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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】

回次
第78期

第3四半期連結
累計期間

第79期
第3四半期連結
累計期間

第78期

会計期間
自平成22年 4月 1日
至平成22年12月31日

自平成23年 4月 1日
至平成23年12月31日

自平成22年4月 1日
至平成23年3月31日

売上高（百万円） 222,884 225,334 297,894

経常利益（百万円） 30,087 26,894 38,702

四半期（当期）純利益（百万円） 16,788 15,038 21,048

四半期包括利益又は包括利益（百万円） 14,593 15,771 18,351

純資産額（百万円） 423,772 436,233 427,496

総資産額（百万円） 515,820 528,484 528,398

1株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 685.68 614.31 859.69

潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 80.5 80.9 79.3

　

回次
第78期

第3四半期連結
会計期間

第79期
第3四半期連結
会計期間

会計期間
自平成22年10月 1日
至平成22年12月31日

自平成23年10月 1日
至平成23年12月31日

1株当たり四半期純利益金額（円） 308.45 281.97

　（注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2．売上高には、消費税等は含まれておりません。

3．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4. 第78期第3四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　平成

22年6月30日）を適用し、遡及処理しております。　
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2【事業の内容】

当社及び当社のその他の関係会社である㈱読売新聞グループ本社は、それぞれに子会社・関連会社から構成される

企業集団を有し広範囲に事業を行っております。このうち、当社グループは、当社と子会社32社及び関連会社21社から

構成され、コンテンツビジネス事業、不動産賃貸事業、その他の事業の3事業（報告セグメント）にわたり活動を展開

しております。

当第3四半期連結累計期間における各事業に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、次のとおりです。 

（コンテンツビジネス事業）

主な事業内容の変更はありません。平成23年5月に新たに関連会社として黒剣電視節目製作股?有限公司を設立し

ました。

（不動産賃貸事業）

主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。

（その他の事業）

主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。
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第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は次の通りです。

　

＜地上デジタル放送について＞

　地上テレビ放送は、平成23年7月24日をもち、岩手・宮城・福島の3県を除いて、アナログ放送を終了し、デジタル放

送へ移行しました。これにより、当社グループは、前事業年度の有価証券報告書に記載した地上デジタル放送に関連

するリスクは消滅したものと判断し、本四半期報告書提出日現在において当該リスクを認識しておりません。

　従って、第78期有価証券報告書「第2 事業の状況　4 [事業等のリスク]  (1)放送事業者としてのリスク要因」に

記載した、以下の項目を削除いたします。

　

③地上デジタル放送について

　　地上テレビ放送は、平成23年7月24日に現行のアナログ放送を終了し、デジタル放送へ移行（岩手・宮城・福

島の3県を除く）する予定です。

　　デジタル放送では、高画質・高音質の放送が実現し、双方向サービスなど多様なサービスを行っています。し

かしながら、デジタル受像機の普及や集合住宅などの共聴施設のデジタル化対応が想定通り進まない場合

や、このたびの東日本大震災の影響などでデジタル放送への完全移行に支障をきたした場合には、当社グ

ループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　

　

2【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第3四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23年12月31日）の我が国経済は、平成23年3月11日に発生した

