 21 850 2.4

税引前当期純利益  6,567 17.8 3,482 9.7
法人税、住民税及び 
事業税 

582 1,442    

法人税等調整額 1,812 2,394 6.5 268 1,710 4.8

当期純利益  4,173 11.3 1,772 4.9

前期繰越利益  595 461  

中間配当額  78 78  

当期未処分利益  4,690 2,155  



③ 【利益処分計算書】 

  

  

  
前事業年度

(株主総会承認日 
平成17年６月29日) 

当事業年度 
(株主総会承認日 
平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益 4,690 2,155

Ⅱ 任意積立金取崩額  

１ 固定資産圧縮積立金 
取崩額 

67 62  

２ 特別償却積立金 
  取崩額 

8 75 8 71

合計 4,766 2,226

Ⅲ 利益処分額  

１ 配当金 234 234  

２ 役員賞与金 70 70  

(うち監査役賞与金) (11) (11)  

３ 任意積立金  

  別途積立金 4,000 4,304 1,500 1,804

Ⅳ 次期繰越利益 461 422



重要な会計方針 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)を採用してお

ります。 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

  (2) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (3) その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期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)を採用しており

ます。 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用

しております。 

(3) その他有価証券 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。(但

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を除く)及び賃

貸用資産については定額法を採用し

ております。) 

  なお、主な耐用年数は、建物41～

50年、構築物10～50年、機械装置６

年、工具器具備品６～15年でありま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しております。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)によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  金銭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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

  なお、計算の結果、当事業年度末

においては退職給付引当金が借方残

高となったため、「前払年金費用」

として固定資産の投資その他の資産

に計上しております。 

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数(15年)によ

る定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。 

  過去勤務債務は、15年の定額法に

よりその発生年度から費用処理する

こととしております。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

  

  (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

  (4) 永年勤続表彰引当金 

  永年勤続者の表彰費用に備えて、

永年勤続表彰内規による必要額を計

上しております。 

(4) 永年勤続表彰引当金 

同左 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

  



会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

―――――――― 

  

(固定資産の減損に係る会計基準)  

当事業年度から「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。 

 これにより税引前当期純利益が21百万円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

※１ 授権株数 普通株式 80,000,000株

発行済株式数 普通株式 26,400,000株

※１ 授権株数 普通株式 80,000,000株

発行済株式数 普通株式 26,400,000株

※２ 自己株式の保有数 

   普通株式           326,657株 

※２ 自己株式の保有数 

   普通株式           327,381株  

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

担保付債務は次のとおりであります。 

土地 1,073百万円

建物 3,887百万円

計 4,960百万円

長期借入金 145百万円

一年以内返済長期借入金 770百万円

計 916百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

担保付債務は次のとおりであります。 

土地 1,073百万円

建物 3,695百万円

計 4,768百万円

一年以内返済長期借入金 145百万円

計 145百万円

 ４ 配当制限について 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は3,154百

万円であります。 

 ４ 配当制限について 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は6,190百

万円であります。 

 ５ 偶発債務 

従業員が銀行から借入れている住宅資金等187百

万円を保証しております。 

  

 ５ 偶発債務 

従業員が銀行から借入れている住宅資金等145百

万円を保証しております。 

  



(損益計算書関係) 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に係る注記 

   関係会社からのものは次のとおりであります。 

  

受取配当金 842百万円

※１ 関係会社に係る注記 

   関係会社からのものは次のとおりであります。 

  

受取配当金 30百万円

※２ 放送事業費、販売費及び一般管理費の主要な費目

と金額 

(放送事業費)  

人件費 2,138百万円

退職給付費用 287百万円

原作出演料 1,145百万円

業務委託費 5,933百万円

ネットワーク費 971百万円

放送権料 841百万円

諸経費 4,679百万円

(販売費)  

人件費 1,728百万円

退職給付費用 229百万円

代理店手数料 6,525百万円

広告宣伝費 562百万円

諸経費 1,100百万円

(一般管理費)  

