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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4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 ％

22年1月期第1四半期 674 7.3 38 △20.3 31 △22.4 27 65.8
21年1月期第1四半期 628 △23.6 48 △22.7 40 △28.4 16 △37.7

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

22年1月期第1四半期 2.30 ―

21年1月期第1四半期 1.38 ―

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

22年1月期第1四半期 7,086 2,389 33.7 202.98
21年1月期 7,133 2,387 33.5 202.60

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  2,389百万円 21年1月期  2,387百万円

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

21年1月期 ― ― ― 2.00 2.00

22年1月期 ―

22年1月期 
（予想）

― ― 2.00 2.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

1,558 12.6 35 △49.0 20 △62.5 9 81.6 0.79

通期 3,079 △11.9 71 △63.2 42 △74.0 26 55.1 2.21
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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  

（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。 

(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 

 本資料に記載されている業績予想につきましては、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の要因によって予想値と異なる場合があります。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第1四半期 11,771,502株 21年1月期  11,783,238株

② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  228,498株 21年1月期  216,762株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 11,777,455株 21年1月期第1四半期 11,826,943株
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当第1四半期における我が国の経済は、米国発の金融危機に端を発した世界同時不況の影響により、企
業収益の大幅な減少に伴う業績悪化や雇用の悪化、個人消費の低迷などで景気は極度に悪化しました。当
社グループの属する放送業界におきましても、これらの影響により広告不況が深刻さが増し、放送局の業
績も悪化しています。 
このような状況下、映像事業部門につきましては、きめ細かく活動し、前年同期と比し増収増益となりま
した。 
スタジオ経営事業部門については、長期賃貸借契約のスタジオ事業は、コスト低減努力にも拘わらず減益
となり、短期レンタルスタジオ事業も厳しい価格競争の中で減益となりました。 
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は674百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益は38百万円
（前年同期比20.3％減）、経常利益は31百万円（前年同期比22.4％減）となり、特別利益として役員退職
慰労引当金戻入額を8百万円計上したことにより当期純利益は27百円となりました。（前年同期比65.8％
増） 
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて46百万円減少し、7,086百万円と
なりました。これは主に、仕掛品の増加と現金及び預金、売掛金、有形固定資産の減価償却等による減少
の差額によるものです。負債の減少額の主なものは、長期借入金及び長期預り保証金の減少によるもので
す。 
 また株主資本は、利益剰余金の増加により1,769百万円となり、これらの結果、自己資本比率は
33.7％、1株当り純資産は202円98銭となりました。 
  
(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と
比べ69百万円減少し333百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は14百万円となりました。これは主とし
て仕入債務の増加88百万円等による増加と、たな卸資産の増加74百万円、法人税等の支払58百万円等によ
る減少との差額によるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結累計期間において投資活動の支出は有形固定資産の取得等によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果支出した資金は83百万円となりました。これは長期借
入金の返済及び長期預り保証金の返還が各々30百万円、配当金の支払22百万円による資金の支出があった
ことによるものであります。 

現時点において、平成21年3月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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(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。 
  

 １．簡便な会計処理 
  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。 
 ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
  該当事項はありません。 
  

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
    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 リース取引に関する会計基準等の適用 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ 
   た会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 
    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 平成19年３月30日 企業会計適用指針第16号）が平成20年４月１日以後 
   開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ 
   とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に 
   係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー 
   ス資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額 
   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・リース取引及 
   びリース料総額が3百万円以下の企業の事業内容に照らして重要性の乏しい所有権移転外フ 
   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続 
   き採用しております。 
    また、これによる損益に与える影響はありません。 
       
    
     
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

4. その他

  (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１四半期連結会計期間末
(平成21年４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21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 333,108 402,339