東日本大震災の影響やデフレ及び急速な円高の進行などにより、依然として厳しい状況が続いておりますが、企業

の生産活動や雇用情勢において緩やかな持ち直しの動きが見られます。

こうした経済環境を受け、テレビ広告市況は低調に推移しておりますが、スポットセールス市況において回復の

動きが見られます。また、当社は積年の努力が実り、平成23年年間視聴率（平成23年1月3日～平成24年1月1日）に関

し、全日帯（6～24時）、プライム帯（19～23時）、ゴールデン帯（19～22時）の3部門において全てトップとなり、

平成15年以来8年ぶりに視聴率三冠王を奪還することができました。

このような状況の中、当第3四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、主たる事業であるコンテ

ンツビジネス事業におきまして映画事業の興行収入やテレビ広告収入が前年を上回ったことで、前年同四半期に比

べ24億5千万円（+1.1％）増収の2,253億3千4百万円となりました。売上原価と販売費及び一般管理費を合わせた営

業費用は、大型映画の公開に係る費用や「FIFAクラブワールドカップ Japan 2011」などの単発番組の制作費を計

上したことなどにより、前年同四半期に比べ35億8千3百万円（+1.8％）増加の2,030億4千3百万円となりました。こ

の結果、営業利益は前年同四半期に比べ11億3千3百万円（△4.8％）減益の222億9千1百万円となりました。経常利

益につきましては、関連会社の好調な業績によって持分法による投資利益が増加しましたが、前年同四半期に多額

の投資事業組合運用益を計上した反動減などにより、31億9千3百万円（△10.6％）減益の268億9千4百万円となり

ました。また、四半期純利益は、17億5千万円（△10.4％）減益の150億3千8百万円となりました。

　

（売上高の概況）

　コンテンツビジネス事業：テレビ広告収入のうちタイム収入につきましては、前年同四半期に「2010FIFAワール

ドカップ 南アフリカ大会」による収入を計上したことの反動減があるものの、「FIFAクラブワールドカップ

Japan 2011」などの単発番組による収入やレギュラー番組枠での収入の増加により、前年同四半期に比べ6億6千6

百万円（+0.8％）増収の801億8千2百万円となりました。スポット収入につきましては、スポット広告費の地区投下

量が前年を上回る中、平成23年年間視聴率の三冠王獲得という好要因もあり、在京キー局間における当社のシェア

が伸び、前年同四半期に比べ6億6百万円（+0.8％）増収の777億6千2百万円となりました。このほか、興行収入にお

いて大型映画の公開があったことなどにより、コンテンツビジネス事業の売上高は、セグメント間の内部売上高又

は振替高を含め、前年同四半期に比べ24億7千8百万円（+1.1％）増収の2,215億2千9百万円となりました。

不動産賃貸事業：汐留及び麹町地区のテナント賃貸収入を始めとする不動産賃貸収入につきましては順調に推

移しました。この結果、不動産賃貸事業の売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含め、前年同四半期に

比べ1億7千3百万円（+3.2％）増収の55億1千3百万円となりました。

その他の事業：番組関連グッズショップ「日テレ屋」を始めとする店舗運営などからの物品販売収入につきま

しては、東日本大震災の影響により落ち込みました。この結果、その他の事業の売上高は、セグメント間の内部売上

高又は振替高を含め、前年同四半期に比べ9千9百万円（△4.4％）減収の21億4千6百万円となりました。

　　

(2）財政状態の状況

　当第3四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度末に比べて資産合計は8千6百万円増加し5,284億8千4百

万円、負債合計は86億5千万円減少し922億5千1百万円、純資産合計は87億3千7百万円増加し4,362億3千3百万円とな

りました。資産の増加は、主として売上債権の増加によるものです。負債の減少は、主として未払金や未払費用、未払

法人税等の減少によるものです。また、純資産の増加は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加及びその他有

