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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 1,047 ― 95 ― 76 ― 81 ―

20年3月期第2四半期 1,187 △7.5 110 △28.0 89 △30.6 79 △22.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 7.77 ―

20年3月期第2四半期 7.54 ―

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

21年3月期第2四半期 7,225 2,823 39.1 269.54
20年3月期 7,350 2,743 37.3 261.84

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,823百万円 20年3月期  2,743百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,150 △4.4 200 △0.5 160 3.9 140 △2.8 13.36

4.  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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［（注）詳細は、3ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 をご覧ください。］  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、3ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月5日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」により修正した数値を掲載しております。 
当予想を含め、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項につきましては、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．連結業績予想に
関する定性的情報」をご参照ください。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  10,500,000株 20年3月期  10,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  23,899株 20年3月期  23,007株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  10,476,796株 20年3月期第2四半期  10,478,186株
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当第2四半期連結累計期間における我が国の経済は、米国経済の混乱による金融市場低迷の影響が世界
的な金融不安へと拡がりをみせ、また、原油をはじめとするエネルギー・原材料価格の高騰が企業環境及
び個人消費に影響を与え、景気は依然として後退局面から脱せず、回復の兆しが見えない状況が続いてお
ります。映画興行界もまた、シネコンの新設によるスクリーン数の増加に見合ったヒット作が不足し、依
然として厳しい状況が続いております。  
 このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、ヒット作不
足に加えて個人消費の伸び悩みなどの影響を受けた映画興行事業部門、同じく個人消費や近隣の同業施設
等との競合の影響を受けたスポーツ・レジャー事業部門は低調な成績に推移したものの、一方で不動産事
業部門、自動車教習事業部門は概ね計画通りに推移し、売上高は10億4千7百万円（前年同期比11.8%
減）、営業利益は9千5百万円（前年同期比14.0%減）、経常利益は7千6百万円（前年同期比14.8%減）、四
半期純利益は8千1百万円（前年同期比2.8%増）となりました。  
  
当第2四半期連結累計期間の事業の種類別セグメントの状況は以下の通りであります。 
  
（映画興行事業部門）  

 新宿地区に大手シネコン２館19スクリーンが進出するなか、「新宿武蔵野館」もシネコンと重複しない
ミニシアター向けの作品を取り揃え、劇場の個性を意識した番組編成に取り組んでまいりましたが、ヒッ
ト作に恵まれず、売上高は2億1千5百万円（前年同期比26.6%減）、営業損失は1千1百万円（前年同期は1
千8百万円の営業利益）となりました。  
（スポーツ・レジャー事業部門）  

 「コナミスポーツクラブ自由が丘」ではマシンジムのリニューアルや新たなプログラム・メニューを取
り入れるなど、いくつかの営業施策を打ち出してまいりましたが、個人消費の伸び悩み等の影響もあり、
売上高は1億3千5百万円（前年同期比11.4%減）、営業損失は1千4百万円（前年同期は2千3百万円の営業損
失）となりました。 
（不動産事業部門）  

 賃貸部門の入居状況は引き続き安定しております。販売部門につきましては、市場の状況を注意深く見
極めておりますが、当第2四半期会計期間において神奈川県鎌倉市の土地を購入しております。当該土地
は当連結会計年度中に販売できる見込です。以上のことから売上高は3億7千万円（前年同期比0.7%減）、
営業利益は8千8百万円（前年同期比7.8%増）となりました。 
（自動車教習事業部門）  

 若年層人口が減少するなか、教習メニューの多様化を推し進め、また送迎バスのダイヤや本数・コース
を顧客のニーズに合わせ改善するなど、サービスの向上と業務の効率化をはかってまいりました。その結
果、売上高は1億8千2百万円（前年同期比2.2%減）、営業利益は1千7百万円（前年同期比6.8%減）となり
ました。  
（その他の事業部門）  

 外部に経営委託している東京都新宿区のタピオカ入りソフトドリンク販売店は、若い女性を中心とした
顧客層に支持され、堅調に売上を伸ばしておりますが、一方で住宅関連資材の販売は景気の影響を受け、
売上が縮小しております。その結果、売上高は1億4千3百万円（前年同期比21.0%減）、営業利益は1千5百
万円（前年同期比3.2%増）となりました。 
  

※ 前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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当第2四半期末における総資産は、有利子負債の返済や施設の改修による資本的支出の増加等で流動性
預金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ1億2千5百万円減の72億2千5百万円となりまし
た。 
負債合計は、有利子負債の返済を進めたことにより、前連結会計年度末に比べ2億5百万円減の44億2百

万円となりました。 
純資産合計は、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ8千万円

増の28億2千3百万円となりました。 
  
当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ1億6千3百万円減の3億8千7百万円となり

ました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、8千4百万円の税金等調整前四半期純利益に対し、減価償却費や

