
 
平成 22 年 11 月 22 日 

各 位 

会 社 名      朝日放送株式会社 
代 表 者 名      代表取締役社長 渡辺 克信 
コ ー ド      ９４０５ 大証（市場第２部） 
本社所在地 大阪市福島区福島一丁目１番 30 号 
問 合 せ 先      経理局長 沖中 進 

TEL （06）6458-5321 

 

親会社等の決算に関するお知らせ 

 
 当社の親会社等である株式会社朝日新聞社（本店所在地：大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号、

代表者の氏名：代表取締役社長 秋山耿太郎、資本金６億５千万円）の平成 23 年３月期中間決算（連

結及び個別）の内容が確定しましたので、添付資料のとおりお知らせします。 

 
１．添付資料 

平成 23 年３月期 中間決算短信 

（中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書） 

株式の所有者別状況 

大株主の状況 

役員の状況 

 
２．当社の親会社等について（平成 22 年９月 30 日現在） 

(1) 親会社等の商号等 

  親会社等：株式会社朝日新聞社 

  属  性：上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 

  親会社等の議決権所有割合：15.4％ 

(2) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 当社は、㈱朝日新聞社の持分法適用関連会社であり、取材や事業活動などで協力関係にあ

ります。 

同社の取締役大阪本社代表 横井正彦氏は当社取締役であります。 

また、当社は、同社グループの㈱テレビ朝日と並んで、グループのテレビ・ラジオ各社の 

中核会社と位置づけられており、同社とは、記者等の人事交流を実施しています。 

同社ブランドの｢信用｣は、当社の業務にとっても有益です。放送分野において、当社は、 

今後も独自の経営判断のもとに、朝日ブランドの維持・発展を図ってまいります。 

(3) 親会社等との取引に関する事項 

 当社と㈱朝日新聞社との間に重要な取引はありません。 

以 上 



平成 23 年３月期 中間決算短信 

平成 22 年 11 月 22 日 

会 社 名  株式会社 朝日新聞社  

本店所在地  大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号 

問合せ先   責任者役職名  財務本部グループ財務セクションマネジャー 

氏    名  田 畑 良 治           TEL（０３）３５４５－０１３１ 

半期報告書提出予定日 平成 22 年 12 月 20 日 配当支払開始予定日   平成 22 年 12 月 10 日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 22 年９月中間期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

22 年９月中間期 
21 年９月中間期 

228,768   △1.7 
232,780  △13.7 

3,381   ― 
△4,356   ― 

5,021   ―  
△3,230   ―  

275   ― 
 △3,668   ― 

22 年３月期 470,297        △4,098       △2,032        △3,346       
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

  円 銭  円 銭

22 年９月中間期 
21 年９月中間期 

89．03 
△1,181. 05 

― 
― 

22 年３月期 △1,078. 63 ― 
(参考) 持分法投資損益 22 年９月中間期 968 百万円 21 年９月中間期 270 百万円 22 年３月期 724 百万円 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％  円 銭

22 年９月中間期 
21 年９月中間期 

552,151 
546,288 

271,582
275,096

47.4 
48.2 

84,694. 07
84,743. 57

22 年３月期 550,419 273,515 47.8 85,100. 47
(参考) 自己資本 22年９月中間期 261,548百万円 21年９月中間期 263,206百万円 22年３月期 263,364百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

22 年９月中間期 
21 年９月中間期 

8,227 
14,586 

△5,561
△6,757

△552 
△1,668 

65,569
61,266

22 年３月期 26,898 △14,416 △4,132 63,459

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

22 年３月期 25. 00 25. 00 50. 00
23 年３月期 25. 00 

23 年３月期(予想)  未定
未定

 
３．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有 
   新規  －社 

除外  ３社（㈱朝日大阪プリンテック、㈱朝日北九州プリンテック、福岡朝日ビル㈱） 
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 
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(3) 発行済株式数（普通株式） 
①期末発行済株式数（自己株式を含む）  22 年９月中間期 3,200,000 株 21 年９月中間期 3,200,000 株