価証券評価差額金の増加等による純資産の増加が配当金の支払による利益剰余金の減少を上回ったことによるも

のです。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　[1]当社グループの対処すべき課題について　

当社にとって今年度は、地上デジタル放送完全移行の重要な年と位置付け、前年度に引き続き単年度目標とな

る「２０１１経営方針」を策定し、それに沿った取組みを進めています。この方針では、これまで以上に強力なコ

ンテンツを創造し、地上テレビ放送において視聴率トップの座を奪還すべく全力を注いでいくこととしていま

す。加えて、主力のテレビ広告収入を始めとした収益の拡大を図るとともに、新たな収益源の開発に積極的に取組

み、中長期的視野に立った収入ポートフォリオの多様化を目指します。

　上記方針の中核である視聴率トップ奪還につきましては、最終回視聴率40％を記録した10月期水曜ドラマ「家

政婦のミタ」を始め、多くのレギュラー番組による視聴率底上げによって、平成23年年間視聴率（平成23年1月3

日～平成24年1月1日）に関し、全日帯（6～24時）、プライム帯（19～23時）、ゴールデン帯（19～22時）の3部門

において全てトップとなり、視聴率三冠王を奪還することができました。三冠王獲得は、平成15年以来8年ぶりと

なります。当社グループは、今後も、幅広く視聴者ニーズを捉えた番組をより多く提供できるよう努力していく所

存です。

　スポット収入は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響でスポット広告市況が一時的に大きく停滞し

たため、4～6月は前年同期比で大幅にマイナスとなりましたが、7～9月、10～12月と各々前年同期比増を確保し、4

～12月累計でも、前年同期比増を達成しました。タイム収入につきましては、ネットタイム単発番組のセールスは

前年に放送した「2010FIFAワールドカップ 南アフリカ大会」の反動減等により、4～12月累計において、前年同

期比でマイナスとなりましたが、レギュラー番組のカロリーアップが実り、タイム収入全体では、前年同期比でプ

ラスに転じました。以上により、スポット収入とタイム収入を合計したテレビ広告収入全体も、4～12月累計で前

年同期比プラスに転じております。年間視聴率三冠王獲得をテコに、さらなる収益拡大を図ってまいります。 

　収入ポートフォリオの多様化に関する課題といたしましては、近年大きく成長し、通期売上高で約100億円規模

にまで達した通販事業及び映画事業の更なる伸長、当社グループ会社の伸長、及び当社グループの強みを活かし

た新規事業の開発推進が挙げられます。

　通販事業では、震災後にレギュラー番組での売上が低迷したものの、通販特別番組において好調な売上を記録し

震災の影響を補う展開となり、4～12月売上累計でも前年同期比微増となりました。映画事業では、4月23日公開

「ＧＡＮＴＺ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＡＮＳＷＥＲ」が興行収入28億円、7月16日公開のスタジオジブリ作品「コクリ

コ坂から」が興行収入44億円、11月5日公開の「カイジ２～人生奪回ゲーム～」が興行収入16億円、11月26日公開

「映画 怪物くん」が興行収入30億円を突破するなど順調な成績を収めています。

　ヒット映画や人気ドラマのＤＶＤ/ＢＤ、音楽ＣＤの制作・販売などを事業の柱とする㈱バップは、ＤＶＤ/ＢＤ

市況全体の低迷もあり4～9月では前年同期比約10％の減収でしたが、第3四半期（10～12月）におけるケツメイ

シの初ベストアルバム「ケツの嵐」の好調もあり、4～12月累計では前年同期並の売上を確保しました。加えて、

ＡＫＢ４８が出演したドラマ「桜からの手紙」や当社幹事映画作品「ＧＡＮＴＺ」「ＧＡＮＴＺ　ＰＥＲＦＥＣ

Ｔ　ＡＮＳＷＥＲ」、韓国ドラマ「イ・サン」「トンイ」のＤＶＤ売上が好調でした。利益面におきましては、コ

スト削減努力により前年同期比で大幅な増益となりました。また、日本テレビ音楽㈱は、前年の反動減及び震災の

影響等から4～12月累計で減収減益でしたが、「アンパンマン」と新番組「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ」の商

