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

22年3月期第3四半期 1,471 △6.8 130 1.9 113 19.5 110 14.8
21年3月期第3四半期 1,578 ― 128 ― 94 ― 96 ―

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3四半期 10.56 ―

21年3月期第3四半期 9.20 ―

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3四半期 6,891 2,951 42.8 281.81
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3四半期  2,951百万円 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 2,000 △4.3 170 10.4 140 22.8 130 31.3 12.41
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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22年2月9日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載した連結業績予想の数値を
掲載しております。 
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3四半期 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3四半期  27,584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3四半期 10,472,549株 21年3月期第3四半期 10,476,446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、政府による国内経済対策により景気回復に向けた
取り組みが具体化してきてはいるものの、実体経済では依然として、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根強く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、個人消費の動向が経営成績に与える影響は大きく、殊に当社のような単館系映画館にとっては、近隣
シネコンとの競合に加え、ミニシアター向け作品の低迷もあり、厳しい経営環境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、映画興行事
業部門、スポーツ・レジャー事業部門は依然として停滞した個人消費の影響により低調な成績となり、自
動車教習事業部門は少子化による運転免許取得需要の伸び悩みもあり減収となりましたが、一方で不動産
事業部門はほぼ計画通りに推移し、売上高は14億７千１百万円（前年同四半期比6.8%減）となりました。
しかしながら営業利益は販売費及び一般管理費削減の効果もあり１億３千万円（前年同四半期比1.9%
増）、経常利益は１億１千３百万円（前年同四半期比19.5%増）、四半期純利益は１億１千万円（前年同
四半期比14.8%増）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）  

 「新宿武蔵野館」では、「いのちの山河」や「パイレーツ・ロック」等の作品が好評を博し、また「甲
府武蔵野シネマファイブ」では、「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」「２０１２」等、話題作を上映
する機会もありましたが、全体として集客力のある作品を多く取り揃えることができず、部門全体の売上
高は２億９千４百万円（前年同四半期比5.0%減）、営業損失は２千３百万円（前年同四半期は２千３百万
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、既存会員の皆様の満足度向上
と新規会員の獲得に努めてまいりました。それらの施策の反響も徐々に出始めておりますが、個人消費の
低迷による経営成績への影響は依然として根強く、部門全体の売上高は１億７千２百万円（前年同四半期
比14.2%減）、営業損失は４千６百万円（前年同四半期は２千６百万円の営業損失）となりました。  
（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２四半期連結累計期間と同様に、停滞した不動産市況の動向を鑑み、仕入、販売等の活
動を差し控えております。以上のことから部門全体の売上高は５億５千５百万円（前年同四半期比5.0%
減）、営業利益は１億５千５百万円（前年同四半期比17.5%増）となりました。 
 また、当社は平成17年５月に不動産投資事業として、一部流動化不動産（東京都新宿区三丁目所在、武
蔵野ビル、以下「同不動産」という。）に対し匿名組合出資を行っておりますが、平成22年５月をもっ
て、当初締結した匿名組合出資契約の期間が満了いたします。米国に端を発した金融不安以降、金融環境
および不動産投資市況の低迷するなか、本決算短信提出日現在において、契約期間満了後の同不動産に対
する再投資については関係者間で調整中であり、今後の決定方針によっては、その出資の金額および配当
金の金額に大きな変動がある可能性があります。 
（自動車教習事業部門）  

 第４四半期にかかる運転免許取得繁忙期を間近に控え、高校や大学、各種専門学校の卒業を間近に控え
た若年層の方を中心に、新規教習生獲得に向けたＰＲ活動に力を注いでまいりました。しかしながら、景
気の低迷により学生の雇用情勢が深刻化したことや少子化の影響から運転免許取得需要が伸び悩み、部門
全体の売上高は２億５千３百万円（前年同四半期比5.2%減）、営業利益は２千万円（前年同四半期比
11.0%減）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低迷を受け依然縮小傾向にあります。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や低価格でバラエティに富んだ
商品構成などから女性を中心とした顧客層に支持され、個人消費低迷の影響を若干受けてはおりますが、
引き続き安定的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１億９千６百万円（前年同
四半期比9.1%減）、営業利益は２千６百万円（前年同四半期比16.6%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

武蔵野興業㈱　（9635）　平成22年3月期第3四半期決算短信

3



当第３四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２億円減の68億９千１百万円となりまし
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
３億１千２百万円減の39億４千万円となりました。  
 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１億１千
１百万円増の29億５千１百万円となりました。  
  