22 年３月期   3,200,000 株 
②期末自己株式数           22 年９月中間期   111,845 株 21 年９月中間期   94,088 株 

22 年３月期     105,247 株 
③期中平均株式数           22 年９月中間期 3,092,190 株 21 年９月中間期 3,105,912 株

22 年３月期   3,102,488 株 
（注）期末自己株式数は、持分法適用会社が所有する自己株式（当社株式）の当社帰属分 
 

(参考)個別業績の概要 
 

１.平成 22 年９月中間期の個別業績(平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日) 
(1)個別経営成績                            （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円    ％

22 年９月中間期 

21 年９月中間期 
157,253   △3.7 
163,379   △4.8 

1,233    － 
△5,595    － 

2,592    －  
△3,438    －  

△855     － 
△2,837     － 

22 年３月期  327,900         △7,126       △4,258        △3,125        
 

 １株当たり 

中間(当期)純利益 

 円 銭 

22 年９月中間期 

21 年９月中間期 
△267. 50 
△886. 69 

22 年３月期 △976. 59 
  

(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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

22 年９月中間期 

21 年９月中間期 
408,945 
399,645 

166,215
168,334

40.6 
42.1 

51,942. 48
52,604. 64

22 年３月期  406,197 168,335 41.4 52,604. 90

(参考)自己資本 22 年９月中間期 166,215 百万円 21 年９月中間期 168,334 百万円 22 年３月期 168,335 百万円   
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連結財務諸表 
 (１)中間連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 80,591 87,855 84,430

受取手形及び売掛金 28,061 28,151 31,009

リース投資資産 1,523 2,271 1,945

有価証券 25,621 27,699 27,861

たな卸資産 2,344 2,289 2,369

その他 20,926 17,314 16,833

貸倒引当金 △15 △66 △16

流動資産合計 159,055 165,514 164,432

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 66,893 63,600 64,239

機械装置及び運搬具（純額） 22,427 16,683 19,119

土地 68,919 68,284 67,881

その他（純額） 4,298 11,457 5,852

有形固定資産合計 162,538 160,025 157,092

無形固定資産 10,634 8,438 8,818

投資その他の資産    

投資有価証券 122,230 120,961 123,225

繰延税金資産 57,948 64,237 63,479

その他 34,596 33,490 34,014

貸倒引当金 △715 △514 △643

投資その他の資産合計 214,060 218,173 220,076

固定資産合計 387,233 386,637 385,986

資産合計 546,288 552,151 550,419

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 34,529 32,711 35,283

短期借入金 3,060 2,075 2,075

1年内返済予定の長期借入金 1,308 1,600 1,600

リース債務 393 644 527

未払法人税等 845 1,157 4,326

返品調整引当金 634 754 703

役員賞与引当金 10 22 59

建替関連損失引当金 1,066 915 679

その他 30,565 31,809 28,117

流動負債合計 72,414 71,690 73,372

固定負債    

長期借入金 3,320 1,720 1,870

リース債務 1,230 1,758 1,519

退職給付引当金 160,235 171,086 166,978

役員退職慰労引当金 1,943 1,696 1,858

建替関連損失引当金 482 99 498

資産除去債務 － 2,124 －

長期預り保証金 31,395 30,029 30,686

その他 169 363 120

固定負債合計 198,777 208,878 203,532

負債合計 271,192 280,569 276,904
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 650 650 650

資本剰余金 873 873 873

利益剰余金 257,251 258,151 257,493

自己株式 △5,927 △6,749 △6,452

株主資本合計 252,847 252,924 252,564

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 10,554 8,791 10,935

繰延ヘッジ損益 0 △20 3

為替換算調整勘定 △194 △147 △138

評価・換算差額等合計 10,358 8,623 10,800

少数株主持分 11,890 10,034 10,150

純資産合計 275,096 271,582 273,515

負債純資産合計 546,288 552,151 550,419
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 (２)中間連結損益計算書 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 232,780 228,768 470,297