品化事業が好調で、音楽著作権事業でも「家政婦のミタ」主題歌のヒットがあり、売上は回復基調にあります。そ

して、テレビ番組や映画などの映像コンテンツ制作を事業とする㈱日テレ アックスオンは、引き続き当社の番組

や出資映画のみならず、ＢＳ・ＣＳ放送の番組や３Ｄ映像制作、ＣＭ制作等あらゆるジャンルで積極的に映像コ

ンテンツの受注制作を行っているほか、海外に目を向けた業務展開も推し進めています。 

　新規事業の開発推進につきましては、ソーシャルゲームやアプリなど、グループ全社員から募集した企業内起業

プロジェクト案を事業化する取組みを進めています。加えて、台湾で現地の大手ケーブルテレビ局と合弁会社

「黒剣電視節目製作股?有限公司」を設立し、台湾のみならず中国本土への進出を視野に入れたテレビ映像作品

を制作する事業をスタートさせています。 

　当社グループといたしましては、今後、テレビ局単体としてだけではなく、他業種の事業者とのパートナーシッ

プを構築するなどの方策を講じながら、幅広い領域で「テレビの強み」を生かした新規事業を模索するなど、新

たな収益源の開発に積極的に取組みます。 

　当社グループは、今後も最大の強みであるコンテンツ制作力を中心とした経営資源の最適配分を図り、必要な投

資を積極的に行うことによって、厳しい経済状況を乗り切っていく所存です。
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　[2]株式会社の支配に関する基本方針について

①　基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値・

株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考え

ています。 

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行わ

れるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。 

　しかし、株式の大量買付の中には、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

また、当社株式の大量買付を行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられ

るのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

　当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方

針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置

を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。  

　

②　基本方針の実現のための取組みの内容の概要

　ア．基本方針の実現に資する特別な取組み

(ア)企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた施策

　当社は、平成18年度より3ヶ年毎の中期経営計画を策定し、当社の最大の財産であるコンテンツの制作・開

発への積極的な取組み、番組の大幅な改編、放送外事業、特に映画事業及び通販事業等の大幅な拡大などを基

本方針とし、視聴率の向上や放送外事業の拡大など、着実に成果を出してきました。しかし、平成20年公表の

平成22年度を最終年度とする中期経営計画につきましては、平成21年度より、激変する経済環境において、基

本的考え方を継続しながらも数値目標は一旦凍結し、単年度目標を策定して、収益体質の強化と地上放送に

おける視聴率トップの座を奪還することに全力を挙げてきました。 

　そして、この度当社は、平成23年度からの新中期経営計画を発表するべく準備をして参りましたが、平成23

年3月11日に発生した東日本大震災の当社事業への影響等が未だ不透明であることから、ある程度見通すこ

とができるようになった時点で策定するのが最善と判断するに至りました。このため、平成23年度に関して

は、東日本大震災からの復興や、地上デジタル放送への完全移行に向けての取組みを最優先にしつつ、一層の

収益体質の強化を図るために、平成23年5月12日に、単年度目標である「２０１１経営方針」を策定いたしま

した。 

（詳細については、同日付当社プレスリリース「日本テレビグループ『２０１１経営方針』の概要につい

て」をご参照下さい。） 

　新方針での取組みのポイントは以下のとおりです。 

　○コアターゲット視聴率（13歳から49歳までの視聴率）をアップさせ、世帯視聴率でトップを奪還 

　○収益の拡大と新たな収益源の開発 

　○あらゆるコストコントロールの継続 

　○グループ各社の個性を活かし、グループ全体の利益を拡大 

(イ)諸施策の実行に向けた体制の整備

当社は、社外からの経営監視機能を強化し、経営の健全性及び意思決定プロセスの透明性を高めるため、取

締役全15名のうち5名を社外取締役としております。また、経営陣の株主の皆様に対する責任をより一層明確

化するため、取締役の任期を1年としております。当社は、これらの取組みに加え、今後も引き続きコーポレー

ト・ガバナンスの更なる強化を図っていく予定です。

イ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

　　当社は、平成23年5月12日開催の取締役会及び同年6月29日開催の第78期定時株主総会（以下「第78期定時株主

総会」といいます。）において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に所要の修正を行っ

た上でこれを更新することを決議いたしました（以下更新後の対応策を「本プラン」といいます。）。 

　本プランの具体的内容の概要は以下のとおりです。 

(ア)本プランの目的

本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十

分な情報と時間を確保すると共に、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主

共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。

(イ)対象となる買付等

　本プランは、以下の(ⅰ)若しくは(ⅱ)に該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行

為（これらの提案を含みます。）（当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものと
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し、以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。買付等を行おうとする者（以下「買