役員報酬 387百万円

人件費 1,238百万円

役員退職慰労引当金 
繰入額 

76百万円

退職給付費用 167百万円

業務委託費 652百万円

租税公課 273百万円

諸経費 1,041百万円

※２ 放送事業費、販売費及び一般管理費の主要な費目

と金額 

(放送事業費)  

人件費 2,214百万円

退職給付費用 51百万円

原作出演料 1,117百万円

業務委託費 4,778百万円

人材派遣費 871百万円

ネットワーク費 990百万円

諸経費 5,370百万円

(販売費)  

人件費 1,739百万円

退職給付費用 39百万円

代理店手数料 6,453百万円

広告宣伝費 548百万円

諸経費 1,174百万円

(一般管理費)  

役員報酬 387百万円

人件費 1,214百万円

役員退職慰労引当金
繰入額 

76百万円

退職給付費用 29百万円

業務委託費 631百万円

広告宣伝費 432百万円

租税公課 243百万円

諸経費 991百万円



  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

―――――――― 

  

※３ 減損損失 

   当社は、以下の資産について減損損失を計上し

ました。 

  

  

（経緯） 

上記の土地については、今後の利用計画もなく、地

価も著しく下落しているため、減損損失を認識いたし

ました。 

（グルーピングの方法） 

事業の種類別に区分し、将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額を合理的に調整した価額に

より算定しております。 

用途 種類 場所 
金額 

（百万円） 

遊休 土地 
三重県 

鳥羽市 
21 



（リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

    なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

  
車両 
運搬具 

工具器具 
備品 

合計 

取得価額 
相当額 

9百万円 157百万円 166百万円

減価償却 
累計額相当額 

6百万円 96百万円 102百万円

期末残高 
相当額 

2百万円 61百万円 64百万円

  

同左 

車両
運搬具 

工具器具 
備品 

合計 

取得価額
相当額 

9百万円 111百万円 120百万円

減価償却
累計額相当額 

8百万円 78百万円 87百万円

期末残高
相当額 

0百万円 32百万円 32百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

１年以内 31百万円

１年超 32百万円

合計 64百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  

同左 

１年以内 22百万円

１年超 10百万円

合計 32百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 57百万円

減価償却費相当額 57百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 31百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日)及び当事業年度(平成18年３月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  
(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別 

 の内訳 
  

  

  

    
前事業年度

(平成17年３月31日)
当事業年度

(平成18年３月31日) 

繰延税金資産   

役員退職慰労引当金  162百万円 172百万円

減価償却超過額  78百万円 73百万円

未払事業税  71百万円 82百万円

未払賞与  304百万円 301百万円

繰延資産償却超過額  21百万円 14百万円

貸倒引当金超過額         193百万円 97百万円

投資有価証券評価損  614百万円 827百万円

その他  123百万円 96百万円

繰延税金資産小計  1,568百万円 1,665百万円

評価性引当額   △794百万円 △968百万円

繰延税金資産合計   774百万円 696百万円

繰延税金負債    

固定資産圧縮積立金  △982百万円 △939百万円

特別償却積立金  △5百万円 ―百万円

その他有価証券評価差額金  △1,804百万円 △3,952百万円

その他  △302百万円 △541百万円

繰延税金負債合計  △3,095百万円 △5,434百万円

繰延税金負債純額  △2,320百万円 △4,737百万円

  
前事業年度

(平成17年３月31日)
当事業年度

(平成18年３月31日) 

法定実効税率 40.6％ 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

2.7％ 4.9％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目 

△5.4％ △1.0％

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △1.7％ △0.7％

評価性引当額 0.3％ 5.0％

その他 0.0％ 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.5％ 49.1％



(１株当たり情報) 

  

  

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,507円48銭 １株当たり純資産額 1,677円23銭