売上原価 166,990 160,199 334,970

売上総利益 65,790 68,568 135,327

販売費及び一般管理費 70,146 65,187 139,426

営業利益又は営業損失（△） △4,356 3,381 △4,098

営業外収益    

受取利息 278 169 494

受取配当金 271 328 436

負ののれん償却額 267 95 384

受取手数料 171 166 336

持分法による投資利益 270 968 724

その他 410 289 762

営業外収益合計 1,669 2,017 3,140

営業外費用    

支払利息 198 161 392

寄付金 202 130 412

その他 142 85 267

営業外費用合計 542 377 1,073

経常利益又は経常損失（△） △3,230 5,021 △2,032

特別利益    

固定資産売却益 247 1,112 412

投資有価証券売却益 100 109 968

負ののれん発生益 － 48 －

持分変動利益 127 － 127

その他 84 151 180

特別利益合計 560 1,420 1,690

特別損失    

固定資産売却損 98 27 255

固定資産除却損 432 111 1,124

投資有価証券売却損 162 0 175

投資有価証券評価損 3 15 65

会員権評価損 0 1 2

貸倒引当金繰入額 3 － －

持分変動損失 71 － 71

減損損失 1,136 479 2,086

建替関連損失引当金繰入額 482 － 1,007

建替関連損失 2 － 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,099 －

早期割増退職金 － 3,342 －

その他 2 264 940

特別損失合計 2,395 5,341 5,731

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

△5,064 1,100 △6,073

法人税、住民税及び事業税 △1,348 845 5,079

法人税等調整額 － － △6,739

法人税等合計 △1,348 845 △1,659

少数株主損益調整前中間純利益 － 254 －

少数株主損失（△） △47 △20 △1,066

中間純利益又は中間純損失（△） △3,668 275 △3,346
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 (３)中間連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の要約連
結株主資本等変動計算書
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本    

資本金    

前期末残高 650 650 650

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 650 650 650

資本剰余金    

前期末残高 873 873 873

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 873 873 873

利益剰余金    

前期末残高 260,952 257,493 260,952

当中間期変動額    

剰余金の配当 △96 △80 △176

中間純利益又は中間純損失（△） △3,668 275 △3,346

連結範囲の変動 △147 － △147

合併による増加 210 462 210

当中間期変動額合計 △3,701 657 △3,459

当中間期末残高 257,251 258,151 257,493

自己株式    

前期末残高 △5,927 △6,452 △5,927

当中間期変動額    

自己株式の取得 － △287 △524

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式
の増減

－ △9 －

当中間期変動額合計 － △297 △524

当中間期末残高 △5,927 △6,749 △6,452

株主資本合計    

前期末残高 256,548 252,564 256,548

当中間期変動額    

剰余金の配当 △96 △80 △176

中間純利益又は中間純損失（△） △3,668 275 △3,346

連結範囲の変動 △147 － △147

合併による増加 210 462 210

自己株式の取得 － △287 △524

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式
の増減

－ △9 －

当中間期変動額合計 △3,701 360 △3,983

当中間期末残高 252,847 252,924 252,564
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の要約連
結株主資本等変動計算書
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金    