付者等」といいます。）には、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととします。 

(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付その他の取得 

(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券

    等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

(ウ)本プランの手続及び発動要件等

　買付者等は、当該買付等の開始又は実行に先立ち、当社に対して、本プランの手続を遵守する旨の誓約文言

等を含む書面、及び当社所定の情報（以下「本必要情報」といいます。）等を記載した書面（以下「買付説

明書」といいます。）を提出していただきます。 

　企業価値評価独立委員会は、買付者等から買付説明書等が提出された場合、当社取締役会に対しても、適宜

回答期限を定めた上（原則として60日を上限とします。）、買付者等の買付等の内容に対する意見及びその

根拠資料、代替案等を提供するよう要求することができます。 

　企業価値評価独立委員会は、買付者等及び当社取締役会からの情報等を受領してから原則として最長60日

が経過するまでの間、買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営方針・事業計画等に関する情報

収集・比較検討、及び当社取締役会の提示する代替案の検討、当該買付者等との協議・交渉等を行います。 

　企業価値評価独立委員会は、買付者等による買付等が本プランに定められた手続に従わない買付等である

場合や、買付者等による買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすお

それのある買付等である場合等所定の要件のいずれかに該当する場合で、所定の新株予約権（以下「本新株

予約権」といいます。）の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対

して、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行います。なお、企業価値評価独立委員会は、一定

の場合に、当該実施に関して株主総会の承認を得るべき旨の留保を付すことができます。 

　当社取締役会は、企業価値評価独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施

又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行います。但し、企業価値評価独立委員会が本新株予

約権の実施に関して株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合には、当社取締役会は株主総会を開催

し、当該株主総会の決議に従うものとします。 

　本新株予約権は、当社以外の当社の株主に対し、その有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で割

当てられ、本新株予約権1個の目的である当社株式の数は、原則として1株とします。また、本新株予約権の行

使に際してする出資の目的は金銭とし、当該出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし

当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で定める価額とします。 

　また、本新株予約権には、当社株券等に係る株券等保有割合が20％以上である者等の所定の要件に該当する

者（以下「非適格者」と総称します。）及び所定の非居住者・外国人等については原則として本新株予約権

の行使が認められない旨の行使条件、並びに当社が当社株式等の交付と引換えに、非適格者以外の者から新

株予約権を取得することができる旨の取得条項等が付されております。 

　本プランの有効期間は、原則として、第78期定時株主総会終結後1年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。 

　

③　上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

経営方針、コーポレート・ガバナンスの強化等といった各施策は、上記②ア記載のとおり、当社の企業価値・株

主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針

の実現に資するものです。 

　また、本プランは、上記②イ記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入さ

れたものであり、基本方針に沿うものです。 

　特に、本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足していること、株主総会において株主の承認を得て

更新されたものであること、一定の場合に、本プランの発動の是非について株主総会に付議されることがあるこ

と、独立性のある社外取締役等のみによって構成される企業価値評価独立委員会が設置されており、本プランの

発動に際しては必ず企業価値評価独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、その内容として本プラ

ンの発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、企業価値評価独立委員会は当社の費用で第三者専

門家の助言を得ることができるとされていること、本プランの有効期間が1年間と定められた上、株主総会又は取

締役会によりいつでも廃止できるとされていること、当社取締役の任期は1年とされていること等により、その公

正性・客観性が担保されております。 

　従って、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当
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社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　

(4）研究開発活動

　当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、178百万円です。

　なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第3【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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第3四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24年2月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 25,364,548 同左　
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数　10株

計 25,364,548 同左　 － －

 

