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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 2,007 △3.9 204 32.6 183 59.8 96 △3.9

21年3月期 2,089 △7.1 154 △23.4 114 △25.7 99 △30.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 9.17 ― 3.3 2.7 10.2
21年3月期 9.54 ― 3.6 1.6 7.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  21百万円 21年3月期  18百万円

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 6,827 2,937 43.0 280.46
21年3月期 7,092 2,839 40.0 271.10

（参考） 自己資本   22年3月期  2,937百万円 21年3月期  2,839百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 317 74 △401 444
21年3月期 233 65 △396 453

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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）

 

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

900 △9.8 45 △46.4 40 △45.2 35 △52.7 3.34

通期 1,750 △12.8 75 △63.2 70 △61.7 60 △37.5 5.73
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  27,587株 21年3月期  25,767株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 1,485 △3.9 150 48.7 119 99.9 122 74.3
21年3月期 1,546 △9.7 100 △35.2 59 △43.3 70 △44.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 11.69 ―

21年3月期 6.70 ―

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 6,898 3,206 46.5 306.22
21年3月期 7,137 3,082 43.2 294.33

（参考） 自己資本 22年3月期  3,206百万円 21年3月期  3,082百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づくものであり、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予
想の前提条件・その他関連する事項については、5ページ「１ 経営成績 （１）経営成績に関する分析の「次期の見通し」をご参照ください。 

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 
累計期間

650 △11.2 30 △47.4 20 △52.4 20 △73.3 1.91

通期 1,250 △15.8 50 △66.7 30 △74.8 30 △75.4 2.86
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当連結会計年度における我が国の経済は、政府による国内外の経済対策により景気回復に向けた取組

が少しずつ具体化してきてはいるものの、未だ景況への先行き不透明感は拭い去ることができず、企業

経営や雇用情勢、個人消費といったそれぞれの環境においても依然として停滞感が根強く、厳しい状況

のもと推移いたしました。当社グループの主要な事業である映画興行界においては、全体としては「ア

バター」のようなメジャー作品のヒット作もありましたが、当社のような単館系映画館においては新規

シネコンの参入による競合やミニシアター向け作品の低迷もあり厳しい経営環境の中、経費節減等によ

る営業努力を重ねております。 

 このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、映画興行事業部門は

新宿武蔵野館において下半期にヒット作品をラインナップできたものの全体として上半期の不調が響

き、スポーツ・レジャー事業部門は依然として低迷した個人消費等の影響から、それぞれ低調な成績と

なりました。また自動車教習事業部門は少子化により運転免許取得需要が伸び悩んだことや若年層の運

転免許への関心が薄れてきていることもあり、前年同期に比べ減収となりました。一方、不動産事業部

門は賃貸部門を中心に営業成績は堅調に推移いたしました。 

 その結果、当社グループの売上高は20億７百万円（前年同期比3.9%減）となりましたが、販売費及び

一般管理費削減の効果などから、営業利益は２億４百万円（前年同期比32.6%増）、経常利益は１億８

千３百万円（前年同期比59.8%増）となりました。しかしながら、減損損失等の特別損失の発生によ

り、当期純利益は９千６百万円（前年同期比3.9%減）となりました。  

  

（イ）映画興行事業  

 「新宿武蔵野館」は、第4四半期にアニメーション作品「劇場版Fate / stay night」や米国アカデミ

ー賞主要6部門を受賞した「ハートロッカー」等の作品が好稼働し営業成績は前年同期を上回りました

が、一方、「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はあったものの、年間を通じて集客力のある作品を常時ラインナップするこ

とができず、部門全体の売上高は４億２千６百万円（前年同期比5.0%増）、営業損失は２千６百万円

（前年同期は３千３百万円の営業損失）となりました。  

（ロ）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、会員数の増加に向けて取

り組んでまいりました。それらの施策の反響も徐々に出始め会員数は増加しクラブの活性化につながっ

てはいるものの、一方で正会員からの退会や低料金の限定会員への移行など、停滞した個人消費の影響

は依然として根強いものがあり、部門全体の売上高は２億２千５百万円（前年同期比14.2%減）、営業

損失は７千万円（前年同期は３千９百万円の営業損失）となりました。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の概要