前期末残高 10,646 10,935 10,646

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △92 △2,143 288

当中間期変動額合計 △92 △2,143 288

当中間期末残高 10,554 8,791 10,935

繰延ヘッジ損益    

前期末残高 △3 3 △3

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2 △23 6

当中間期変動額合計 2 △23 6

当中間期末残高 0 △20 3

為替換算調整勘定    

前期末残高 △320 △138 △320

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 125 △9 182

当中間期変動額合計 125 △9 182

当中間期末残高 △194 △147 △138

評価・換算差額等合計    

前期末残高 10,323 10,800 10,323

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 35 △2,176 477

当中間期変動額合計 35 △2,176 477

当中間期末残高 10,358 8,623 10,800

少数株主持分    

前期末残高 13,886 10,150 13,886

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △1,996 △115 △3,736

当中間期変動額合計 △1,996 △115 △3,736

当中間期末残高 11,890 10,034 10,150

純資産合計    

前期末残高 280,758 273,515 280,758

当中間期変動額    

剰余金の配当 △96 △80 △176

中間純利益又は中間純損失（△） △3,668 275 △3,346

連結範囲の変動 △147 － △147

合併による増加 210 462 210

自己株式の取得 － △287 △524

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の
増減

－ △9 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △1,961 △2,292 △3,259

当中間期変動額合計 △5,662 △1,932 △7,243

当中間期末残高 275,096 271,582 273,515
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 (４)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

△5,064 1,100 △6,073

減価償却費 8,210 7,031 17,281

減損損失 1,136 479 2,086

のれん償却額 △267 △95 △384

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 △78 △120

返品調整引当金の増減額（△は減少） 18 50 87

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,747 2,154 13,490

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △55 △36 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △312 △162 △397

建替関連損失引当金の増減額（△は減少） 360 △154 △10

受取利息及び受取配当金 △550 △498 △931

支払利息 198 161 392

持分法による投資損益（△は益） △270 △968 △724

投資有価証券売却損益（△は益） 61 △109 △793

投資有価証券評価損益（△は益） 3 15 65

会員権評価損 0 1 2

固定資産売却損益（△は益） △149 △1,085 △156

固定資産除却損 432 111 1,124

持分変動損益（△は益） △56 － △56

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,099 －

その他の特別損益（△は益） △81 3,456 759

売上債権の増減額（△は増加） 3,593 3,146 836

たな卸資産の増減額（△は増加） 113 80 87

仕入債務の増減額（△は減少） △2,189 △2,572 △1,434

未払消費税等の増減額（△は減少） 847 △149 980

その他 △999 △344 △1,613

小計 11,677 12,633 24,490

利息及び配当金の受取額 1,264 966 1,989

利息の支払額 △200 △174 △402

その他の収入 34 3 35

その他の支出 △2 △1,149 △182

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,813 △4,052 968

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,586 8,227 26,898
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △23,301 △23,179 △50,134

定期預金の払戻による収入 20,959 21,304 44,657

有価証券の取得による支出 △201 △3 △301

有価証券の売却及び償還による収入 120 915 280

有形固定資産の取得による支出 △2,724 △5,872 △5,981

有形固定資産の売却による収入 575 1,621 1,366

有形固定資産の除却による支出 △46 △29 △197

無形固定資産の取得による支出 △1,596 △773 △2,840

無形固定資産の売却による収入 0 － 0

投資有価証券の取得による支出 △3,291 △191 △5,301

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,538 160 4,662

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △799 － △799

貸付けによる支出 △1,460 △1,446 △2,897

貸付金の回収による収入 1,288 1,716 2,763

その他 183 217 308

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,757 △5,561 △14,416

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） △250 － △1,235

長期借入金の返済による支出 △764 △150 △1,923

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △166 △291 △406

配当金の支払額 △96 △80 △176

少数株主への配当金の支払額 △391 △30 △392

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,668 △552 △4,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 38 △3 42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,199 2,109 8,392

現金及び現金同等物の期首残高 54,833 63,459 54,833

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

233 － 233

現金及び現金同等物の中間期末残高 61,266 65,569 63,459
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個別財務諸表 
 (１)中間貸借対照表 

(単位：百万円)

前中間会計期間末 
(平成21年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成22年9月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成22年3月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 50,113 54,502 52,207

