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（訂正）平成 21 年 3 月期 決算短信の一部訂正について 
 

 

2009 年 5 月 13 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 決算短信」に一部訂正がありましたの

で、お知らせします。（※訂正箇所には、下線を付しています。） 

 

記 

【訂正① 2 ページ】 

（参考）個別業績の概要 

１．21 年 3 月期の個別業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

〈訂正前〉 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円

172,668

227,048

百万円

172,180

194,539

％ 

99.7 

85.7 

円 銭

53,139.06

52,616.87

  （参考）自己資本  21 年 3 月期 172,109 百万円  20 年 3 月期 194,473 百万円 

 

〈訂正後〉 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円

180,579

227,048

百万円

180,092

194,539

％ 

99.7 

85.7 

円 銭

53,489.80

52,616.87

  （参考）自己資本  21 年 3 月期 180,020 百万円  20 年 3 月期 194,473 百万円 

 



 

 2/8

【訂正② 36 ページ】 

（セグメント情報） 

a. 事業の種類別セグメント情報 

〈訂正前〉 

当連結会計年度（自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日） 

 

〈訂正後〉 

当連結会計年度（自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 21 年 3 月 31 日） 

 

  

  

有料多チャンネ

ル事業（百万円）

衛星事業 

（百万円） 
計（百万円）

消去又は会社 

（百万円） 
連結（百万円）

Ⅰ 営業収益及び営業損益         

（中略）         

 Ⅱ 資産、減価償却費及び 

    資本的支出  

    資産 114,980 127,929 242,909 66,800 309,811

    減価償却費 10,707 11,072 21,779 257 22,036

    資本的支出 22,968 11,965 34,934 286 35,220

  

  

有料多チャンネ

ル事業（百万円）

衛星事業 

（百万円） 
計（百万円）

消去又は会社 

（百万円） 
連結（百万円）

Ⅰ 営業収益及び営業損益         

（中略）         

 Ⅱ 資産、減価償却費及び 

    資本的支出  

    資産 114,980 127,929 242,909 66,902 309,811

    減価償却費 10,707 11,072 21,779 257 22,036

    資本的支出 22,968 11,965 34,934 286 35,220
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【訂正③ 39～40 ページ】 

５．個別財務諸表 

〈訂正前〉 

（1）貸借対照表  

（単位：百万円）       

前事業年度 当事業年度    

(中略) （平成21年3月31日）

資産の部   

（中略） 

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物（純額） *1 739

   工具、器具及び備品（純額） *1 201

   有形固定資産合計 941

  無形固定資産 

   商標権 11

   ソフトウエア 81

   無形固定資産合計 92

  投資その他の資産 

   関係会社株式 163,333

   その他 110

   投資その他の資産合計 163,444

  固定資産合計 164,478

 資産合計 172,668

（中略）     

純資産の部 

株主資本 

  

  資本金 10,000

  資本剰余金 

   資本準備金 100,000

   その他資本剰余金 60,674

   資本剰余金合計 160,674

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 5,260

   利益剰余金合計 5,260

  自己株式 △3,824

  株主資本合計 172,109

新株予約権 71

 純資産合計 172,180

負債純資産合計 172,668

 



 

 4/8

〈訂正後〉 

（1）貸借対照表  

（単位：百万円）       

前事業年度 当事業年度   

(中略) （平成21年3月31日）

資産の部 

（中略） 

 固定資産 

  

  有形固定資産 

   建物（純額） *1 739

   工具、器具及び備品（純額） *1 201

   有形固定資産合計 941

  無形固定資産 

   商標権 11

   ソフトウエア 81

   無形固定資産合計 92

  投資その他の資産 

   関係会社株式 171,244

   その他 110

   投資その他の資産合計 171,355

  固定資産合計 172,389

 資産合計 180,579

（中略）     

純資産の部 

株主資本 

  

  資本金 10,000

  資本剰余金 

   資本準備金 100,000

   その他資本剰余金 68,585

   資本剰余金合計 168,585

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 5,260

   利益剰余金合計 5,260

  自己株式 △3,824

  株主資本合計 180,020

新株予約権 71

 純資産合計 180,092

負債純資産合計 180,579
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【訂正④ 42～43 ページ】 

