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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 998 △4.7 84 △11.0 73 △3.1 74 △9.0

21年3月期第2四半期 1,047 ― 95 ― 76 ― 81 ―

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3月期第2四半期 7.07 ―

21年3月期第2四半期 7.77 ―

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3月期第2四半期 6,961 2,914 41.9 278.33
21年3月期 7,092 2,839 40.0 271.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,914百万円 21年3月期  2,839百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 2,100 5.3 150 △2.6 110 △3.5 100 1.0 9.55
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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  

(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） 

(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 

平成22年3月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年5月15日に公表した「平成21年3月期 決算短信」に記載した連結業績予想の数値を変更し
ておりません。 
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、4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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 10,500,000株 21年3月期  10,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  27,569株 21年3月期  25,767株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 10,472,611株 21年3月期第2四半期 10,476,796株
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、国内経済対策の効果もままならず、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依然として景況に影響を与え続けております。
映画興行界においてもまた、殊に単館系映画館においてはシネコンとの競合もある中、景況に対する先行
不透明感が経営成績に大きく影響を与えております。  
 このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、映画興行事
業部門、スポーツ・レジャー事業部門は停滞した個人消費の動向に少なからず影響を受け低調な成績とな
り、また自動車教習事業部門は季節的な影響から減益となりましたが、一方で不動産事業部門は計画通り
に推移し、売上高は９億９千８百万円（前年同四半期比4.7%減）、営業利益は８千４百万円（前年同四半
期比11.0%減）、経常利益は７千３百万円（前年同四半期比3.1%減）、四半期純利益は７千４百万円（前
年同四半期比9.0%減）となりました。  
 当第２四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）  

 「新宿武蔵野館」では、「ディア・ドクター」「ココ・シャネル」といった作品が好成績を収めること
ができましたが、一方「甲府武蔵野シネマファイブ」では、「ハリー・ポッターと謎のプリンス」等、話
題作を上映する機会があったものの総じて力のある作品に恵まれず、部門全体の売上高は２億円（前年同
四半期比6.8%減）、営業損失は１千６百万円（前年同四半期は１千１百万円の営業損失）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、一日の施設利用が90分限定という低価格設定のライト会員の
募集をはじめ、お客様の施設利用形態に合わせた多様な会員種別を用意し、新規会員の獲得に努めてまい
りました。それらの施策の効果も徐々に出始めてまいりましたが、個人消費の伸び悩みの影響も依然とし
て大きく、部門全体の売上高は１億１千９百万円（前年同四半期比12.0%減）、営業損失は３千万円（前
年同四半期は１千４百万円の営業損失）となりました。  
 なお、「武蔵野インドヨガ学園自由が丘校」は、ヨガブームの沈静化に伴い経営のスリム化を図り営業
を継続してまいりましたが、今後、業績回復の見込は困難との経営判断により、平成21年８月末日をもっ
て閉鎖いたしました。  
（不動産事業部門）  

 賃貸部門につきましては入居状況や諸条件に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、第１四半期連結累計期間に引き続き、仕入、販売等の活動を差し控え、市況の動向を注意
深く見守るに止まっております。以上のことから部門全体の売上高は３億６千８百万円（前年同四半期比
0.4%減）、営業利益は９千３百万円（前年同四半期比5.4%増）となりました。  
（自動車教習事業部門）  

 例年季節的に教習生が少ない時期となりますが、経費節減に努めるとともに夏の特別キャンペーン割引
を全面に打ち出し、夏休みを控えた若年層の方を中心に、新規教習生獲得に力を注いでまいりました。そ
の結果、部門全体の売上高は１億７千９百万円（前年同四半期比1.6%減）、営業利益は２千万円（前年同
四半期比20.3%増）となりました。  
（その他の事業部門）  

 住宅関連資材の売上は景況の停滞を背景に依然縮小傾向にあり伸び悩んでおりますが、一方、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、新宿駅前という好立地と女性を中
心とした顧客からの支持により、引き続き堅調な営業成績を収めております。その結果、部門全体の売上
高は１億３千万円（前年同四半期比9.5%減）、営業利益は１千７百万円（前年同四半期比13.7%増）とな
りました。  

  

・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２四半期連結会計期間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１億３千１百万円減の69億６千１百万円
となりました。  
 負債合計は、有利子負債の約定返済を進めたことにより長期借入金が減少し、前連結会計年度末に比べ
２億６百万円減の40億４千６百万円となりました。  
 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７千５百
万円増の29億１千４百万円となりました。  
  
当第２四半期連結会計期間末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

度末に比べ６千１百万円減の３億９千１百万円（前年同期比1.0%増）となりました。  
 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま
す。  
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 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７千６百万円、減価償却費６千８百万円
等に対し、持分法による投資利益１千１百万円等があったことなどから、１億２千９百万円の収入（前年
同四半期比53.1%増）となりました。  
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動によって得られた資金は、その他出資払戻による収入等１千７百万円に対し、有形固定資産の
取得による支出７百万円等があったことなどから、９百万円の収入（前年同四半期は５千２百万円の支
出）となりました。   
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 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１億９千５百万円、リース債務の返済
による支出４百万円等により、２億円の支出（前年同四半期は１億９千５百万円の支出）となりました。 

  

  

平成22年３月期通期の連結業績予想につきましては、業績の推移に関して当初の見込みに対し今後も大
きな変動要因がなく、また映画興行事業をはじめとした当社グループの事業を取り巻く景況についても当
面変化がないものと想定しているため、平成21年５月15日発表の「平成21年３月期 決算短信」に記載し
た業績予想の数値を変更しておりません。 
（平成22年３月期通期の個別業績予想につきましては、平成22年11月９日に公表した「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。） 