資産負債の増減額に基づきキャッシュ・フローを算出した結果、税金等調整前四半期純利益とほぼ同額
の、8千4百万円の増加となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出（5千万円）、有形固定資産の取得

による支出（4千1百万円）、出資払戻しによる収入（3千9百万円）などから、5千2百万円の減少となりま
した。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出により、1億9千5百万円の減少と

なりました。 
  

  

本資料提出日における連結業績予想の修正はございませんが、平成20年11月5日に、平成20年5月15日に
公表した平成21年3月期の連結業績予想の修正を行っております。 
平成20年11月5日付の連結業績予想の修正に至った理由といたしましては、映画興行事業部門は新宿地

区に大手シネコン進出によるスクリーン数の増加に見合ったヒット作不足の影響に加えて、個人消費の引
き締め等の要因から、また、スポーツ・レジャー事業部門は、フィットネス業界への多様な営業形態の参
入や個人消費の引き締め等の影響による、フィットネスクラブ及びヨガ教室の会員数減少等の要因から、
第2四半期の連結業績が伸び悩んだことにより、業績予想の修正を行うに至りました。 
しかしながら、今後は新宿武蔵野館において今秋及び年末年始の期待作がラインナップされていること

や、また、前年には計上できなかった不動産販売による売上高と営業利益が見込まれることなどから、通
期の連結業績は、ほぼ前年並みの経営成績を計上できると見込んでおります。 

  
  

該当事項はありません。 
  

  

①繰延税金資産の回収可能性の判断 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や
タックス・プランニングを利用する方法によっております。  
  

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準9

号）を当第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 これにより、従来の方法によった場合に比べ、損益に与える影響はありません。  
  

    

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. 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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5. 【四半期連結財務諸表】

 (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 787,942 901,566 

受取手形及び売掛金 70,594 58,222 

商品 26,612 5,125 

繰延税金資産 48,771 48,771 

その他 87,953 80,376 

貸倒引当金 △1,976 △2,388 

流動資産合計 1,019,896 1,091,672 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,194,735 1,224,303 

機械装置及び運搬具（純額） 15,274 17,196 

工具、器具及び備品（純額） 71,047 67,403 

土地 3,877,653 3,877,653 

有形固定資産合計 5,158,709 5,186,555 

無形固定資産 

借地権 76,260 76,260 

その他 14,384 15,911 

無形固定資産合計 90,644 92,171 

投資その他の資産 

投資有価証券 696,358 726,198 

長期貸付金 738,561 740,093 

その他 174,884 173,246 

貸倒引当金 △653,338 △659,121 

投資その他の資産合計 956,465 980,416 

固定資産合計 6,205,818 6,259,142 

資産合計 7,225,714 7,350,814 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 74,326 63,010 

短期借入金 391,364 391,364 

未払法人税等 2,174 5,130 

賞与引当金 14,064 12,989 

その他 168,442 178,435 

流動負債合計 650,370 650,928 

固定負債 

長期借入金 1,553,889 1,749,571 

退職給付引当金 172,780 182,054 

役員退職慰労引当金 18,648 18,648 

その他 608,880 608,820 

再評価に係る繰延税金負債 1,397,455 1,397,455 

固定負債合計 3,751,652 3,956,548 

負債合計 4,402,022 4,607,476 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,004,500 1,004,500 

利益剰余金 △303,383 △384,756 

自己株式 △6,304 △6,092 

株主資本合計 694,813 613,652 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △394 413 

土地再評価差額金 2,129,273 2,129,273 

評価・換算差額等合計 2,128,879 2,129,686 

純資産合計 2,823,692 2,743,338 

負債純資産合計 7,225,714 7,350,814 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

   【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 1,047,424 

売上原価 563,237 

売上総利益 484,187 

販売費及び一般管理費 388,866 

営業利益 95,321 

営業外収益 

受取利息及び配当金 4,742 

持分法による投資利益 10,609 

その他 1,691 

営業外収益合計 17,042 

営業外費用 

支払利息 36,218 

その他 16 

営業外費用合計 36,234 

経常利益 76,129 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 6,381 

前期損益修正益 1,896 

その他 629 

特別利益合計 8,906 

特別損失 

前期損益修正損 739 

店舗閉鎖損失 220 

特別損失合計 959 

税金等調整前四半期純利益 84,076 

法人税、住民税及び事業税 2,174 

法人税等調整額 528 

四半期純利益 81,374 
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
至 平成20年9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 84,076 

減価償却費 70,725 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,195 

受取利息及び受取配当金 △4,742 

支払利息 36,218 

為替差損益（△は益） △17 

持分法による投資損益（△は益） △10,609 

売上債権の増減額（△は増加） △12,361 

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,487 

仕入債務の増減額（△は減少） 11,316 

その他 △25,840 

小計 121,084 

利息及び配当金の受取額 4,667 

利息の支払額 △36,098 

法人税等の支払額 △5,130 

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,523 

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 △50,000 

有形固定資産の取得による支出 △41,352 

貸付金の回収による収入 1,532 

その他 37,476 

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,344 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △195,682 

