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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 22,224 ― 1,583 ― 1,525 ― 377 ―
20年3月期第2四半期 24,000 11.8 3,015 18.0 3,095 14.4 1,733 3.8

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 9.98 ―
20年3月期第2四半期 51.24 ―

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 62,871 47,092 74.5 1,250.00
20年3月期 70,974 48,545 67.6 1,257.44

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  46,817百万円 20年3月期  47,995百万円

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
21年3月期 ― 11.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 11.00 22.00

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  有   

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 50,000 △0.2 5,650 △4.5 5,500 △1.8 2,200 △29.0 58.18

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・財務情報等］ 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・財務情報等］ 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．上記予想は本資料の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予想数値と異なる可能性がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
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）および「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う諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  39,006,803株 20年3月期  39,006,803株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,553,147株 20年3月期  838,046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  37,811,462株 20年3月期第2四半期  33,824,424株
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定性的情報・財務諸表等 

※定性的情報に記載する前年同四半期増減率および前年同四半期の金額につきましては、参考として記載しておりま
す。 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気停滞の傾向で推移いたしました。 
 このような経済情勢のもと、タレントマネージメントを基盤としたコンテンツ制作会社として、グループ全体にお
ける「モノ創り」体制の強化を図ってまいりました。 
 その一環として、昨年に続き「LIVE STAND 08」と題したお笑いフェスティバルを、本年４月に３日間開催したほ
か、株式会社よしもとファンダンゴが行ってまいりましたCS放送を本年３月31日をもって終了し、従来CS放送の加入
者向けに提供してまいりました番組の一部を、ブロードバンド配信に移行するなど、新たな施策にも取り組んでまい
りました。 
 当第２四半期連結累計期間におきましては、劇場、テレビ番組の制作受託、イベントやグッズ販売が堅調に推移い
たしました。一方、前年同期に比べ大型タイトルの発売計画本数が少なかったCD・DVD販売が低調に推移いたしまし
た。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における営業収入は22,224,457千円（前年同期比7.4％減）、経常利益は
1,525,092千円（前年同期比50.7％減）となりました。四半期純利益は、「うめだ花月」の閉鎖による減損損失や、
投資有価証券評価損を計上した結果、377,174千円（前年同期比78.2％減）となりました。 
 事業の種類別セグメントの業績といたしましては、制作においては、タレントの番組出演やイベントが堅調に推移
したほか、「なんば花月劇場」および「ルミネtheよしもと」において通常公演に加えて特別公演を実施することに
より集客に注力した結果、営業収入は19,352,040千円（前年同期比7.2％減）となりました。不動産は、本年３月に
賃貸用不動産の一部を売却した結果、営業収入は前年同期比40.3％減の714,924千円となりました。その他の事業
は、新たな商品の開発ならびに販売経路の拡大に努めた結果、営業収入2,157,492千円（前年同期比10.5％増）とな
りました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
①資産、負債及び資本の状況 
 当第２四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8,103,539千円（11.4％）減少の
62,871,395千円となりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ7,448,085千円（22.8％）減少し、25,204,297
千円となりました。固定資産は、37,667,098千円となり、前連結会計年度末に比べ、655,454千円（1.7％）減少い
たしました。 
 当第２四半期連結累計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ6,650,580千円（29.7％）減少し、
15,778,465千円となりました。流動負債は、営業未払金や未払法人税等が減少した結果、前連結会計年度末に比べ
6,474,991千円（34.7％）減少し、12,173,984千円となりました。固定負債は長期預り保証金の減少等により、前
連結会計年度末に比べ175,588千円（4.6％）減少し、3,604,480千円となりました。 
 当第２四半期連結累計期間末における純資産の部は、配当金の支払および自己株式の取得により47,092,930千円
（前連結会計年度末比3.0％減）となりました。 
 以上の結果、自己資本比率は74.5％（前連結会計年度末67.6％）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、15,658,715千円と
なりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益および減価償却費の計上等により増加
し、仕入債務の減少および法人税等の支払額等が減少要因となりました。この結果、当第２四半期連結累計期間の
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,701,089千円の資金の減少となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支出や無形固定資産の取得による支出に
より1,854,828千円の資金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、主に配当金の支払や自己株式の取得による支出により1,546,193千円の
資金の減少となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 
 当第２四半期連結累計期間につきましては、劇場、タレントの番組出演、イベントやグッズ販売が堅調に推移した
ほか、概ね当初の見込みどおり推移いたしました。 
 一方、持分法による投資損失（190百万円）が発生いたしました。また、当社グループが保有する投資有価証券の
一部について、市場価額が著しく下落したこと等による投資有価証券評価損を計上したほか、当第２四半期連結会計
期間において「うめだ花月」の閉館を決定したことから、減損損失（157百万円）および固定資産除却損（48百万
円）等の特別損失を計上いたしました。 
 以上を踏まえて再度検討を行った結果、以下のとおり通期の連結業績予想を修正しております。 
（通期） 

