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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 55,534 ― 6,403 ― 6,766 ― 1,090 ―
20年3月期第2四半期 51,713 △7.2 3,545 △31.4 3,853 △30.0 3,481 66.5

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 7.54 ―
20年3月期第2四半期 25.30 ―

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 215,063 105,282 40.1 595.53
20年3月期 215,322 104,268 39.6 589.73

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  86,186百万円 20年3月期  85,352百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 6.00

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 105,000 2.2 10,000 20.2 10,600 14.0 2,900 △51.5 20.04

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  無  

(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 
 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 有

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 147,689,096株 20年3月期 147,689,096株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 2,966,857株 20年3月期 2,958,035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 144,726,650株 20年3月期第2四半期 139,075,212株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危

機の深刻化、原油をはじめとする原材料価格の高騰により、企業収益は悪化し、設備投資や個人消費も減

速するなど、景気後退への懸念が強まる状況で推移いたしました。当社グループを取り巻く事業環境にお

きましても、先行きへの不透明感から消費者の選別志向が強く、厳しい情勢下にありました。  

 このような状況のなかで当社グループは、映像関連事業におきましては映画製作配給業・ビデオ営業・

テレビ営業の映像３部門の連携強化、映像版権営業・催事営業の積極展開等により収益の拡大をはかると

ともに、観光不動産事業・その他事業の各部門におきましても厳しい事業環境に対応して堅実な営業施策

の遂行に努めました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は555億３千４百円（前年同期比7.4％増）、経常利益は

67億６千６百万円（前年同期比75.6％増）となり、また特別利益として固定資産売却益等６億８千万円

を、特別損失として投資有価証券評価損等44億３千８百万円等を計上いたしまして、四半期純利益は10億

９千万円（前年同期比68.7％減）となりました。  

 次に各セグメント別の概況をご報告申し上げます。  

〔映像関連事業部門〕  

 映画製作配給業は、「相棒 －劇場版－ 絶体絶命！東京ビッグシティマラソン42.195km」「神様のパズ

ル」「劇場版 仮面ライダーキバ 魔界城の王」「炎神戦隊ゴーオンジャー BUNBUN!BANBAN!劇場BANG!!」

「フライング☆ラビッツ」他の11本を提携製作し、これに他社作品「ＭＯＮＧＯＬ モンゴル」「春よこ

い」「クライマーズ・ハイ」を加えた計14本を配給いたしました。このうち人気テレビドラマを映画化し

た「相棒 －劇場版－絶体絶命！東京ビッグシティマラソン42.195km」が大ヒットとなったほか、「クラ

イマーズ・ハイ」が好稼働しました。ビデオ営業は、主力の劇場用映画のＤＶＤ作品のほか、テレビ映画

のＤＶＤ作品の販売をいたしました。テレビ営業は、「警視庁捜査一課９係」「相棒 Ｓｅａｓｏｎ７」

等を制作し、作品内容の充実と受注本数の確保に努め、キャラクターの商品化権営業も堅調に推移しまし

た。そのほか、劇場用映画・テレビ映画等の地上波放映権及びビデオ化権等を販売し、アニメ関連では、

国内及び海外向けの版権営業が好調に推移しました。また、映画興行業は、本年６月にシネマコンプレッ

クス「Ｔ・ジョイ出雲」（島根県出雲市）を開業し、本年９月には静岡東映劇場を閉館したことにより、

９スクリーン増の148スクリーン体制（東映㈱直営館６スクリーン含む）となりました。  

 以上により、当部門の売上高は478億１千６百万円（前年同期比11.8％増）営業利益は62億４千２百万

円（前年同期比95.3％増）となりました。 

〔観光不動産事業部門〕  

 不動産賃貸業は、「プラッツ大泉」「オズ スタジオ シティ」「渋谷東映プラザ」「Ｅ～ｍａビル」

「三田シティハウス」「新宿三丁目イーストビル」等の賃貸施設が堅調に稼働いたしました。ホテル業

は、厳しい状況が続くなか、各ホテルとも質的向上に努め懸命な営業活動を展開いたしました。その結

果、売上高は38億５千万円（前年同期比6.9％減）営業利益は12億７千５百万円（前年同期比16.7％減）

となりました。 

〔その他事業部門〕  

 その他事業部門は、景気が後退局面に入り、懸命の営業活動を展開しました。その結果、売上高は38億

６千７百万円（前年同期比19.6%減）営業利益は９千万円（前年同期比3.9％増）となりました。 
  

※ 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。したがいまして、当第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算

書と前年同期の中間連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は、2,150億６千３百万円となり、前期末に比べ２億５千８百万円減少