〈訂正前〉 

（3）株主資本等変動計算書  

（単位：百万円）       

  前事業年度 当事業年度 

  （自 平成 20 年 4 月 1日 

  
(中略) 

 至 平成21年3月31日）

株主資本     

（中略）     

 資本剰余金     

  資本準備金     

   前期末残高 100,000

   当期変動額 

    当期変動額合計   -

   当期末残高 100,000

  その他資本剰余金   

   前期末残高 78,057

   当期変動額 

    剰余金の配当 -

    自己株式の消却 △17,382

    当期変動額合計 △17,382

   当期末残高 60,674

  資本剰余金合計 

   前期末残高 178,057

   当期変動額 

    剰余金の配当 -

    自己株式の消却 △17,382

    当期変動額合計 △17,382

   当期末残高 160,674

（中略） 

 自己株式     

  前期末残高    -

  当期変動額     

   自己株式の取得 △21,207

   自己株式の消却 17,382

   当期変動額合計 △3,824

  当期末残高 △3,824

 株主資本合計 

  前期末残高 194,473

  当期変動額 

   剰余金の配当 △5,745

   当期純利益 4,589

   自己株式の取得 △ 21,207

   自己株式の消却 -

   当期変動額合計 △ 22,364

  当期末残高 172,109

新株予約権 
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 前期末残高 65

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5

  当期変動額合計 5

 当期末残高 71

純資産合計 

 前期末残高 194,539

 当期変動額 

  剰余金の配当 △ 5,745

  当期純利益 4,589

  自己株式の取得 △ 21,207

  自己株式の消却 -

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5

  当期変動額合計 △ 22,358

 当期末残高 172,180

 

〈訂正後〉 

（3）株主資本等変動計算書  

（単位：百万円）       

  前事業年度 当事業年度 

  （自 平成 20 年 4 月 1日 

  
(中略) 

 至 平成21年3月31日）

株主資本     

（中略）     

 資本剰余金     

  資本準備金     

   前期末残高   100,000

   当期変動額     

    当期変動額合計    -

   当期末残高   100,000

  その他資本剰余金     

   前期末残高   78,057

   当期変動額     

    剰余金の配当 -

    会社分割による増加 7,911

    自己株式の消却 △17,382

    当期変動額合計 △9,471

   当期末残高 68,585

  資本剰余金合計 

   前期末残高 178,057

   当期変動額 

    剰余金の配当 -

    会社分割による増加 7,911

    自己株式の消却 △17,382

    当期変動額合計 △9,471

   当期末残高 168,585

（中略） 

 自己株式     
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  前期末残高    -

  当期変動額     

   会社分割による増加   △ 19,106

   自己株式の取得 △ 2,101

   自己株式の消却 17,382

   当期変動額合計 △3,824

  当期末残高 △3,824

 株主資本合計 

  前期末残高 194,473

  当期変動額 

   剰余金の配当 △5,745

   当期純利益 4,589

   会社分割による増加 △ 11,195

   自己株式の取得 △ 2,101

   自己株式の消却 -

   当期変動額合計 △ 14,452

  当期末残高 180,020

新株予約権 

 前期末残高 65

 当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5

   当期変動額合計 5

 当期末残高 71

純資産合計 

 前期末残高 194,539

 当期変動額 

  剰余金の配当 △ 5,745

  当期純利益 4,589

  会社分割による増加 △ 11,195

  自己株式の取得 △ 2,101

  自己株式の消却 -

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5

  当期変動額合計 △ 14,447

 当期末残高 180,092
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【訂正⑤ 48 ページ】 

（一株当たり情報） 

〈訂正前〉 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年 4 月 1日 （中略） 

   至 平成 21 年 3 月 31 日） 

 1 株当たり純資産額     51,139 円 06 銭 

1 株当たり当期純利益     1,349 円 75 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、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しませんので記載しておりません。 
（以下略） 

 

〈訂正後〉 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年 4 月 1日 （中略） 

   至 平成 21 年 3 月 31 日） 

 1 株当たり純資産額     53,489 円 80 銭 

1 株当たり当期純利益     1,349 円 75 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、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しませんので記載しておりません。 
（以下略） 

 
 

以上 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