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） 

 該当事項はありません。 

（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 
①簡便な会計処理 
一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら
れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

棚卸資産の評価方法 
 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸
高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。 

固定資産の減価償却費の算定方法 
 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に
よっております。 

繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発生
状況に著しい変化がないと認められるので、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。 

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 
税金費用の計算 
 当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する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に
含めて表示しております。 

（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 
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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 
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棚卸資産の評価基準及び評価方法 
 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として 終仕入原価法による原価法によっておりま
したが、第１四半期連結会計期間より、「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 終改正平成20年９月25日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として 終仕入原価
法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま
す。 
 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  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

前回発表予想（Ａ） 50,000 5,650 5,600 3,100 86 00 

今回修正予想（Ｂ） 50,000 5,650 5,500 2,200 58 18 

増減額（Ｂ-Ａ） － － △100 △900   － 

増減率（％） － － △1.8 △29.0 － 

前期実績 50,108 5,919 5,730 3,076 85 46 
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③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお
ります。 
 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準等の適用 
 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企
業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18
日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、
所有権移転外ファイナンス・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から通常の
売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用して
おります。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 
 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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 15,958,715 23,752,157

営業未収入金 5,662,285 5,534,594

有価証券 － 9,615

商品 898,964 690,335

その他 2,822,227 2,819,526

貸倒引当金 △137,896 △153,846

流動資産合計 25,204,297 32,652,382

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,036,707 6,401,402

土地 6,271,556 6,271,556

その他（純額） 382,127 410,277

有形固定資産合計 12,690,390 13,083,236

無形固定資産   

のれん 4,862,010 5,005,048

その他 2,165,183 2,410,068

無形固定資産合計 7,027,193 7,415,116

投資その他の資産   

投資有価証券 10,119,691 9,989,065

その他 7,943,221 7,965,037

貸倒引当金 △113,398 △129,902

投資その他の資産合計 17,949,514 17,824,199

固定資産合計 37,667,098 38,322,552

資産合計 62,871,395 70,974,935

負債の部   

流動負債   

営業未払金 5,826,443 7,072,671

短期借入金 2,200,000 2,200,000

未払法人税等 777,893 5,630,864

引当金 471,739 433,689

その他 2,897,907 3,311,750

流動負債合計 12,173,984 18,648,975

固定負債   

長期借入金 1,000,000 1,000,000

退職給付引当金 575,010 562,006

役員退職慰労引当金 216,639 195,217

長期預り保証金 1,694,825 1,926,896

負ののれん 33,381 35,949
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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) 

その他 84,623 60,000

固定負債合計 3,604,480 3,780,069

負債合計 15,778,465 22,429,045

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,806,956 4,806,956

資本剰余金 14,219,411 14,219,456

利益剰余金 28,228,461 28,292,821

自己株式 △1,305,359 △354,979

株主資本合計 45,949,468 46,964,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 843,745 1,046,701

為替換算調整勘定 24,025 △15,951

評価・換算差額等合計 867,771 1,030,750

少数株主持分 275,690 550,885

純資産合計 47,092,930 48,545,890

負債純資産合計 62,871,395 70,974,935
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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) 