当第３四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、１億１百万円減少の３億５千１百万円（前年同四半期比27.8%減）となりました。 
当第３四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１億１千３百万円、減価償却費１億４百
万円等があった一方、仕入債務の減少２千３百万円、持分法による投資利益１千５百万円等があったこと
などから、１億６千６百万円の収入（前年同四半期比4.5%減）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、出資の払戻などによる収入３千６百万円等に対し、有形固定資産の
取得による支出１千３百万円等があったことなどから、２千４百万円の収入（前年同四半期比48.0%減）
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２億８千５百万円、リース債務の返済
による支出７百万円等により、２億９千３百万円の支出（前年同四半期は２億８千６百万円の支出）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、売上高に関しましては、映画興行事業部門とスポ
ーツ・レジャー事業部門が個人消費の落ち込みの影響などから減収を余儀なくされたものの、一方で販売
費及び一般管理費の削減や有利子負債圧縮による支払利息の減少により、営業利益、経常利益、当期純利
益は従前の予想を上回る見込みとなり、平成22年2月9日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表い
たしました。 
 本四半期決算短信では、平成22年2月9日に修正した業績予想の数値を掲載しております。 

  
  

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 651,619 753,472

受取手形及び売掛金 48,725 58,437

たな卸資産 3,407 3,299

繰延税金資産 43,104 43,104

その他 76,108 97,028

貸倒引当金 △1,914 △1,887

流動資産合計 821,049 953,453

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,068,812 1,140,799

機械装置及び運搬具（純額） 11,734 16,838

工具、器具及び備品（純額） 60,540 66,087

土地 3,861,284 3,861,284

リース資産（純額） 31,999 38,544

有形固定資産合計 5,034,369 5,123,552

無形固定資産   

借地権 76,260 76,260

リース資産 9,035 －

その他 11,707 12,948

無形固定資産合計 97,002 89,208

投資その他の資産   

投資有価証券 703,786 669,874

長期貸付金 733,194 735,128

その他 158,733 176,335

貸倒引当金 △656,182 △654,693

投資その他の資産合計 939,531 926,644

固定資産合計 6,070,902 6,139,404

資産合計 6,891,951 7,092,857
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 60,613 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 2,977 3,970

賞与引当金 14,807 14,055

その他 156,466 162,591

流動負債合計 636,856 664,482

固定負債   

長期借入金 1,072,464 1,358,207

リース債務 30,405 29,817

退職給付引当金 176,030 175,779

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 3,303,882 3,588,786

負債合計 3,940,738 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 △174,168 △284,802

自己株式 △6,948 △6,635

株主資本合計 823,384 713,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,444 △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 2,127,829 2,126,526

純資産合計 2,951,213 2,839,589

負債純資産合計 6,891,951 7,092,857
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,578,746 1,471,678

売上原価 870,239 801,068

売上総利益 708,507 670,610

販売費及び一般管理費 580,175 539,783

営業利益 128,332 130,827

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,693 6,377

持分法による投資利益 14,275 15,579

その他 1,694 1,258

営業外収益合計 22,662 23,214

営業外費用   

支払利息 56,077 40,674

その他 108 112

営業外費用合計 56,185 40,786

経常利益 94,809 113,255

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,669 1,074

前期損益修正益 1,896 －

収用補償金 － 729

受取保険金 － 10,302

その他 629 452

特別利益合計 9,194 12,557

特別損失   

固定資産除却損 1,516 1,247

前期損益修正損 1,138 －

店舗閉鎖損失 220 －

社葬費用 － 10,953

特別損失合計 2,874 12,200

税金等調整前四半期純利益 101,129 113,612

法人税、住民税及び事業税 3,261 2,977

法人税等調整額 1,495 －

法人税等合計 4,756 2,977

四半期純利益 96,373 110,635
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 101,129 113,612

減価償却費 106,703 104,227

固定資産除却損 1,516 1,247

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,486 1,516

受取利息及び受取配当金 △6,693 △6,377

支払利息 56,077 40,674

為替差損益（△は益） 46 32

持分法による投資損益（△は益） △14,275 △15,579

売上債権の増減額（△は増加） △12,688 9,712

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,510 △108

仕入債務の増減額（△は減少） 18,547 △23,162

その他 △17,859 △21,789

小計 227,527 204,005

利息及び配当金の受取額 6,568 6,377

利息の支払額 △54,312 △39,617

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 174,653 166,795

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 △13,237

無形固定資産の取得による支出 － △1,209

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 1,813 2,434

その他 36,682 36,973

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,001 24,461

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 △285,743

リース債務の返済による支出 － △7,021

自己株式の取得による支出 △377 △313

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,120 △293,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,512 △101,853

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 486,955 351,619

武蔵野興業㈱　（9635）　平成22年3月期第3四半期決算短信

8



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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

(5) 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20年４月１日 至 平成20年12月31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

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

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

294,292 172,294 555,264 253,773 196,055 1,471,678 ― 1,471,678

 (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 294,292 172,294 608,076 253,773 196,055 1,524,490 (52,812) 1,471,678

営業利益又は営業損失
(△)

△23,484 △46,432 155,055 20,998 26,710 132,847 (2,020) 130,827
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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)

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

【海外売上高】

前第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)

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)
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