しました。これは主に、仕掛品が25億９千８百万円、その他流動資産が10億５千万円増加し、現金及び預

金が15億９千８百万円、投資有価証券が38億１千４百万円減少したことによるものであります。  

 当第２四半期末における負債の部は、1,097億８千万円となり、前期末に比べ12億７千３百万円減少し

ました。これは主に、その他流動負債が18億７百万円増加し、未払法人税等が22億３千４百万円、借入金

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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が10億１千９百万円減少したことによるものであります。  

 当第２四半期末における純資産の部は、1,052億８千２百万円となり、前期末に比べ10億１千４百万円

増加しました。これは主に、四半期純利益等により利益剰余金が６億３千２百万円、その他有価証券評価

差額金が２億２千３百万円増加したことによるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・

フローが16億５千２百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが14億５千２百万円、財務活動に

よるキャッシュ・フローが17億９千万円減少した結果、209億２千４百万円（前年同期は328億２千９百万

円）となりました。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕  

 営業活動により得た資金は、16億５千２百万円（前年同期は34億８千２百万円の増加）となりました。

これは、税金等調整前第２四半期純利益30億８百万円、投資有価証券評価損44億４千万円等による増加が

ありましたが、たな卸資産の増減額25億５千５百万円、法人税等の支払額36億８千２百万円等による減少

があったことによります。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕  

 投資活動により支出した資金は、14億５千２百万円（前年同期は66億７百万円の減少）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出８億６千２百万円、定期預金の預入による支出５億１千２百万円

等があったことによります。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕  

 財務活動により支出した資金は、17億９千万円（前年同期は58億７千２百万円の増加）となりました。

これは、借入金の減少11億３百万円および配当金の支払６億６千２百万円等があったことによります。 

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月28日発表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」で発表いたしましたとおり、第２四半期累計期間の業績の好調を受け、売上高1,050億円、営業利益

100億円、経常利益106億円を、また第２四半期末における減損処理による投資有価証券評価損の計上を受

け、当期純利益29億円を見込んでおります。 なお、実際の業績は、当社グループの事業を取り巻く経済

環境、市場動向等様々な要因により、記述されている業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることを

ご承知おきください。 

  
  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最終改正平成19年３月30日 企業会計基

準第13号）及び「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 最終改正平成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、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。 

 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。 

 この変更による四半期連結貸借対照表への影響は軽微であり、損益に与える影響はありません。  

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：百万円） 

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 22,147 23,746 

受取手形及び売掛金 14,072 13,080 

商品及び製品 889 827 

仕掛品 13,948 11,349 

原材料及び貯蔵品 555 656 

その他 3,689 2,639 

貸倒引当金 △305 △293 

流動資産合計 54,996 52,005 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 39,951 40,258 

土地 44,396 44,382 

その他（純額） 1,972 1,548 

有形固定資産合計 86,320 86,189 

無形固定資産 

のれん 1,601 1,719 

その他 876 826 

無形固定資産合計 2,478 2,546 

投資その他の資産 

投資有価証券 56,683 60,498 

その他 16,894 16,438 

貸倒引当金 △2,309 △2,355 

投資その他の資産合計 71,269 74,581 

固定資産合計 160,067 163,317 

資産合計 215,063 215,322 
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（単位：百万円） 

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 18,775 17,754 

短期借入金 2,710 2,130 

1年内返済予定の長期借入金 3,927 4,207 

未払法人税等 1,186 3,420 

賞与引当金 939 958 

その他 10,605 8,797 

流動負債合計 38,144 37,269 

固定負債 

社債 15,300 15,300 

長期借入金 23,050 24,370 

退職給付引当金 3,383 3,520 

役員退職慰労引当金 1,043 1,180 

負ののれん 2,040 2,327 

その他 26,818 27,086 

固定負債合計 71,636 73,785 

負債合計 109,780 111,054 

純資産の部 

株主資本 

資本金 11,707 11,707 

資本剰余金 21,742 21,742 

利益剰余金 50,986 50,353 

自己株式 △675 △670 

株主資本合計 83,760 83,133 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2,825 △3,048 

繰延ヘッジ損益 △43 △60 

土地再評価差額金 5,312 5,312 

為替換算調整勘定 △17 15 

評価・換算差額等合計 2,425 2,218 

少数株主持分 19,096 18,916 

純資産合計 105,282 104,268 

負債純資産合計 215,063 215,322 
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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：百万円） 