　

（2）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

　

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

　

（4）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

 

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（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）

平成23年10月 1日～

平成23年12月31日
    － 25,364,548   － 18,575 － 17,928

 

　

（6）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成23年12月31日現在　　

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） 普通株式    598,670 － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式 24,759,6302,428,097 －

 単元未満株式 普通株式      6,248 －単元(10株)未満の株式です。

 発行済株式総数    25,364,548 － －

 総株主の議決権 － 2,428,097 －

（注）1．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、すべて当社保有の自己株式です。

2．「完全議決権株式（その他）」の「株式数（株）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式2,570株及び当社が放送

法第52条の8第1項に基づき名義書換を拒否した株式（外国人持株調整株式）478,660株が含まれております。

また、「議決権の数（個）」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数257個が含まれておりますが、同外国

人持株調整株式に係る議決権の数47,866個は含まれておりません。

　

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成23年12月31日現在　

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(％)

日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋1-6-1598,670 － 598,670 2.36

計 － 598,670 － 598,670 2.36

 

　

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。 

(1)役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役　 常務執行役員 取締役　
常務執行役員

経理局長
能勢　康弘 平成23年7月1日

取締役
執行役員

人事局長
取締役　

執行役員

報道局長
渡辺　　弘 平成23年7月1日

取締役
執行役員

報道局長
取締役　

執行役員

人事局長
小林　裕孝 平成23年7月1日

取締役
執行役員

編成局長
取締役　 執行役員 小杉　善信 平成23年7月1日
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第4【経理の状況】
　

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）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、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成23年10月1日から平成23年12

月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成23年4月1日から平成23年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
（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23年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,990 15,951

受取手形及び売掛金 75,183 80,001

有価証券 39,172 41,143

たな卸資産 4,177 3,676

番組勘定 7,580 7,449

繰延税金資産 4,836 4,591

その他 9,733 10,090

貸倒引当金 △773 △770

流動資産合計 156,899 162,133

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 46,150 44,451

機械装置及び運搬具（純額） 9,875 7,824

工具、器具及び備品（純額） 1,955 1,870

土地 138,632 138,633

リース資産（純額） 16 9

建設仮勘定 448 890

有形固定資産合計 197,080 193,679

無形固定資産 2,472 2,385

投資その他の資産

投資有価証券 148,647 145,361

長期貸付金 5,055 4,623

長期預金 8,000 8,000

繰延税金資産 1,898 1,702

その他 8,416 10,669

貸倒引当金 △72 △71

投資その他の資産合計 171,946 170,285

固定資産合計 371,498 366,350

資産合計 528,398 528,484
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,230 7,044

短期借入金 740 1,154

未払金 6,571 1,081

未払費用 43,335 42,074

未払法人税等 10,810 5,651

返品調整引当金 58 50

その他 3,741 4,292

流動負債合計 70,487 61,349

固定負債

繰延税金負債 2,426 2,757

退職給付引当金 6,481 6,862

役員退職慰労引当金 124 115

長期預り保証金 20,217 20,193

その他 1,163 973

固定負債合計 30,414 30,902

負債合計 100,902 92,251

純資産の部

株主資本

資本金 18,575 18,575

資本剰余金 17,928 17,928

利益剰余金 398,373 406,397

自己株式 △12,090 △12,090

株主資本合計 422,787 430,810

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,364 △2,679

為替換算調整勘定 △476 △671

その他の包括利益累計額合計 △3,841 △3,351

少数株主持分 8,550 8,773

純資産合計 427,496 436,233

負債純資産合計 528,398 528,484
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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3四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間
(自　平成22年 4月 1日
　至　平成22年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　平成23年 4月 1日
　至　平成23年12月31日)

