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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,578 ― 128 ― 94 ― 96 ―

20年3月期第3四半期 1,702 △9.1 149 △30.3 113 △35.2 100 △25.4

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3四半期 9.20 ―

20年3月期第3四半期 9.62 ―

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3四半期 7,190 2,837 39.5 270.84
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3四半期  2,837百万円 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、4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、4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.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11日発表の「平成21年3月期 第2四半期決算短信」に記載した数値に変更はございません。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方針」（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3四半期  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3四半期  24,818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3四半期  10,476,446株 20年3月期第3四半期  10,477,870株
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、世界的な金融危機に伴う株安・円高等を背景に、
企業収益の減少や雇用情勢の悪化、個人消費の落ち込みといった問題がより深刻化し、さらなる景況の低
迷に対する危機感が拡がりを見せております。映画興行界もまた、スクリーン数に見合ったヒット作が依
然不足し、殊に国内における洋画の低迷は深刻な状況となってきております。  
 このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、一部作品が
健闘したものの個人消費の伸び悩みと話題作不足などの影響を受けた映画興行事業部門及び近隣の同業施
設との競合や個人消費落ち込み等の影響を受けたスポーツ・レジャー事業部門は、低調な成績に推移いた
しました。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15億7千8百万
円（前年同期比7.3%減）、営業利益は1億2千8百万円（前年同期比14.0%減）、経常利益は9千4百万円（前
年同期比16.6%減）、四半期純利益は9千6百万円（前年同期比4.3%減）となりました。  
  
当第３四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）  

 話題作の不足により、上映作品の選別における大手シネコンとミニシアターの棲み分けが形骸化するな
か、「新宿武蔵野館」としても出来得る限り劇場の個性を意識した独自性のあるラインナップを組んでま
いりました。その結果、「ザ・ローリング・ストーンズ～シャイン・ア・ライト」「ブタがいた教室」等
のスマッシュヒットもありましたが、全般的にヒット作に恵まれず、売上高は3億9百万円（前年同期比
19.2%減）、営業損失は2千3百万円（前年同期は1千1百万円の営業利益）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が完了したことに伴い、よりスポー
ツに関心のある方々に目を向けていただこうと、ホームページをはじめ新聞折込、地域でのチラシ配り等
の営業活動を積極的に行ってまいりましたが、個人消費の伸び悩み等の影響もあり成果が伴わず、売上高
は2億円（前年同期比9.6%減）、営業損失は2千6百万円（前年同期は3千5百万円の営業損失）となりまし
た。 
（不動産事業部門）  

 不動産事業を取り巻く環境が更に厳しくなるなか、賃貸部門の入居状況につきましては大きな変化はな
く引き続き安定しております。販売部門につきましては、当第３四半期連結会計期間において神奈川県鎌
倉市の土地を予定通り売却し、2千6百万円の売上を計上することができました。以上のことから売上高は
5億8千4百万円（前年同期比4.8%増）、営業利益は1億3千1百万円（前年同期比6.1%増）となりました。 
（自動車教習事業部門）  

 自動車運転免許取得の需要が最も見込まれるシーズンを間近に控え、地域との信頼関係を重視した営業
活動を展開し、教習メニューの多様化や送迎バスの利便性を改善するなど、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2億6千7百万円（前年同期比0.3%増）、営業利益は2千3
百万円（前年同期比3.4%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、営業成績は堅調に推移しておりますが、一方で景気低迷の影響を受け住宅関連資材の
売上は縮小しております。また、タスポ導入により自販機でのタバコ売上が急激に低下し回復の目途はな
いと判断し、同自販機を撤去しソフトドリンク自販機を取り扱うことといたしました。その結果、売上高
は2億1千5百万円（前年同期比20.7%減）、営業利益は2千2百万円（前年同期比7.2%減）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３四半期末における総資産は、有利子負債の返済等で流動性預金が減少、また有形固定資産の減価
償却が進んだこと等から、前連結会計年度末に比べ、1億5千9百万円減の71億9千万円となりました。 
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、2億5千3百万円減の43

億5千3百万円となりました。 
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、9千3百

万円増の28億3千7百万円となりました。 
  
当第3四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当第3四半期連結累計期間

に、営業活動において1億7千4百万円、投資活動において4千7百万円の資金を得て、財務活動において2億
8千6百万円の資金を使用した結果、前連結会計年度末に比べ6千4百万円減の4億8千6百万円となりまし
た。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第3四半期連結累計期間の営業活動によって得られた資金は、税金等調整前四半期純利益1億1百万円
に対し、減価償却費1億6百万円、売上債権の増加額1千2百万円、持分法による投資利益1千4百万円等の増
減要因により、1億7千4百万円の収入となりました。  
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第3四半期連結累計期間の投資活動によって得られた資金は、定期預金の払戻による収入1億円、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、4千7百万円の収入となりました。  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第3四半期連結累計期間の財務活動によって使用した資金は、長期借入金の返済による支出2億8千5百
万円等により、2億8千6百万円の支出となりました。  
  

  

  

映画興行事業部門は、新宿地区のシネコンの増加に見合った話題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、個人消費の引き締めに加えて、フィットネ
ス業界への多様な営業形態の参入による会員数減少等の要因から営業成績は計画を下回り、第３四半期の
連結業績に影響を与えることとなりました。 
しかしながらグループの今後の状況については、自動車教習事業部門においては、普通運転免許取得の

需要が最盛期を迎えることや、また映画興行事業部門においては、「蟹工船」など世相を反映した作品が
ヒットするなど、第４四半期に向けての好材料もあり、同時にグループ全体として経費の見直しをはか
り、費用対効果の効率を高めることで収益力の向上をはかれるものと見込んでおります。 
 以上のことから、当第３四半期末においては、連結業績予想の修正は行いません。 

