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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 81,656 ― 8,838 ― 9,393 ― 1,448 ―
20年3月期第3四半期 76,789 △7.1 5,233 △27.1 6,130 △20.1 6,871 89.8

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3四半期 10.40 ―
20年3月期第3四半期 49.41 ―

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 211,602 97,219 37.1 619.88
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3四半期  78,484百万円 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 2,100 △64.9 16.59

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3四半期  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3四半期  21,077,429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3四半期  139,293,085株 20年3月期第3四半期  139,072,806株
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 当第３四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

機以降、広範な業種にわたる景気の悪化が進行して、企業収益は大幅に減少し、雇用情勢も急激に深刻化

するなど、不況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・ビデオ事

業・テレビ事業の映像３部門の連携強化、映像版権事業・催事事業の積極展開等により収益構造の拡大を

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３四半期連結累計期間の売上高は816億５千６百万円（前年同期比6.3％増）、経常利益

は93億９千３百万円（前年同期比53.2％増）となり、また特別利益として固定資産売却益等７億５千１百

万円を、特別損失として投資有価証券評価損等66億２千６百万円を計上いたしまして、四半期純利益は14

億４千８百万円（前年同期比78.9％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！42.195km 東京ビッグシティマラソン」「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!!」「まぼろしの邪馬台国」他の17本を提携製作し、これに他社作品「ＭＯＮＧＯＬ モンゴル」

「クライマーズ・ハイ」ほか４本を加えた計21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！42.195km 東京ビッグシティマラソン」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、「相棒 Ｓｅａｓｏｎ７」「仮面ライダーキ

バ」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、昨年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、昨年９月には静岡東映劇場を、また10月に浜松

東映劇場を閉館したことにより、８スクリーン増の147スクリーン体制（東映㈱直営館５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696億２千３百万円（前年同期比9.8％増）営業利益は85億２千５百万円

（前年同期比81.6％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57億９千万円（前年同期比7.6％減）営業利益は19億７千５百万円（前年同期比12.5％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62億

４千１百万円（前年同期比12.2%減）営業利益は１億９千万円（前年同期比36.9％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３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算

書と前年同期の四半期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３四半期末における総資産は、2,116億２百万円となり、前期末に比べ37億２千万円減少しまし

た。これは主に、仕掛品が23億６千５百万円、その他が９億３千万円増加し、現金及び預金が23億２千４

百万円、投資有価証券が60億９千３百万円減少したことによるものであります。  

 当第３四半期末における負債の部は、1,143億８千２百万円となり、前期末に比べ33億２千８百万円増

・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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加しました。これは主に、借入金が53億４千３百万円、その他が23億５千３百万円増加し、未払法人税等

が28億５千７百万円、預り保証金が12億５千４百万円減少したことによるものであります。  

 当第３四半期末における純資産の部は、972億１千９百万円となり、前期末に比べ70億４千８百万円減

少しました。これは主に、四半期純利益等により利益剰余金が５億４千７百万円、自己株式取得等により

自己株式が66億８千７百万円増加し、その他有価証券評価差額金が６億３千万円減少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、営業活動によるキャッシュ・

フローが30億１千１百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが24億８千万円、財務活動による

キャッシュ・フローが29億９千６百万円減少した結果、199億９千７百万円（前年同期は276億６千８百万

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、30億１千１百万円（前年同期は５千万円の増加）となりました。これは、

税金等調整前四半期純利益35億１千７百万円、投資有価証券評価損65億３千９百万円等による増加があり

ましたが、たな卸資産の増減額24億３千８百万円、法人税等の支払額48億９千８百万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、24億８千万円（前年同期は29億６千３百万円の減少）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出12億３千９百万円、定期預金の預入による支出12億４百万円等が

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、29億９千６百万円（前年同期は５億３千８百万円の増加）となりまし

た。これは、自己株式の取得による支出66億９千１百万円、借入金の増加52億５千９百万円があったこと

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21年２月13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３四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３四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21億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 21,421 23,746 

受取手形及び売掛金 14,129 13,080 

商品及び製品 1,096 827 

仕掛品 13,714 11,349 

原材料及び貯蔵品 464 656 

その他 3,569 2,639 

貸倒引当金 △317 △293 

流動資産合計 54,078 52,005 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 39,484 40,258 

