第 40 期決算公告
平成 19 年 6 月 15 日

東京都千代田区二番町１４番地

株式会社 日本テレビアート
代表取締役会長 羽場 宏祐
代表取締役社長 木村 誠宏

貸

借

対

照

表

平成 19年 3月 31日 現在
（単位：円）
資産の部

負債の部

科目
【流動資産】
現金
当座預金
普通預金
受取手形
売掛金
有価証券
原材料
仕掛品
貯蔵品
短期貸付金
前払費用
未収入金
繰延税金資産
貸倒引当金

金額
科目
5,203,035,605 【流動負債】
376,079 買掛金
2,042,755,356 未払金
584,829,848 未払費用
8,851,500 未払法人税等
1,713,700,621 預り金
19,979,440 仮受金
40,046,415 未払消費税
22,878,849 賞与引当金
2,322,110 【固定負債】
700,000,000 退職給付引当金
22,695,837 役員退職慰労引当金
1,004,770
負債合計
53,840,780
△ 10,246,000

【固定資産】
（有形固定資産）
建物
建物付属設備
機械装置
車両運搬具
工具器具備品
什器備品
土地
（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェア
（投資その他の資産）
投資有価証券
差入保証金
保険積立金
敷金
会員権

400,120,090
97,469,275
4,166,949
13,282,156
18,616,794
266,688
43,585,386
17,069,623
純資産の部
481,679 Ⅰ. 株主資本
44,954,487 1. 資本金
497,400 2. 利益剰余金
44,457,087 (1)利益準備金
257,696,328 (2)その他の利益剰余金
44,500,000
別途積立金
19,650,000
繰越利益剰余金
98,129,134
4,566,630 【株式等評価差額金】
11,700,000
79,150,564
純資産合計
5,603,155,695 負債及び純資産合計

繰延税金資産（長期）

資産合計

金額
1,172,405,451
776,822,069
7,805,637
73,616,745
201,871,900
19,167,889
864,501
20,113,600
72,143,110
196,213,311
184,754,931
11,458,380
1,368,618,762

4,237,811,177
100,000,000
4,137,811,177
25,000,000
4,112,811,177
3,560,000,000
552,811,177
△ 3,274,244

4,234,536,933
5,603,155,695

個別注記表
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
(1) 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)

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 材料・消耗品（電球等）

最終仕入原価法

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

建物は定額法。その他の資産は定率法によっておりま
す。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

(2) 無形固定資産

建物・構築物

6～39 年

機械設備・運搬具

4～17 年

工具器具備品

2～15 年

定額法によっております。

4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
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法人税法の法定繰入
率に基づく繰入限度額により、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。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、実際支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の 100%を計
上しております。尚、当期より適格退職年金から DC 年金制度へ年金制度の移行
を行っております。又、退職一時金の制度変更も併せて行っており、期末要支給
額は、新制度で計算した要支給額を基に計算しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退任慰労金支給に備えるため、退任慰労金支給に関する内規に基づく期末
要支給額を計上しております。

5. 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みと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。
6. 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
1. 退職給付引当金
当期より適格退職年金から DC 年金制度への移行、並びに退職一時金の制度変更も併
せて行いました。尚、制度変更に伴う決算への影響は 83,565 千円の特別損失が発生
しております。
2. 貸借対照表の純資産の表示に関する会計基準等
当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。なお、従来の資本の部の合計に相当する
金額は 4,234,536 千円であります。
(貸借対照表の注記)
1. 有形固定資産の減価償却累計額
2.

310,999 千円

関係会社に対する金銭債権・金銭債務は次のとおりであります。
短期金銭債権
短期金銭債務

2,176,505 千円
28,115 千円

(税効果会計の注記)
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
(流動の部)
繰延税金資産
貸倒損失損金不算入額

1,227 千円

賞与引当金繰入超過額

29,355 千円

未払事業税

17,751 千円

未払事業所税
仕掛品
未払法定福利費
繰延税金資産の純額

1,901 千円
671 千円
2,935 千円
53,840 千円

(固定の部)
繰延税金資産
減価償却超過額

655 千円

一括償却資産

303 千円

退職給付引当金繰入超過額

71,284 千円

役員退職慰労引当金繰入超過額

4,662 千円

有価証券評価差額

2,246 千円

繰延税金資産の純額

79,150 千円

(１株当たり情報の注記)
1.

1 株当たり純資産額

2.

1 株当たり当期純利益

21,172 円 68 銭
2,253 円 87 銭