② 事業の種類別セグメントの状況
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（ハ）不動産事業部門  

 賃貸部門につきましては当連結会計年度においては入居状況や諸条件に大きな変化はなく、安定的に

推移いたしました。販売部門につきましては、停滞した不動産市況のなかで仕入・販売活動を行うこと

のリスクを優先的に考慮し、具体的な活動を差し控えることとなりました。以上のことから部門全体の

売上高は７億４千２百万円（前年同期比3.5%減）、営業利益は２億２千４百万円（前年同期比44.4%

増）となりました。  

（ニ）自動車教習事業部門  

 新たにスタートさせたけん引自動車免許の教習プログラムは、徐々にその告知の効果も現れ、当プロ

グラムの新規教習生の獲得は順調に増加しつつあります。一方で全体としては少子化による人口減少や

若年層の運転免許への関心の薄れなどの影響から普通免許取得需要は前年同期に比べて伸び悩んでお

り、部門全体の売上高は３億５千２百万円（前年同期比4.9%減）、営業利益は３千７百万円（前年同期

比9.9%減）となりました。  

（ホ）その他の事業部門  

 住宅関連資材の売上は景況の影響を受け依然縮小傾向にありますが、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低価格でバラエティに

富んだ商品構成やその食感が若い女性を中心とした顧客層に引き続き支持され、年間を通じて安定的な

営業成績を収めることができました。その結果、部門全体の売上高は２億６千万円（前年同期比7.0%

減）、営業利益は４千万円（前年同期比35.8%増）となりました。  
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個人消費の動向と密接に関連した当社の事業を取り巻く経営環境は、今後も依然として厳しい状況が

続くものと思われます。そうした状況に対応すべく、当社では既存事業の強化および改善を推し進めな

がら、長期的に安定した経営基盤をつくることを目指し営業努力を重ねてまいります。  

 映画興行事業部門は、映画のジャンルにこだわらず、話題性のある作品を積極的に取り上げ、その作

品にまつわるディスプレイを館内に施すなど、自ら情報発信のできる映画館を目指してまいります。 

 スポーツ・レジャー事業部門は、会員の皆様それぞれの健康に対する考え方を酌み取り、コストとク

オリティのバランスに配慮した種々の会員種別を設け、会員数の増加に向けて取り組んでまいります。 

 不動産事業部門は、景気や市況を鑑み、賃貸物件の賃料改定に取り組むと同時に、販売活動について

は市況の情報収集をはかりながら今後の方針を固めてまいります。なお、一部流動化不動産に対する匿

名組合出資に係る今後の方針については、関係者間で調整を行い、早期決定に向けて努力してまいりま

す。 

 自動車教習事業部門は、地域との信頼関係を重視し、また、けん引自動車教習や大型特殊車教習のＰ

Ｒに努め、多様な運転免許を取得できる自動車教習所としての実績を積むことで少子化時代に対応して

まいります。  

 その他の事業部門は、商事部門は住宅産業の景況が依然振るわず引き続き厳しい経営環境を余儀なく

されておりますが、外部へ経営委託している清涼飲料販売店についてはその立地環境を生かし、今後も

若い女性を中心とした消費者の嗜好に敏感に対応していくことで安定した店舗経営を維持してまいりま

す。  

 以上のような諸施策を実施することで、当社グループの平成23年3月期通期（連結）の売上高は 17

億５千万円、営業利益は７千５百万円、経常利益は７千万円、当期純利益は６千万円を見込んでおりま

す。 （一部流動化不動産に対する匿名組合出資に係る今後の方針が未確定のため、当該不動産及び当

該匿名組合出資に関連した収益は業績予想に織り込んでおりません。） 

③ 次期の見通し
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①当連結会計年度末の総資産、負債、純資産の状況に関する分析  