土地 44,396 44,382 

その他（純額） 2,176 1,548 

有形固定資産合計 86,056 86,189 

無形固定資産   

のれん 1,399 1,719 

その他 895 826 

無形固定資産合計 2,295 2,546 

投資その他の資産   

投資有価証券 54,404 60,498 

その他 17,046 16,438 

貸倒引当金 △2,279 △2,355 

投資その他の資産合計 69,171 74,581 

固定資産合計 157,523 163,317 

資産合計 211,602 215,322 
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（単位：百万円）

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 18,323 17,754 

短期借入金 10,000 2,130 

1年内返済予定の長期借入金 3,681 4,207 

未払法人税等 562 3,420 

賞与引当金 395 958 

その他 11,150 8,797 

流動負債合計 44,113 37,269 

固定負債   

社債 15,300 15,300 

長期借入金 22,369 24,370 

退職給付引当金 3,418 3,520 

役員退職慰労引当金 1,069 1,180 

負ののれん 1,897 2,327 

その他 26,213 27,086 

固定負債合計 70,269 73,785 

負債合計 114,382 111,054 

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 50,901 50,353 

自己株式 △7,358 △670 

株主資本合計 76,992 83,133 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,679 △3,048 

繰延ヘッジ損益 △96 △60 

土地再評価差額金 5,312 5,312 

為替換算調整勘定 △44 15 

評価・換算差額等合計 1,491 2,218 

少数株主持分 18,735 18,916 

純資産合計 97,219 104,268 

負債純資産合計 211,602 215,322 
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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：百万円）

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 81,656 

売上原価 54,113 

売上総利益 27,542 

販売費及び一般管理費  

人件費 7,940 

広告宣伝費 1,207 

賞与引当金繰入額 289 

退職給付費用 795 

減価償却費 722 

その他 7,749 

販売費及び一般管理費合計 18,703 

営業利益 8,838 

営業外収益  

受取配当金 380 

負ののれん償却額 431 

持分法による投資利益 445 

その他 176 

営業外収益合計 1,433 

営業外費用  

支払利息 657 

その他 221 

営業外費用合計 879 

経常利益 9,393 

特別利益  

固定資産売却益 487 

貸倒引当金戻入額 82 

その他 143 

特別利益合計 713 

特別損失  

投資有価証券評価損 6,536 

その他 53 

特別損失合計 6,589 

税金等調整前四半期純利益 3,517 

法人税、住民税及び事業税 1,715 

法人税等調整額 171 

法人税等合計 1,886 

少数株主利益 182 

四半期純利益 1,448 
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 26,121 

売上原価 17,232 

売上総利益 8,889 

販売費及び一般管理費  

人件費 2,420 

広告宣伝費 604 

賞与引当金繰入額 289 

退職給付費用 255 

減価償却費 244 

その他 2,639 

販売費及び一般管理費合計 6,453 

営業利益 2,435 

営業外収益  

受取配当金 156 

負ののれん償却額 144 

持分法による投資利益 239 

その他 45 

営業外収益合計 585 

営業外費用  

支払利息 219 

為替差損 94 

その他 80 

営業外費用合計 394 

経常利益 2,627 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 32 

特別利益合計 32 

特別損失  

投資有価証券評価損 2,099 

その他 51 

特別損失合計 2,151 

税金等調整前四半期純利益 508 

法人税、住民税及び事業税 332 

法人税等調整額 △12 

法人税等合計 320 

少数株主利益 △168 

四半期純利益 357 
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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 3,517 

減価償却費 2,056 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △119 

賞与引当金の増減額（△は減少） △564 

受取利息及び受取配当金 △494 

支払利息 657 

持分法による投資損益（△は益） △445 

投資有価証券評価損益（△は益） 6,539 

固定資産売却損益（△は益） △487 

売上債権の増減額（△は増加） △921 

仕入債務の増減額（△は減少） 498 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,438 

預り保証金の増減額（△は減少） △1,254 

その他 921 

小計 7,411 

利息及び配当金の受取額 1,011 

利息の支払額 △530 

法人税等の支払額 △4,898 

法人税等の還付額 17 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,011 

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 △1,204 

定期預金の払戻による収入 33 

有形固定資産の取得による支出 △1,239 

無形固定資産の取得による支出 △203 

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 △100 

投資有価証券の売却による収入 16 

貸付けによる支出 △139 

貸付金の回収による収入 257 

差入保証金の差入による支出 △95 

その他 △101 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,480 
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（単位：百万円）

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) 

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） 7,870 

長期借入れによる収入 634 

長期借入金の返済による支出 △3,244 

リース債務の返済による支出 △27 

配当金の支払額 △885 

少数株主への配当金の支払額 △220 

自己株式の取得による支出 △6,691 

その他 △430 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,996 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △127 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,593 