売上高 222,884 225,334

売上原価 149,878 153,010

売上総利益 73,005 72,323

販売費及び一般管理費 49,580 50,032

営業利益 23,424 22,291

営業外収益

受取利息 717 938

受取配当金 1,166 1,160

持分法による投資利益 1,568 2,152

為替差益 － 16

投資事業組合運用益 3,009 213

その他 370 294

営業外収益合計 6,831 4,775

営業外費用

支払利息 4 4

為替差損 2 －

投資事業組合運用損 133 155

その他 28 12

営業外費用合計 169 172

経常利益 30,087 26,894

特別利益

固定資産売却益 0 5

投資有価証券売却益 9 75

貸倒引当金戻入額 37 －

特別利益合計 47 80

特別損失

固定資産売却損 5 11

固定資産除却損 128 200

投資有価証券評価損 1,556 1,709

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 279 －

特別損失合計 1,969 1,921

税金等調整前四半期純利益 28,165 25,052

法人税等 11,313 9,770

少数株主損益調整前四半期純利益 16,852 15,282

少数株主利益 63 243

四半期純利益 16,788 15,038
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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間
(自　平成22年 4月 1日
　至　平成22年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　平成23年 4月 1日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 16,852 15,282

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,105 598

為替換算調整勘定 △72 △43

持分法適用会社に対する持分相当額 △81 △64

その他の包括利益合計 △2,258 489

四半期包括利益 14,593 15,771

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 14,527 15,528

少数株主に係る四半期包括利益 66 243
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第3四半期連結累計期間
（自　平成23年 4月 1日
至　平成23年12月31日）

（持分法適用の範囲の重要な変更）

　第1四半期連結会計期間より、新たに設立した黒剣電視節目製作股?有限公司を持分法適用の範囲に含めております。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第3四半期連結累計期間
（自　平成23年 4月 1日
至　平成23年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む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しております。 

 

　

【追加情報】

当第3四半期連結累計期間
（自　平成23年 4月 1日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年3月31日）

当第3四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

（保証債務）

　連結会社以外の会社の金融機関からの借入、従業員

の金融機関からの借入に対して次のとおり保証を

行っております。

（保証債務）

　連結会社以外の会社の金融機関からの借入、従業員

の金融機関からの借入に対して次のとおり保証を

行っております。

従業員の住宅資金銀行借入金 364百万円

㈱マッドハウスの銀行借入金 700

計 1,064

従業員の住宅資金銀行借入金 314百万円

㈱マッドハウスの銀行借入金 700

計 1,014

 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

　

　
前第3四半期連結累計期間
（自　平成22年 4月 1日
至　平成22年12月31日）　

当第3四半期連結累計期間
（自　平成23年 4月 1日
至　平成23年12月31日）　

　減価償却費 　　　　　　　　　　6,231百万円 　　　　　　　　　　5,359百万円

　

　　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第3四半期連結累計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年 6月29日

定時株主総会
普通株式 4,953 200平成22年3月31日平成22年 6月30日利益剰余金

平成22年11月 4日

取締役会
普通株式 2,211 90 平成22年9月30日平成22年12月 1日利益剰余金

  

Ⅱ　当第3四半期連結累計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年 6月29日

定時株主総会
普通株式 4,847 200平成23年3月31日平成23年 6月30日利益剰余金

平成23年11月 4日

取締役会
普通株式 2,166 90 平成23年9月30日平成23年12月 1日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第3四半期連結累計期間（自　平成22年4月1日 至　平成22年12月31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
調整額
（注1）　

四半期連結
損益計算書
計上額
(注2)

コンテンツ
ビジネス事業

不動産
賃貸事業

その他
の事業

計　

売上高   　  　  

外部顧客への売上高 218,3642,862 1,657　 222,884 － 222,884
セグメント間の内部売上高
又は振替高

686 2,477 587　 3,751(3,751) －

計 219,0505,339 2,245　 226,635(3,751)222,884

セグメント利益 22,046 1,366 11　 23,424 － 23,424

　（注）1.セグメント間取引消去によるものです。

　      2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　　　　3.各セグメントの主な事業内容は以下のとおりです。