営業収入 22,224,457

営業原価 18,068,171

営業総利益 4,156,285

販売費及び一般管理費 2,573,036

営業利益 1,583,249

営業外収益  

受取利息 15,535

受取配当金 86,225

その他 83,313

営業外収益合計 185,074

営業外費用  

支払利息 21,064

持分法による投資損失 190,953

その他 31,214

営業外費用合計 243,232

経常利益 1,525,092

特別利益  

貸倒引当金戻入額 19,418

その他 695

特別利益合計 20,114

特別損失  

固定資産除却損 54,588

減損損失 157,455

投資有価証券評価損 315,809

その他 20,103

特別損失合計 547,956

税金等調整前四半期純利益 997,250

法人税等 646,187

少数株主損失（△） △26,111

四半期純利益 377,174
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収入 11,731,549

営業原価 9,473,432

営業総利益 2,258,116

販売費及び一般管理費 1,303,421

営業利益 954,694

営業外収益  

受取利息 10,482

受取配当金 500

その他 52,947

営業外収益合計 63,929

営業外費用  

支払利息 9,886

持分法による投資損失 37,306

その他 18,366

営業外費用合計 65,559

経常利益 953,065

特別利益  

貸倒引当金戻入額 16,791

特別利益合計 16,791

特別損失  

固定資産除却損 52,846

減損損失 157,455

投資有価証券評価損 46,348

特別損失合計 256,650

税金等調整前四半期純利益 713,206

法人税等 386,726

少数株主損失（△） △8,977

四半期純利益 335,456

8

吉本興業㈱（9665）　平成21年３月期　第２四半期決算短信



（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 997,250

減価償却費 1,078,917

減損損失 157,455

のれん償却額 140,470

持分法による投資損益（△は益） 190,953

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,004

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,734

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,422

返品調整引当金の増減額（△は減少） 45,315

受取利息及び受取配当金 △101,760

支払利息 21,064

投資有価証券評価損益（△は益） 315,809

固定資産除却損 54,588

売上債権の増減額（△は増加） 79,507

たな卸資産の増減額（△は増加） △208,628

仕入債務の増減額（△は減少） △1,321,155

その他の流動資産の増減額（△は増加） 43,005

その他の固定資産の増減額（△は増加） △12,014

その他の流動負債の増減額（△は減少） △531,310

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,773

預り保証金の増減額（△は減少） △214,020

その他 △11,777

小計 752,603

利息及び配当金の受取額 100,132

利息の支払額 △21,168

法人税等の支払額 △5,532,656

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,701,089

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △66,721

無形固定資産の取得による支出 △525,201

関係会社株式の取得による支出 △27,997

投資有価証券の取得による支出 △1,059,788

投資有価証券の売却による収入 22,131

短期貸付けによる支出 △73,314

短期貸付金の回収による収入 83,575

投資その他の資産の取得による支出 △283,834

その他 76,322

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,854,828
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,550,000

短期借入金の返済による支出 △2,550,000

少数株主からの払込みによる収入 4,000

自己株式の取得による支出 △834,553

配当金の支払額 △467,989

少数株主への配当金の支払額 △242,000

その他 △5,651

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,546,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,102,111

現金及び現金同等物の期首残高 23,761,773

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △945

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,658,715
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

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） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、単元未満株式の買取のほか、平成20年５月23日および平成20年９月９日開催の取締役会における自己

株式の取得決議に基づく自己株式の取得675,100株および持分法適用会社による当社株式の取得161,000株（うち

当社帰属分39,799株）により、自己株式が前連結会計期間末（平成20年３月31日）に比べ950,380千円増加いた

しました。 

  
制作 

（千円） 
不動産 
（千円） 

事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 10,143,616 389,130 1,198,801 11,731,549 － 11,731,549 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
95,340 363,889 78,631 537,860 (537,860) － 