自己株式の取得による支出 △212 

財務活動によるキャッシュ・フロー △195,894 

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163,699 

現金及び現金同等物の期首残高 551,467 

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,768 

7

武蔵野興業㈱　(9635)　平成21年3月期第2四半期決算短信



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
  

 
  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

当第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日） 単位：千円

区分 映画興行 スポーツレジャー 不動産 自動車教習 その他の 計 消去又は 合計

事業 事業 事業 事業 事業 全社

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

215,257 135,776 370,196 182,285 143,910 1,047,424 1,047,424

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
35,208 35,208 (35,208)

計 215,257 135,776 405,404 182,285 143,910 1,082,632 (35,208) 1,047,424

営業利益又は営業損失（△） △ 11,743 △ 14,671 88,963 17,029 15,535 95,113 208 95,321

(注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業の主な内容

（１）映画興行事業 映画興行及び映画館売店等の運営

（２）スポーツレジャー事業 スポーツクラブ、ヨガ教室の運営

（３）不動産事業 不動産の販売及びテナントビルの賃貸等

（４）自動車教習事業 自動車教習所の運営

（５）その他の事業 物品販売及び版権事業等

3
営業費用のうち、消去又は全社に含め
た配賦不能運営費用はありません。

4
所在地別セグメント情報は在外連結子
会社及び在外支店がないため、該当す
る事項はありません。

5 海外売上高はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)  (要約)中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

 
  

「参考資料」

科  目

前中間連結会計期間

（自平成19年4月 1日

  至 平成19年9月30日）

金  額（千円）

Ⅰ 売上高 1,187,917
Ⅱ 売上原価 680,163
売上総利益 507,754
Ⅲ 販売費及び一般管理費 396,869
営業利益 110,885
Ⅳ 営業外収益 18,261
Ⅴ 営業外費用

支払利息 39,675
その他 74
営業外費用 計 39,749
経常利益 89,397
Ⅵ  特別利益
貸倒引当金戻入益 13,915
   その他 2,516
特別利益 計 16,431
Ⅶ 特別損失

固定資産売却除却損 492
その他 7,985
特別損失 計 8,477
税金等調整前四半期（当期）純利益 97,351
法人税住民税及び事業税 2,923
法人税等調整額 15,379
四半期（当期）純利益 79,049
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(2)  (要約)中間連結キャシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

 
  

期 別

前中間連結会計期間

  （自平成19年4月 1日

  至 平成19年9月30日）

区 分 金額(千円)

Ⅰ 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 97,351

  減価償却費 71,924

  支払利息 39,675

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,701

  棚卸資産の増減額（△は増加） △1,139

  仕入債務の増減額（△は減少） △1,490

  その他 △51,399

      (小計) 141,221

  利息及び配当金の受取額 7,923

  利息の支払額 △39,571

  法人税等の支払額 △5,140

   営業活動によるキャッシュ・フロー 104,433

Ⅱ 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 △66,580

  定期預金の払戻による収入 200,053

  有形固定資産・投資資産等の増減額 
  （△は増加）

△43,199

   投資活動によるキャッシュ・フロー 90,274

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  長期借入金の返済による支出 △121,686

  提出会社株式の取得による支出 △300

   財務活動によるキャッシュ・フロー △121,986

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △14

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 72,707

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 445,515

Ⅷ 現金及び現金同等物中間期末残高 518,222
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(3)  セグメント情報 

  【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 単位：千円

区分 映画興行 スポーツレジャー 不動産 自動車教習 その他の 計 消去又は 合計

事業 事業 事業 事業 事業 全社

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

293,232 153,262 372,873 186,325 182,225 1,187,917 1,187,917

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
35,208 35,208 ( 35,208)

計 293,232 153,262 408,081 186,325 182,225 1,223,125 ( 35,208) 1,187,917

営 業 費 用 274,954 176,821 325,538 168,049 167,168 1,112,530 (35,498) 1,077,032

営業利益又は営業損失（△） 18,278 △23,559 82,543 18,276 15,057 110,595 290 110,885

(注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業の主な内容

（１）映画興行事業 映画興行及び映画館売店等の運営

（２）スポーツレジャー事業 スポーツクラブ、ヨガ教室の運営

（３）不動産事業 不動産の販売及びテナントビルの賃貸等

（４）自動車教習事業 自動車教習所の運営

（５）その他の事業 物品販売及び版権事業等

3
営業費用のうち、消去又は全社に含め
た配賦不能運営費用はありません。

4
所在地別セグメント情報は在外連結子
会社及び在外支店がないため、該当す
る事項はありません。

5 海外売上高はありません。
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