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 55,534 

売上原価 36,880 

売上総利益 18,653 

販売費及び一般管理費 

人件費 4,818 

広告宣伝費 602 

賞与引当金繰入額 701 

退職給付費用 539 

減価償却費 477 

その他 5,110 

販売費及び一般管理費合計 12,250 

営業利益 6,403 

営業外収益 

受取配当金 223 

負ののれん償却額 286 

持分法による投資利益 206 

その他 144 

営業外収益合計 861 

営業外費用 

支払利息 438 

その他 59 

営業外費用合計 498 

経常利益 6,766 

特別利益 

固定資産売却益 487 

貸倒引当金戻入額 49 

その他 143 

特別利益合計 680 

特別損失 

投資有価証券評価損 4,436 

その他 1 

特別損失合計 4,438 

税金等調整前四半期純利益 3,008 

法人税、住民税及び事業税 1,382 

法人税等調整額 183 

法人税等合計 1,566 

少数株主利益 350 

四半期純利益 1,090 
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  【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円） 

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) 

売上高 28,382 

売上原価 19,019 

売上総利益 9,362 

販売費及び一般管理費 

人件費 2,363 

広告宣伝費 360 

賞与引当金繰入額 411 

退職給付費用 281 

減価償却費 255 

その他 2,638 

販売費及び一般管理費合計 6,309 

営業利益 3,052 

営業外収益 

受取利息 59 

受取配当金 15 

負ののれん償却額 143 

その他 13 

営業外収益合計 231 

営業外費用 

支払利息 220 

持分法による投資損失 365 

その他 93 

営業外費用合計 679 

経常利益 2,605 

特別利益 

固定資産売却益 487 

貸倒引当金戻入額 12 

その他 119 

特別利益合計 619 

特別損失 

投資有価証券評価損 4,436 

その他 1 

特別損失合計 4,438 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,213 

法人税、住民税及び事業税 70 

法人税等調整額 △313 

法人税等合計 △242 

少数株主利益 1 

四半期純損失（△） △973 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 3,008

減価償却費 1,348

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △154

賞与引当金の増減額（△は減少） △20

受取利息及び受取配当金 △314

支払利息 438

持分法による投資損益（△は益） △206

投資有価証券評価損益（△は益） 4,440

固定資産売却損益（△は益） △487

売上債権の増減額（△は増加） △901

仕入債務の増減額（△は減少） 921

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,555

預り保証金の増減額（△は減少） △552

その他 107

小計 5,037

利息及び配当金の受取額 658

利息の支払額 △360

法人税等の支払額 △3,682

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,652

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 △512

定期預金の払戻による収入 42

有形固定資産の取得による支出 △862

無形固定資産の取得による支出 △137

無形固定資産の売却による収入 296

投資有価証券の取得による支出 △98

投資有価証券の売却による収入 15

貸付けによる支出 △83

貸付金の回収による収入 79

差入保証金の差入による支出 △103

その他 △90

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,452

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） 580

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △2,183

リース債務の返済による支出 △19

配当金の支払額 △442

少数株主への配当金の支払額 △220

その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,790

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,666

現金及び現金同等物の期首残高 22,492

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 44

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 53

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,924
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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。 

  

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) 

該当事項ありません。 

  

  

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) 

  

 

(注) １ 事業区分は、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) 映像関連事業…………劇場用映画、教育映像等の製作・配給、輸出入、映画劇場の経営、ホームビデオソ

フトの製作・販売、テレビ映画の製作・配給、映像版権に関する事業、フイルムの

現像等、広告代理業、テレビCMの製作、CS放送の委託放送事業、映画村の経営、そ

の他映像関連事業 

 (2) 観光不動産事業………戸建住宅等の建設・販売、賃貸施設の賃貸、ホテルの経営 

 (3) その他事業……………建築工事・室内装飾請負等に関する事業、物品の販売 

  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) 

該当事項ありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

映像関連 
事業 
(百万円)

観光不動産
事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

47,816 3,850 3,867 55,534 ― 55,534

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

297 279 108 685 (685) ―

計 48,113 4,130 3,976 56,219 (685) 55,534

営業利益 6,242 1,275 90 7,609 (1,205) 6,403

【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)

【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)

(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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前四半期に係る財務諸表等 

（１）前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

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 売上高 51,713 100.0
Ⅱ 売上原価 35,565 68.8
   売上総利益 16,147 31.2
Ⅲ 販売費及び一般管理費
 １ 人件費 4,858
 ２ 宣伝費 1,317
 ３ 賞与引当金繰入額 729
 ４ 退職給付費用 482
 ５ 貸倒引当金繰入額 9
 ６ 減価償却費 495
 ７ 委託手数料 386
 ８ その他 4,323 12,602 24.4
   営業利益 3,545 6.8
Ⅳ 営業外収益
 １ 受取利息 91
 ２ 受取配当金 222
 ３ 持分法による 
   投資利益 154