受取手形 32 34 36

売掛金 12,862 11,934 14,350

有価証券 24,500 26,500 26,500

たな卸資産 519 517 495

その他 18,768 14,997 14,061

貸倒引当金 △13 △5 △11

流動資産合計 106,783 108,481 107,638

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 50,643 49,312 48,917

機械及び装置（純額） 19,897 15,443 17,494

土地 45,808 47,095 45,222

その他（純額） 3,972 11,641 6,042

有形固定資産合計 120,321 123,493 117,676

無形固定資産 8,879 7,218 7,614

投資その他の資産    

投資有価証券 25,234 23,992 25,867

関係会社株式 42,311 44,018 43,952

繰延税金資産 56,277 61,914 61,202

長期預金 24,000 24,000 24,000

その他 16,119 15,997 18,542

貸倒引当金 △281 △171 △297

投資その他の資産合計 163,661 169,751 173,268

固定資産合計 292,862 300,463 298,558

資産合計 399,645 408,945 406,197

負債の部    

流動負債    

買掛金 23,443 21,065 23,093

未払金 4,664 8,202 5,716

リース債務 10 11 10

未払法人税等 164 171 3,590

未払費用 10,162 10,000 8,755

返品調整引当金 27 16 11

役員賞与引当金 － － 6

その他 8,272 6,846 5,862

流動負債合計 46,745 46,314 47,046

固定負債    

リース債務 32 24 27

退職給付引当金 155,015 166,022 161,743

役員退職慰労引当金 1,599 1,430 1,519

資産除去債務 － 1,881 －

長期預り保証金 27,857 26,976 27,484

その他 59 78 40

固定負債合計 184,564 196,414 190,814

負債合計 231,310 242,729 237,861
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(単位：百万円)

前中間会計期間末 
(平成21年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成22年9月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成22年3月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 650 650 650

資本剰余金    

資本準備金 873 873 873

資本剰余金合計 873 873 873

利益剰余金    

利益準備金 477 477 477

その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金 408 421 427

固定資産圧縮特別勘定積立金 － 153 153

特別積立金 158,226 154,726 158,226

繰越利益剰余金 △2,110 △79 △2,649

利益剰余金合計 157,001 155,697 156,633

株主資本合計 158,524 157,220 158,156

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 9,810 9,019 10,178

繰延ヘッジ損益 － △24 0

評価・換算差額等合計 9,810 8,995 10,179

純資産合計 168,334 166,215 168,335

負債純資産合計 399,645 408,945 406,197
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 (２)中間損益計算書 

(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 163,379 157,253 327,900

売上原価 109,890 101,465 218,268

売上総利益 53,488 55,788 109,632

販売費及び一般管理費 59,084 54,555 116,758

営業利益又は営業損失（△） △5,595 1,233 △7,126

営業外収益 2,625 1,634 3,722

営業外費用 468 276 854

経常利益又は経常損失（△） △3,438 2,592 △4,258

特別利益 414 1,237 1,510

特別損失 1,702 4,775 2,521

税引前中間純損失（△） △4,727 △945 △5,269

法人税、住民税及び事業税 △1,890 △90 3,730

法人税等調整額 － － △5,874

法人税等合計 △1,890 △90 △2,144

中間純損失（△） △2,837 △855 △3,125
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 (３)中間株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の要約 
株主資本等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本    