１株当たり当期純利益 157円24銭 １株当たり当期純利益 65円29銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
項目 

前事業年度
(自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日) 

当事業年度
(自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日) 

当期純利益（百万円） 4,173 1,772 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

  利益処分による役員賞与金 

  

70 

  

70 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,103 1,702 

普通株式の期中平均株式数（千株） 26,098 26,072 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 
  

  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

投資有価 
証券 

その他有価 
証券 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,892 3,405 

住友信託銀行㈱ 2,335,000 3,180 

㈱東京放送 897,000 2,834 

㈱名古屋銀行 1,474,000 1,367 

㈱御園座 1,000,000 1,100 

㈱愛知銀行 47,800 674 

東海旅客鉄道㈱ 500 580 

㈱ナゴヤドーム 1,080,000 540 

㈱日興コーディアルグループ 235,000 458 

㈱大和証券グループ本社 282,000 445 

㈱電通 1,000 427 

中部電力㈱ 134,100 395 

全日本空輸㈱ 512,000 219 

東海東京証券㈱ 248,000 210 

㈱ビーエス・アイ 34,000 195 

㈱中京銀行 420,000 180 

㈱インデックス 717 177 

㈱博報堂ＤＹホールディングス 18,000 177 

電気興業㈱ 100,000 136 

㈱松坂屋 110,000 109 

新日本製鐵㈱ 224,000 102 

㈱名古屋ゴルフ倶楽部 16,000 101 

スターキャット・ケーブルネットワーク㈱ 888 94 

新光証券㈱ 114,000 74 

㈱キャッチネットワーク 1,350 67 

㈱チューリップテレビ 1,200 60 

㈱ＷＯＷＯＷ 210 55 

ダイコク電機㈱ 11,500 51 



  

  
  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

投資有価 
証券 

その他有価 
証券 

石川島播磨重工業㈱ 120,000 44 

㈱岐阜銀行 216,000 42 

長島観光開発㈱ 80,000 40 

ひまわりネットワーク㈱ 660 33 

三菱ＵＦＪ証券㈱ 16,000 30 

栄公園振興㈱ 600 30 

㈱サークルＫサンクス 9,600 27 

㈱ＺＩＰ－ＦＭ 480 24 

㈱箱根カントリー倶楽部 5 19 

中部国際空港㈱ 304 15 

㈱東通 300 15 

㈱ナゴヤキャッスル 30,000 15 

三重エフエム放送㈱ 294 14 

㈱小原カントリークラブ 10 13 

その他45銘柄 131,072 92 

小計 9,905,482 17,880 

計 9,905,482 17,880 



【債券】 
  

  
  

銘柄 券面総額(百万円)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

有価証券 

満期保有 
目的の債券 

ベロシティ・Ｆ・Ｃ 
100 99 

アセットバックコマーシャルペーパー

小計 100 99 

その他 
有価証券 

第３回トーエネック転換社債 50 50 

小計 50 50 

有価証券計 150 149 

投資有価 
証券 

その他 
有価証券 

第３回サッポロホールディングス転換社債 130 132 

第６回近畿日本鉄道転換社債 100 103 

第９回川崎重工業転換社債 80 87 

第８回川崎重工業転換社債 30 31 

第４回三愛石油転換社債 12 12 

小計 352 367 

投資有価証券計 352 367 

計 502 517 



【その他】 

  

  

種類及び銘柄 投資口数等（口)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

有価証券 

その他 
有価証券 

投資信託
受益証券 

 ジャパンテクノロジーファンド 5,000,000 5 

小計 5,000,000 5 

有価証券計 5,000,000 5 

投資有価 
証券 

その他 
有価証券 

投資 
信託  
受益 
証券 

ダイワグローバル債券ファンド 43,698,616 46 

ファンドオブオールスターファンズ 31,800,498 35 

クオンツアクティブジャパン 20,170,003 23 

ブランドエクイティ 20,000,000 19 

ジャパンアクティブバリュー 10,000,000 16 

バリュー株オープン 10,000,000 14 

その他４銘柄 35,000,000 37 

小計 170,669,117 193 

貸付信託
受益証券 

Ｄ号49回2015号 30,000,000 30 

小計 30,000,000 30 

投資有価証券計 200,669,117 223 

計 205,669,117 228 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

  