計 10,238,957 753,020 1,277,432 12,269,409 (537,860) 11,731,549 

営業費用 9,142,714 545,533 1,250,663 10,938,911 (162,057) 10,776,854 

営業利益 1,096,242 207,486 26,768 1,330,497 (375,803) 954,694 

  
制作 

（千円） 
不動産 
（千円） 

事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 19,352,040 714,924 2,157,492 22,224,457 － 22,224,457 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
166,293 699,444 129,182 994,919 (994,919) － 

計 19,518,333 1,414,369 2,286,674 23,219,377 (994,919) 22,224,457 

営業費用 17,527,653 1,072,531 2,232,340 20,832,525 (191,317) 20,641,207 

営業利益 1,990,680 341,837 54,334 2,386,851 (803,602) 1,583,249 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）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） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収入   24,000 100.0 

Ⅱ 営業原価   18,305 76.3 

営業総利益   5,694 23.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,679 11.1 

営業利益   3,015 12.6 

Ⅳ 営業外収益       

１. 受取利息 38     

２． 受取配当金 84     

３． 負ののれん償却額 1     

４． その他 44 169 0.7 

Ⅴ 営業外費用       

１． 支払利息 39     

２． 持分法による投資損失 13     

３． その他 36 90 0.4 

経常利益   3,095 12.9 

Ⅵ 特別利益   － － 

Ⅶ 特別損失       

１． 固定資産除却損 45     

２． その他 16 62 0.3 

税金等調整前中間純利益   3,032 12.6 

法人税、住民税及び事業
税 

1,261     

法人税等調整額 7 1,269 5.3 

少数株主利益   30 0.1 

中間純利益   1,733 7.2 
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（２）中間連結キャッシュ・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） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前中間純利益 3,032 

２ 減価償却費 973 

３ 持分法による投資損益（△は利益） 13 

４ 退職給付引当金の増減額（△は減少額）  12 

５ 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少額） △139 

６ 貸倒引当金の増減額（△は減少額） 11 

７ 返品調整引当金の増減額（△は減少額） 24 

８ 受取利息及び受取配当金 △123 

９ 支払利息 39 

10 固定資産除却損 45 

11 売上債権の増減額（△は増加額） △240 

12 たな卸資産の増減額（△は増加額） 16 

13 仕入債務の増減額（△は減少額） △307 

14 その他流動資産の増減額（△は増加額） △197 

15 その他固定資産の増減額（△は増加額） △0 

16 その他流動負債の増減額（△は減少額） 83 

17 その他固定負債の増減額（△は減少額） △12 

18 役員賞与の支払額 △66 

19 その他 63 

小計 3,230 

20 利息及び配当金の受取額  129 

21 利息の支払額  △32 

22 法人税等の支払額  △2,204 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,122 
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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（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出 △216 

２ 無形固定資産の売却による収入  143 

３ 無形固定資産の取得による支出  △798 

４ 投資有価証券の取得による支出  △15 

５ 投資有価証券の売却による収入  2 

６ 関係会社株式の売却による収入 1,190 

７ 短期貸付けによる支出  △104 

８ 短期貸付金の回収による収入  106 

９ 投資その他の資産の取得による支出  △500 

10 その他  36 

投資活動によるキャッシュ・フロー △156 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額（△は減少額）  △900 

２ 少数株主への株式の発行による収入  50 

３ 自己株式の取得による支出  △0 

４ 親会社による配当金の支払額  △484 

５ 少数株主への配当金の支払額  △0 

６ 減資に伴う少数株主への支払  △2,000 

７ その他  △10 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,346 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 147 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） △2,232 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 13,586 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,764 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 9,589 

14

吉本興業㈱（9665）　平成21年３月期　第２四半期決算短信



（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：百万円）

  制作 不動産 事業 計 消去又は全社 連結 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 20,851 1,196 1,952 24,000 － 24,000 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
97 26 416 540 (540) － 

計 20,948 1,223 2,369 24,541 (540) 24,000 

営業費用 17,681 717 2,160 20,559 425 20,984 

営業利益 3,267 505 208 3,981 (965) 3,015 
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