資本金    

前期末残高 650 650 650

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 650 650 650

資本剰余金    

資本準備金    

前期末残高 873 873 873

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 873 873 873

利益剰余金    

利益準備金    

前期末残高 477 477 477

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 477 477 477

その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金    

前期末残高 413 427 413

当中間期変動額    

固定資産圧縮積立金の積立 － － 36

固定資産圧縮積立金の取崩 △5 △5 △23

当中間期変動額合計 △5 △5 13

当中間期末残高 408 421 427

固定資産圧縮特別勘定積立金    

前期末残高 － 153 －

当中間期変動額    

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － － 153

当中間期変動額合計 － － 153

当中間期末残高 － 153 153

特別積立金    

前期末残高 155,726 158,226 155,726

当中間期変動額    

特別積立金の積立 2,500 － 2,500

特別積立金の取崩 － △3,500 －

当中間期変動額合計 2,500 △3,500 2,500

当中間期末残高 158,226 154,726 158,226

繰越利益剰余金    

前期末残高 3,317 △2,649 3,317

当中間期変動額    

剰余金の配当 △96 △80 △176

固定資産圧縮積立金の積立 － － △36

固定資産圧縮積立金の取崩 5 5 23

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － － △153

特別積立金の積立 △2,500 － △2,500

特別積立金の取崩 － 3,500 －

中間純損失（△） △2,837 △855 △3,125

当中間期変動額合計 △5,427 2,569 △5,967

当中間期末残高 △2,110 △79 △2,649
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

前事業年度の要約 
株主資本等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計    

前期末残高 159,934 156,633 159,934

当中間期変動額    

剰余金の配当 △96 △80 △176

固定資産圧縮積立金の積立 － － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － － －

特別積立金の積立 － － －

特別積立金の取崩 － － －

中間純損失（△） △2,837 △855 △3,125

当中間期変動額合計 △2,933 △935 △3,301

当中間期末残高 157,001 155,697 156,633

株主資本合計    

前期末残高 161,457 158,156 161,457

当中間期変動額    

剰余金の配当 △96 △80 △176

中間純損失（△） △2,837 △855 △3,125

当中間期変動額合計 △2,933 △935 △3,301

当中間期末残高 158,524 157,220 158,156

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金    

前期末残高 10,659 10,178 10,659

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △849 △1,158 △481

当中間期変動額合計 △849 △1,158 △481

当中間期末残高 9,810 9,019 10,178

繰延ヘッジ損益    

前期末残高 － 0 －

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） － △24 0

当中間期変動額合計 － △24 0

当中間期末残高 － △24 0

評価・換算差額等合計    

前期末残高 10,659 10,179 10,659

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △849 △1,183 △480

当中間期変動額合計 △849 △1,183 △480

当中間期末残高 9,810 8,995 10,179

純資産合計    

前期末残高 172,117 168,335 172,117

当中間期変動額    

剰余金の配当 △96 △80 △176

中間純損失（△） △2,837 △855 △3,125

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △849 △1,183 △480

当中間期変動額合計 △3,782 △2,119 △3,781

当中間期末残高 168,334 166,215 168,335
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株式の所有者別状況 

平成22年９月30日現在 

株式の状況 

外国法人等 区分 政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品
取引業者

その他の
法人 

個人以外 個人 

個人 
その他 

計 

株主数 
(人) 

－ － － 8 － － 2,508 2,516

所有株式数 
(株) 

－ － － 933,400 － － 2,266,600 3,200,000

所有株式数 
の割合(％) 

－ － － 29.17 － － 70.83 100.00

 

 

大株主の状況 

平成22年９月30日現在 

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(％) 

朝日新聞社従業員持株会 東京都中央区築地5-3-2 532 16.63

株式会社テレビ朝日 東京都港区六本木6-9-1  380 11.88

村 山 美知子 兵庫県神戸市東灘区 352 11.02

上 野 尚 一 東京都千代田区 352 11.02

財団法人香雪美術館 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2-12-1 320 10.00

村 山 恭 平 大阪府大阪市福島区 159 5.00

村 山 富美子 大阪府大阪市福島区 114 3.57

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1-5-1 100 3.13

上 野 克 二 兵庫県神戸市東灘区 78 2.44

朝日放送株式会社 大阪府大阪市福島区福島1-1-30 74 2.31

計 ― 2,463 76.99

（注）所有株式数は千株未満を切り捨て、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第 3位を四捨五入 

して記載している。 

 

 

 

役員の状況 

平成 22 年 6月 24 日（第 157 回定時株主総会）以降、平成 22 年 11 月 22 日までの役員の異動はない。 
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