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 19,997 
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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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項ありません。 

  

  

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) 

  

 

(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) 

当社は、平成20年10月30日付で、自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）において自己株

式の取得を行いました。この取得によって、当第３四半期連結会計期間において自己株式が6,682百

万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が△7,358百万円となっております。 

(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

69,623 5,790 6,241 81,656 ― 81,656

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

428 421 119 970 (970) ―

計 70,052 6,212 6,361 82,626 (970) 81,656

営業利益 8,525 1,975 190 10,691 (1,852) 8,838

 

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)

(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）（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

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(百万円)

Ⅰ 売上高 76,789

Ⅱ 売上原価 52,958

   売上総利益 23,830

Ⅲ 販売費及び一般管理費 18,596

 １ 人件費 7,952

 ２ 広告宣伝費 1,781

 ３ 賞与引当金繰入額 295

 ４ 退職給付費用 731

 ５ 貸倒引当金繰入額 36

 ６ 減価償却費 771

 ７ 委託手数料 559

 ８ その他 6,467

   営業利益 5,233

Ⅳ 営業外収益 1,656

 １ 受取利息 121

 ２ 受取配当金 352
 ３ 持分法による 
   投資利益 450

 ４ 負ののれん償却額 618

 ５ その他 114

Ⅴ 営業外費用 759

 １ 支払利息 572

 ２ その他 187

   経常利益 6,130

Ⅵ 特別利益 7,470

 １ 貸倒引当金戻入額 125

 ２ 固定資産売却益 6,994

 ３ 投資有価証券売却益 146

 ４ その他 204

Ⅶ 特別損失 2,756

 １ 減損損失 2,707

 ２ 固定資産売却損 32

 ３ その他 16

   税金等調整前 
   第３四半期純利益 10,845

   法人税、住民税 
   及び事業税

3,420

   法人税等調整額 △ 579

   少数株主利益 1,133

   第３四半期純利益 6,871
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・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)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前第３四半期純利益 10,845

２ 減価償却費 2,119

３ 減損損失 2,707

４ 貸倒引当金の増減額 △ 106

５ 退職給付引当金の増減額 36

６ 賞与引当金の増減額 △ 570

７ 受取利息及び受取配当金 △ 473

８ 支払利息 572

９ 持分法による投資利益 △ 450

10 投資有価証券売却損益 △ 147

11 固定資産売却損益 △ 6,988

12 連結子会社所有の親会社株式売却益 △ 201

13 売上債権の増減額 △ 365

14 仕入債務の増減額 △ 749

15 たな卸資産の増減額 △ 1,645

16 その他の流動負債の増減額 2,052

17 預り保証金の増減額 △ 1,201

18 その他 △ 104

小  計 5,331

19 利息及び配当金の受取額 879

20 利息の支払額 △ 643

21 法人税等の支払額 △ 5,621

22 法人税等の還付額 104

  営業活動によるキャッシュ・フロー 50
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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(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 △ 28

２ 定期預金の払戻による収入 74

３ 有形固定資産の取得による支出 △ 2,176

４ 無形固定資産の取得による支出 △ 195

５ 有形固定資産の売却による収入 11,050

６ 投資有価証券の取得による支出 △ 11,108

７ 投資有価証券の売却による収入 199

８ 貸付けによる支出 △ 213

９ 貸付金の回収による収入 147

10 差入保証金の増減額 △ 112

11 その他 △ 598

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,963

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 社債の償還による支出 △ 1,000

３ 短期借入金の純増減額 △ 5,110

４ 長期借入れによる収入 10,300

５ 長期借入金の返済による支出 △ 16,772

６ 親会社による配当金の支払額 △ 834

７ 少数株主への配当金の支払額 △ 374

８ 自社株の売却による収入 9,025

９ その他 △ 695

  財務活動によるキャッシュ・フロー 538

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減額 △ 2,387

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第３四半期期末残高 27,668
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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) 

 
(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、当第３四半期連結会計期間

1,802百万円であり、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。 

  【所在地別セグメント情報】 

   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) 

   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】 

   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) 

   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

63,409 6,269 7,110 76,789 － 76,789

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

344 417 307 1,070 ( 1,070) －

計 63,754 6,687 7,418 77,859 ( 1,070) 76,789

営業利益 4,694 2,257 139 7,091 ( 1,857) 5,233

(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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