  
  

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。  
  

  

該当事項はありません。 
    

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

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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 691,613 753,472

受取手形及び売掛金 50,964 58,437

たな卸資産 3,375 3,299

繰延税金資産 43,104 43,104

その他 90,263 97,028

貸倒引当金 △1,939 △1,887

流動資産合計 877,380 953,453

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,094,261 1,140,799

機械装置及び運搬具（純額） 13,847 16,838

工具、器具及び備品（純額） 60,881 66,087

土地 3,861,284 3,861,284

リース資産（純額） 34,181 38,544

有形固定資産合計 5,064,454 5,123,552

無形固定資産   

借地権 76,260 76,260

リース資産 9,510 －

その他 11,588 12,948

無形固定資産合計 97,358 89,208

投資その他の資産   

投資有価証券 662,739 669,874

長期貸付金 735,054 735,128

その他 178,347 176,335

貸倒引当金 △654,088 △654,693

投資その他の資産合計 922,052 926,644

固定資産合計 6,083,864 6,139,404

資産合計 6,961,244 7,092,857
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 81,162 83,775

短期借入金 391,364 391,364

リース債務 10,629 8,727

未払法人税等 1,985 3,970

賞与引当金 14,456 14,055

その他 152,559 162,591

流動負債合計 652,155 664,482

固定負債   

長期借入金 1,162,525 1,358,207

リース債務 33,062 29,817

退職給付引当金 173,736 175,779

役員退職慰労引当金 18,648 18,648

再評価に係る繰延税金負債 1,397,455 1,397,455

その他 608,880 608,880

固定負債合計 3,394,306 3,588,786

負債合計 4,046,461 4,253,268

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,004,500 1,004,500

利益剰余金 △210,747 △284,802

自己株式 △6,946 △6,635

株主資本合計 786,807 713,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,297 △2,747

土地再評価差額金 2,129,273 2,129,273

評価・換算差額等合計 2,127,976 2,126,526

純資産合計 2,914,783 2,839,589

負債純資産合計 6,961,244 7,092,857
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,047,424 998,412

売上原価 563,237 541,622

売上総利益 484,187 456,790

販売費及び一般管理費 388,866 371,968

営業利益 95,321 84,822

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,742 4,683

持分法による投資利益 10,609 11,222

その他 1,691 1,193

営業外収益合計 17,042 17,098

営業外費用   

支払利息 36,218 28,094

その他 16 41

営業外費用合計 36,234 28,135

経常利益 76,129 73,785

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,381 1,074

前期損益修正益 1,896 －

収用補償金 － 729

その他 629 452

特別利益合計 8,906 2,255

特別損失   

前期損益修正損 739 －

店舗閉鎖損失 220 －

特別損失合計 959 －

税金等調整前四半期純利益 84,076 76,040

法人税、住民税及び事業税 2,174 1,985

法人税等調整額 528 －

法人税等合計 2,702 1,985

四半期純利益 81,374 74,055
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 84,076 76,040

減価償却費 70,725 68,860

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,195 △554

受取利息及び受取配当金 △4,742 △4,683

支払利息 36,218 28,094

為替差損益（△は益） △17 41

持分法による投資損益（△は益） △10,609 △11,222

売上債権の増減額（△は増加） △12,361 7,474

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,487 △76

仕入債務の増減額（△は減少） 11,316 △2,613

その他 △25,840 △4,711

小計 121,084 156,650

利息及び配当金の受取額 4,667 4,683

利息の支払額 △36,098 △27,985

法人税等の支払額 △5,130 △3,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,523 129,378

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 －

有形固定資産の取得による支出 △41,352 △7,927

無形固定資産の取得による支出 － △388

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 1,532 573

その他 37,476 17,402

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,344 9,160

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 △195,682 △195,682

リース債務の返済による支出 － △4,363

自己株式の取得による支出 △212 △311

財務活動によるキャッシュ・フロー △195,894 △200,356

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163,699 △61,859

現金及び現金同等物の期首残高 551,467 453,472

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,768 391,613
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該当事項はありません。 

  

  

 
(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 

  

  

 
(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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第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)

映画興行
事業 
(千円)

スポーツ・
レジャー事

業 
（千円）

不動産
事業 

（千円）

自動車教習
事業 
(千円)

その他の事
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

215,257 135,776 370,196 182,285 143,910 1,047,424 ― 1,047,424

 (2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― 35,208 ― ― 35,208 (35,208) ―

計 215,257 135,776 405,404 182,285 143,910 1,082,632 (35,208) 1,047,424

営業利益又は営業損失
(△)

△11,743 △14,671 88,963 17,029 15,535 95,113 208 95,321

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

映画興行
事業 
(千円)

スポーツ・
レジャー事

業 
（千円）

不動産
事業 

（千円）

自動車教習
事業 
(千円)

その他の事
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

200,570 119,528 368,587 179,442 130,285 998,412 ― 998,412

 (2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― 35,208 ― ― 35,208 (35,208) ―

計 200,570 119,528 403,795 179,442 130,285 1,033,620 (35,208) 998,412

営業利益又は営業損失
(△)

△16,300 △30,811 93,728 20,479 17,656 84,752 70 84,822
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   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。 

  

   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。 

  

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

   該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

前第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)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【海外売上高】

前第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)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)
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平成21年11月12日開催の取締役会において、役付取締役が下記のとおり選定され、就任いたしました。

  

 
  

  

6. その他の情報

新役名 旧役名 氏名 異動年月日

常務取締役 取締役 河野優子 平成21年11月12日
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