 ４ 負ののれん償却額 411
 ５ その他 81 961 1.9
Ⅴ 営業外費用
 １ 支払利息 460
 ２ その他 193 653 1.3
   経常利益 3,853 7.4
Ⅵ 特別利益
 １ 貸倒引当金戻入益 88
 ２ 固定資産売却益 5,895
 ３ 投資有価証券売却益 43
 ４ 連結子会社所有の 
      親会社株式売却益

201 6,228 12.0

Ⅶ 特別損失
 １ 減損損失 2,707
 ２ 固定資産売却損 32
 ３ その他 9 2,748 5.3
   税金等調整前 
   中間純利益 7,333 14.1

   法人税、住民税 
   及び事業税 4,802

   法人税等調整額 △ 1,701 3,101 6.0
   少数株主利益 751 1.4
   中間純利益 3,481 6.7
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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 7,333

２ 減価償却費 1,348

３ 減損損失 2,707

４ 負ののれん償却額 △ 214

５ 貸倒引当金の増減額 △ 101

６ 退職給付引当金の増減額 △ 143

７ 役員退職慰労引当金の増減額 △ 56

８ 賞与引当金の増減額 3

９ 持分法による未実現利益の増減 △ 16

10 受取利息及び受取配当金 △ 313

11 支払利息 460

12 持分法による投資利益 △ 154

13 投資有価証券売却損益 △ 44

14 固定資産売却損益 △ 5,865

15 固定資産除却損 31

16 連結子会社所有の親会社株式売却益 △ 201

17 売上債権の増減額 850

18 仕入債務の増減額 △ 37

19 たな卸資産の増減額 727

20 その他の流動資産の増減額 615

21 未払消費税の増減額 39

22 その他の流動負債の増減額 805

23 預り保証金の増減額 △ 340

24 その他 97

小  計 7,530

25 利息及び配当金の受取額 548

26 利息の支払額 △ 456

27 法人税等の支払額 △ 4,243

28 法人税等の還付額 104

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,482
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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 定期預金の預入による支出 △ 1,516

２ 定期預金の払戻による収入 63

３ 有形固定資産の取得による支出 △ 2,226

４ 無形固定資産の取得による支出 △ 189

５ 有形固定資産の売却による収入 7,260

６ 投資有価証券の取得による支出 △ 9,262

７ 投資有価証券の売却による収入 70

８ 貸付けによる支出 △ 150

９ 貸付金の回収による収入 90

10 差入保証金の増減額 △ 140

11 その他 △ 604

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,607

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 社債の発行による収入 6,000

２ 短期借入金の純増減額 △ 5,390

３ 長期借入れによる収入 10,300

４ 長期借入金の返済による支出 △ 12,623

５ 親会社による配当金の支払額 △ 391

６ 少数株主への配当金の支払額 △ 373

７ 自社株の売却による収入 9,025

８ その他 △ 673

  財務活動によるキャッシュ・フロー 5,872

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 25

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 2,773

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 30,055

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 32,829
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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) 

 
(注) １ 事業区分は、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 

 
   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当中間連結会計期間1,227百万

円であり、その主なものは親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

   ４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(４)会計処理基準に関する事項 ②重要な減価

償却資産の減価償却の方法(会計方針の変更)に記載の通り、当中間連結会計期間より、「所得税法等の一

部を改正する法律」(平成19年３月30日 法律第６号)及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」(平成

19年３月30日 政令第83号)に基づく方法に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響は、各部

門とも軽微であります。 

  【所在地別セグメント情報】 

   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) 

   全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグ

メント情報記載を省略しております。 

  【海外売上高】 

   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) 

   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

映像関連 
事業 
(百万円)

観光不動産
事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

42,769 4,137 4,807 51,713 － 51,713

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

215 278 262 756 ( 756) －

計 42,984 4,416 5,069 52,470 ( 756) 51,713

営業費用 39,787 2,885 4,981 47,654 513 48,168

営業利益 3,196 1,531 87 4,815 ( 1,270) 3,545

(1) 映像関連事業 ……… 劇場用映画、教育映像等の製作・配給、輸出入、映画劇場の経営、Ｄ
ＶＤソフトの製作・販売、テレビ映画及びＣＭの製作、映像版権に関
する事業、フイルムの現像等、広告代理業、映画村の経営、その他映
像関連事業

(2) 観光不動産事業 ……… 戸建住宅等の建設・販売、賃貸施設の賃貸、ホテルの経営

(3) その他事業 ……… 建築工事・室内装飾請負等に関する事業、物品の輸入販売
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