受取手形及び売掛金 284,721 289,006

商品 4,945 2,094

仕掛品 125,187 52,027

映像使用権及び製作品 7,392 8,641

その他 29,034 27,154

貸倒引当金 △595 △125

流動資産合計 783,794 781,137

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,120,504 3,154,197

土地 2,677,062 2,677,062

その他（純額） 186,385 198,976

有形固定資産合計 5,983,952 6,030,235

無形固定資産 61,362 61,296

投資その他の資産 257,596 260,919

固定資産合計 6,302,911 6,352,451

資産合計 7,086,705 7,133,589

負債の部   

流動負債   

買掛金 202,050 113,835

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 14,522 63,267

1年内返還予定の預り保証金 120,000 120,000

賞与引当金 26,003 10,262

その他 135,970 152,241

流動負債合計 618,546 579,607

固定負債   

長期借入金 1,480,000 1,510,000

退職給付引当金 108,905 123,553

役員退職慰労引当金 13,685 27,012

長期預り保証金 2,032,558 2,062,558

再評価に係る繰延税金負債 413,044 413,044

その他 30,565 30,565

固定負債合計 4,078,758 4,166,734

負債合計 4,697,304 4,746,341
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４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21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100,000 1,100,000

資本剰余金 154,304 154,304

利益剰余金 553,117 549,540

自己株式 △37,587 △36,164

株主資本合計 1,769,833 1,767,680

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 619,566 619,566

評価・換算差額等合計 619,566 619,566

純資産合計 2,389,400 2,387,247

負債純資産合計 7,086,705 7,133,589
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年2月１日 
 至 平成21年4月30日) 

売上高 674,683

売上原価 500,344

売上総利益 174,338

販売費及び一般管理費 135,882

営業利益 38,455

営業外収益  

受取利息 30

その他 139

営業外収益合計 170

営業外費用  

支払利息 7,236

営業外費用合計 7,236

経常利益 31,389

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 8,025

特別利益合計 8,025

特別損失  

投資有価証券評価損 500

特別損失合計 500

税金等調整前四半期純利益 38,914

法人税、住民税及び事業税 13,375

法人税等調整額 △1,603

法人税等合計 11,771

四半期純利益 27,143
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４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 38,914

減価償却費 46,548

貸倒引当金の増減額（△は減少） 469

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,741

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,648

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,327

受取利息及び受取配当金 △30

支払利息 7,236

売上債権の増減額（△は増加） 4,285

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,761

仕入債務の増減額（△は減少） 88,214

その他の流動資産の増減額（△は増加） 180

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,415

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,485

その他 △992

小計 79,929

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △6,741

法人税等の支払額 △58,261

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,957

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 △307

無形固定資産の取得による支出 △151

投資活動によるキャッシュ・フロー △458

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 △30,000

自己株式の取得による支出 △1,423

配当金の支払額 △22,304

長期預り保証金の返還による支出 △30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,230

現金及び現金同等物の期首残高 402,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 333,108
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該当事項ありません。 
  

1 事業の種類別セグメント情報 
   前第1四半期連結累計期間（自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日）及び 
   当第1四半期連結累計期間（自 平成21年2月1日 至 平成21年4月30日） 
    当社グループは、映画全般(テレビ映画)に係る制作のための事業を営んでおり販売市場等 
   の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 
  
2 所在地別セグメント情報 

   前第1四半期連結累計期間（自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日）及び 
   当第1四半期連結累計期間（自 平成21年2月1日 至 平成21年4月30日） 
    本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店は存在しておりませんので、該 
   当事項はありません。 
  
3 海外売上高 

   前第1四半期連結累計期間（自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日）及び 
   当第1四半期連結累計期間（自 平成21年2月1日 至 平成21年4月30日） 
    海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 
  

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

(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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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

（要約) 四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期

（平成21年1月期第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 628,993

Ⅱ 売上原価 451,415

   売上総利益 177,578

Ⅲ 販売費及び一般管理費 129,327

   営業利益 48,251

Ⅳ 営業外利益 279

Ⅴ 営業外費用 8,070

   経常利益 40,460

   税金等調整前四半期純利益 40,460

   法人税、住民税及び事業税 23,707

   法人税等調整額 382

   四半期純利益 16,370

10

国際放映㈱（9604）　平成22年1月期　第1四半期決算短信