    ２ 「当期減少額」欄の( )は内書きで、減損損失計上額であります。 

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

 建物 15,939 905 271 16,574 6,778 480 9,795

 構築物 1,038 316 ― 1,354 587 42 767

 機械装置 21,388 1,534 361 22,561 17,445 1,587 5,115

 車両運搬具 234 41 43 232 167 21 65

 工具器具備品 999 147 28 1,118 837 60 281

 土地 7,186 ― 
21
(21) 

7,165 ― ― 7,165

 建設仮勘定 ― 1,378 1,259 118 ― ― 118

有形固定資産計 46,787 4,324 
1,985
(21) 

49,126 25,816 2,191 23,309

無形固定資産       

 ソフトウェア 1,221 117 ― 1,339 549 255 789

 ソフトウェア 
 仮勘定 

― 49 ― 49 ― ― 49

 土地賃借権利金 5 ― ― 5 ― ― 5

 電気通信施設利用権 61 ― ― 61 46 1 15

 電気供給その他 
 施設利用権 

34 17 ― 51 21 1 29

 電話加入権 17 ― ― 17 ― ― 17

無形固定資産計 1,339 184 ― 1,524 617 258 906

長期前払費用 124 37 ― 162 112 20 49

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

科目 内容 金額(百万円) 

建物 本社屋の空調設備更新 543 

機械装置 映像・音声・編集設備 466 



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 当期末における自己株式数は、327,381株であります。 

２ 当期の増減の原因は、すべて前期決算の利益処分に伴うものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額」の「その他」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。 

２ 永年勤続表彰引当金の「当期減少額」の「その他」の金額は、永年勤続表彰の内規の改定による取崩額 

     であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(百万円) 1,320 ― ― 1,320

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式(注)１ (千株) (26,400) (―) (―) (26,400)

普通株式 (百万円) 1,320 ― ― 1,320

計 (千株) (26,400) (―) (―) (26,400)

計 (百万円) 1,320 ― ― 1,320

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金) 
株式払込剰余金 

(百万円) 654 ― ― 654

計 (百万円) 654 ― ― 654

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (百万円) 330 ― ― 330

(任意積立金) 
退職給与積立金 

(百万円) 50 ― ― 50

固定資産圧縮積立金
(注)２ 

(百万円) 1,505 ― 67 1,437

特別償却積立金 
(注)２ 

(百万円) 16 ― 8 8

別途積立金(注)２ (百万円) 28,000 4,000 ― 32,000

計 (百万円) 29,901 4,000 75 33,826

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 531 26 163 90 303

役員退職慰労引当金 400 76 50 ― 426

永年勤続表彰引当金 28 4 5 4 23



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

  

  

② 受取手形 

相手先別内訳 

  

  

期日別内訳 

  

  

区分 金額(百万円)

現金 10

預金  

当座預金 5

普通預金 7,348

小計 7,353

合計 7,364

相手先 金額(百万円)

㈱大広 32

協同広告㈱ 14

㈱毎日広告社 0

合計 48

期日 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 合計

金額(百万円) 10 24 5 6 48



③ 売掛金 

相手先別内訳 

  

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれています。 

  

④ 未払費用 

  

  

相手先 金額(百万円)

㈱電通 2,849

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 1,706

㈱東京放送 577

㈱アサツーディ・ケイ 477

㈱シー・ウェーブ 248

その他 1,692

合計 7,552

前期繰越高 
(百万円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(百万円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高
(百万円) 
  
(Ｃ) 