  

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
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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。  
  

    

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 786,955 901,566

受取手形及び売掛金 70,911 58,222

商品 3,614 5,125

繰延税金資産 48,771 48,771

その他 74,700 80,376

貸倒引当金 △1,966 △2,388

流動資産合計 982,985 1,091,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,165,720 1,224,303

機械装置及び運搬具（純額） 12,319 17,196

工具、器具及び備品（純額） 66,945 67,403

土地 3,877,653 3,877,653

有形固定資産合計 5,122,637 5,186,555

無形固定資産   

借地権 76,260 76,260

その他 13,523 15,911

無形固定資産合計 89,783 92,171

投資その他の資産   

投資有価証券 734,348 726,198

長期貸付金 738,281 740,093

その他 175,923 173,246

貸倒引当金 △653,058 △659,121

投資その他の資産合計 995,494 980,416

固定資産合計 6,207,914 6,259,142

資産合計 7,190,899 7,350,814
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 81,557 63,010

短期借入金 391,364 391,364

未払法人税等 3,261 5,130

賞与引当金 15,136 12,989

その他 200,180 178,435

流動負債合計 691,498 650,928

固定負債   

長期借入金 1,463,828 1,749,571

退職給付引当金 173,541 182,054

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 3,662,352 3,956,548

負債合計 4,353,850 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 △288,383 △384,756

自己株式 △6,469 △6,092

株主資本合計 709,648 613,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,872 413

土地再評価差額金 2,129,273 2,129,273

評価・換算差額等合計 2,127,401 2,129,686

純資産合計 2,837,049 2,743,338

負債純資産合計 7,190,899 7,350,814
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,578,746

売上原価 870,239

売上総利益 708,507

販売費及び一般管理費 580,175

営業利益 128,332

営業外収益  

受取利息及び配当金 6,693

持分法による投資利益 14,275

その他 1,694

営業外収益合計 22,662

営業外費用  

支払利息 56,077

その他 108

営業外費用合計 56,185

経常利益 94,809

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,669

前期損益修正益 1,896

その他 629

特別利益合計 9,194

特別損失  

固定資産除却損 1,516

前期損益修正損 1,138

店舗閉鎖損失 220

特別損失合計 2,874

税金等調整前四半期純利益 101,129

法人税、住民税及び事業税 3,261

法人税等調整額 1,495

法人税等合計 4,756

四半期純利益 96,373
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31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 101,129

減価償却費 106,703

固定資産除却損 1,516

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,486

受取利息及び受取配当金 △6,693

支払利息 56,077

為替差損益（△は益） 46

持分法による投資損益（△は益） △14,275

売上債権の増減額（△は増加） △12,688

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,510

仕入債務の増減額（△は減少） 18,547

その他 △17,859

小計 227,527

利息及び配当金の受取額 6,568

利息の支払額 △54,312

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 174,653

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

定期預金の払戻による収入 100,224

有形固定資産の取得による支出 △41,718

貸付金の回収による収入 1,813

その他 36,682

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,001

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 △285,743

自己株式の取得による支出 △377

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,512

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 486,955
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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。 

  

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３四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31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

309,889 200,878 584,486 267,824 215,669 1,578,746 1,578,746

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
52,812 52,812 （52,812）

計 309,889 200,878 637,298 267,824 215,669 1,631,558 （52,812） 1,578,746

営業利益又は営業損失（△） △ 23,372 △ 26,934 131,915 23,588 22,909 128,106 226 128,332

(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・仲介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
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。

4 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)四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日） 

 
  

「参考資料」

科  目

前第3四半期連結累計期間

（自平成19年4月 1日

  至 平成19年12月31日）

金  額（千円）

Ⅰ 売上高 1,702,740
Ⅱ 売上原価 967,658
売上総利益 735,081
Ⅲ 販売費及び一般管理費 585,789
営業利益 149,292
Ⅳ 営業外収益 24,191
Ⅴ 営業外費用

支払利息 59,698
その他 94
営業外費用 計 59,792
経常利益 113,691
Ⅵ  特別利益
貸倒引当金戻入益 14,021
   その他 3,196
特別利益 計 17,218
Ⅶ 特別損失

固定資産売却除却損 574
その他 9,822
特別損失 計 10,397
税金等調整前四半期（当期）純利益 120,512
法人税住民税及び事業税 4,384
法人税等調整額 15,378
四半期（当期）純利益 100,748
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(2)  (要約)四半期連結キャシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日） 

 
  

期 別

前第３四半期連結累計期間

  （自平成19年4月 1日

  至 平成19年12月31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 120,512

  減価償却費 105,293

  支払利息 59,698

  棚卸資産の増加額 △1,160

  仕入債務の減少額 △15,117

  その他 △76,576

      (小計) 192,650

  利息及び配当金の受取額 10,850

  利息の支払額 △54,527

  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 143,833

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形固定資産・投資資産の取得による支出 △111,161

  有形固定資産・投資資産の売却による収入 500

  その他の投資の減少額 253,656

   投資活動によるキャッシュ・フロー 142,994

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 △201,181

  提出会社株式の取得による支出 △476

   財務活動によるキャッシュ・フロー △201,657

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △13

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 85,156

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 530,671
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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】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31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

383,498 222,193 557,976 267,004 272,067 1,702,740 1,702,740

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
52,812 52,812 ( 52,812)

計 383,498 222,193 610,788 267,004 272,067 1,755,552 ( 52,812) 1,702,740

営 業 費 用 372,085 258,079 486,438 242,576 247,370 1,606,550 (53,102) 1,553,448

営業利益又は営業損失（△） 11,412 △35,886 124,350 24,428 24,697 149,002 290 149,292

(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・仲介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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