　事業区分 　主な事業内容

 コンテンツビジネス事業
テレビ広告枠の販売、映像・音楽等のロイヤリティ収入、ＣＤ・ＤＶＤ/ＢＤ・出版物等の

販売、通信販売、映画事業、イベント・美術展事業

 不動産賃貸事業 不動産の賃貸、ビルマネジメント

 その他の事業 店舗運営 他

 　

<製品及びサービスごとの情報>

（単位：百万円）

外部顧客への売上高
コンテンツ
ビジネス事業

不動産賃貸事業 その他の事業 合計

　

テレビ広告収入

 

タイム 79,516 － － 79,516

スポット 77,156 － － 77,156

計 156,672 － － 156,672

その他の広告収入 527 － － 527

コンテンツ販売収入 25,013 － － 25,013

物品販売収入 26,596 －  1,518 28,114

興行収入 5,674 － － 5,674

不動産賃貸収入 － 1,932 － 1,932

その他の収入 3,880 929 139 4,948

合　　　計 218,364 2,862 1,657 222,884
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Ⅱ　当第3四半期連結累計期間（自　平成23年4月1日 至　平成23年12月31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
調整額
(注1)　

四半期連結
損益計算書
計上額
(注2)

コンテンツ
ビジネス事業

不動産
賃貸事業

その他
の事業

計　

売上高   　  　  

外部顧客への売上高 220,9372,958 1,438　 225,334 － 225,334
セグメント間の内部売上高
又は振替高

591 2,554 708　 3,854(3,854) －

計 221,5295,513 2,146　 229,188(3,854)225,334

セグメント利益又は損失(△) 20,957 1,357 △24　 22,291 － 22,291

　（注）1.セグメント間取引消去によるものです。

　      2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　　　　3.各セグメントの主な事業内容は以下のとおりです。

　事業区分 　主な事業内容

 コンテンツビジネス事業
テレビ広告枠の販売、映像・音楽等のロイヤリティ収入、ＣＤ・ＤＶＤ/ＢＤ・出版物等の

販売、通信販売、映画事業、イベント・美術展事業

 不動産賃貸事業 不動産の賃貸、ビルマネジメント

 その他の事業 店舗運営 他

 　

<製品及びサービスごとの情報>

（単位：百万円）

外部顧客への売上高
コンテンツ
ビジネス事業

不動産賃貸事業 その他の事業 合計

　

テレビ広告収入

 

タイム 80,182 － － 80,182

スポット 77,762 － － 77,762

計 157,945 － － 157,945

その他の広告収入 392 － － 392

コンテンツ販売収入 26,592 － － 26,592

物品販売収入 25,064 －  1,375 26,440

興行収入 7,199 － － 7,199

不動産賃貸収入 － 2,031 － 2,031

その他の収入 3,743 926 62 4,732

合　　　計 220,937 2,958 1,438 225,334
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（1株当たり情報）

　1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
前第3四半期連結累計期間
（自　平成22年 4月 1日
至　平成22年12月31日）

当第3四半期連結累計期間
（自　平成23年 4月 1日
至　平成23年12月31日）

1株当たり四半期純利益金額 685円68銭 614円31銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 16,788 15,038

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 16,788 15,038

普通株式の期中平均株式数（千株） 24,484 24,479

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

 

2【その他】

平成23年11月4日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）配当金の総額………………………………………2,166百万円

(ロ）1株当たりの金額 …………………………………90円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年12月1日

　（注）平成23年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いをしております。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

平成24年2月9日

日本テレビ放送網株式会社

取締役会　御中
 

有限責任監査法人トーマツ
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 樋口　義行　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 広瀬　  勉　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本テレビ放送網株

式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成23年10月1日から平成

23年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成23年4月1日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論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四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本テレビ放送網株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　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

　

　（注）　1．上記は、四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

2．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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