次期繰越高
(百万円) 
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

7,471 35,815 35,734 7,552 82.6 77

区分 金額(百万円)

代理店手数料 973

放送事業費 940

賞与 742

その他 411

合計 3,068



⑤ 設備支払手形 

 相手先別内訳 

  

  

期日別内訳 

  

  

⑥ 預り保証金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(百万円)

竹中工務店㈱ 403

前田建設工業㈱ 230

池上通信機㈱ 112

三菱電機㈱ 39

㈱日立国際電気 29

その他 100

合計 915

期日 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 合計

金額(百万円) 526 32 31 323 915

相手先 金額(百万円)

ユニー㈱ 4,034

その他 24

合計 4,059



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

(注) 平成18年６月29日開催の第80期定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、「外国人等の株主名簿へ 

   の記載または記録の制限」と、「公告方法」が、次のとおりとなりました。 

   １．「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(平成17年法律第107号)により、外国人等の株主名簿への記 

    載または記録を、次のとおり制限することといたします。 

    定款第11条 当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)のうち第１号から第３号まで 

     に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第４号に掲げる者を通じて間接に 

     占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が当会社の議決権の５分の１以 

     上を占めることとなるときは、放送法第52条の８第１項及び第２項の規定に従い、外国人等の取得した 

     株式について、株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載または記録することを拒むものとする。 

      １．日本の国籍を有しない人 

      ２．外国政府またはその代表者 

      ３．外国の法人または団体 

      ４．前３号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人 

        または団体 

  

   ２．公告方法を電子公告とし、当社ホームページ(http://hicbc.com)に掲載することといたします。 

      ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、名古 

        屋市で発行される中日新聞に掲載して行います。  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 
10,000株券 1,000株券 500株券 100株券
100株未満の端数表示株券 

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

  取扱場所 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

株券喪失登録   

  株券喪失登録手数料 登録１件につき  10,000円

  株券１枚につき     500円

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  買取手数料 株式の売買に委託の係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 電子公告 (注) 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第79期) 

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  
平成17年６月29日 
東海財務局長に提出 

 

             

(2)  半期報告書 (第80期中) 
自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

  
平成17年12月21日 
東海財務局長に提出 

 

             

(3) 臨時報告書       
平成18年２月３日 
東海財務局長に提出 

 

  
 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表
取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 

    

(4) 自己株券買付状況報告書 

報告期間 (自平成17年３月１日 至平成17年３月31日) 平成17年４月15日東海財務局長に提出 

報告期間 (自平成17年４月１日 至平成17年４月30日) 平成17年５月12日東海財務局長に提出 

報告期間 (自平成17年５月１日 至平成17年５月31日) 平成17年６月９日東海財務局長に提出 

報告期間 (自平成17年６月１日 至平成17年６月30日) 平成17年７月12日東海財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月29日

中部日本放送株式会社 

  取 締 役 会   御中  

  

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中部日

本放送株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中

部日本放送株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 
  

監査法人  ト ー マ ツ  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中 浜  明 光  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松 岡  正 明  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松 井  夏 樹  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29日

中部日本放送株式会社 

  取 締 役 会   御中  

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中部日

本放送株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中

部日本放送株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損

に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 
  

監査法人  ト ー マ ツ  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中 浜  明 光  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松 岡  正 明  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松 井  夏 樹  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

  

中部日本放送株式会社 

  取 締 役 会   御中  

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中部日

本放送株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第79期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中部日

本放送株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

  

平成17年６月29日

  

監査法人  ト ー マ ツ   

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中 浜  明 光  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松 岡  正 明  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松 井  夏 樹  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

  

中部日本放送株式会社 

  取 締 役 会   御中  

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中部日

本放送株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第80期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中部日

本放送株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったた

め、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

  

平成18年６月29日

  

監査法人  ト ー マ ツ   

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中 浜  明 光  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松 岡  正 明  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松 井  夏 樹  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 
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