 総資産につきましては減価償却費１億４千万円を計上したことや繰延税金資産の取崩２千万円、また

一部固定資産に発生した減損損失４千７百万円があったこと等により、前連結会計年度末から２億６千

５百万円の減少となりました。負債につきましては長期借入金の返済３億９千１百万円があった一方、

リース債務９百万円を新たに認識したこと等により前連結会計年度末から３億６千２百万円の減少とな

りました。純資産につきましては当期純利益９千６百万円を計上、また、その他有価証券の時価が前年

同期に比べ若干回復したため、前連結会計年度末から９千７百万円の増加となりました。  

 以上のことから、当連結会計年度末残高は総資産68億２千７百万円、負債38億９千万円、純資産29億

３千７百万円となりました。  

 なお、次期につきましては、当期純利益６千万円を目標に定めていることから、同額の繰越欠損金の

解消による純資産の増額を見込んでおります。  

  

②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況に関する分析  

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当期利益

の計上や定期預金の払戻による収入、また不動産ファンドの匿名組合出資者としての出資分配金の収入

等によるがあり資金が増加した一方、長期借入金の返済や有形固定資産の取得による資金の減少があ

り、４億４千４百万円（前年同期比2.1％減）となりました。  

 内訳といたしましては、営業活動において３億１千７百万円、投資活動において７千４百万円の資金

を得て、財務活動において４億１百万円を使用した結果、資金残高は前連結会計年度末より９百万円減

少いたしました。  

 当連結会計年度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〉  

 営業活動において得られた資金は３億１千７百万円（前年同期比35.7％増）となりました。  

 収入の主な内訳は税金等調整前当期純利益１億２千万円、減価償却費１億４千万円等であり、支出の

主な内訳は利息の支払額５千５百万円等であります。  

 なお、次期につきましては、映画興行事業、スポーツ・レジャー事業の収益力強化に努める一方、匿

名組合出資配当金の減少が見込まれることなどから、２億円の連結営業キャッシュ・フローの達成を目

標に定めております。  

〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉  

 投資活動において得られた資金は７千４百万円（前年同期比14.5％増）となりました。  

 これは主に定期預金の払戻による収入５千万円、出資金の回収による収入２千３百万円等があったこ

とによるものであります。  

〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉  

 財務活動の結果使用した資金は４億１百万円（前年同期に使用した資金は３億９千６百万円）となり

ました。  

 これは主に有利子負債の圧縮３億９千１百万円によるものです。  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本/総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。  

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。  

※平成18年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては

営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。 

  

当社は創業以来、株主の皆様への利益還元を 優先課題として認識する一方で、経営体質の強化と将

来の事業展開に向けた内部留保も重要と考え、業績に応じてバランスの取れた利益配分を心がけてまい

りました。  

 平成22年3月期におきましては、当期純利益９千６百万円（連結）を計上し、連結ベースでの利益剰

余金のマイナスは１億８千８百万円まで圧縮することができましたが、繰越損失全額の解消まではいま

しばらくの時間を要するため、当期及び次期の配当につきましては無配の見込みであります。今後も将

来の利益配分に向けて繰越損失の解消に経営の全力を傾注してまいります。  

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 31.9 34.2 37.3 40.0 43.0

時価ベースの自己資本比率
（％）

43.6 40.1 35.5 25.1 29.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

― 4.5 8.7 7.5 4.3

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（％）

― 6.7 3.1 3.4 5.7

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの事業の状況、経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性がある事項には以下のよう

なものがあります。なお、これらのリスク情報につきましては、当連結会計年度末現在の判断によるも

のです。 

  

当社グループは１８年３月期に「武蔵野ビル」の流動化をはじめとした大規模な財務リストラを実行

することにより財務上の大きな課題となっていた有利子負債の大幅な圧縮を実現することができまし

た。当連結会計年度末には有利子負債残高は13億５千８百万円、また利益剰余金のマイナスは１億８千

８百万円まで減額しております。  

 今後は復配に向けて繰越損失を早期に解消することが前連結会計年度より引き続いての課題となって

おりますが、映画興行事業部門とスポーツ・レジャー事業部門においては個人消費の低迷などからここ

数年は収益減を余儀なくされており、また、一部不動産投資物件の契約期間満了による収益への影響も

想定できるため、繰越損失の一掃にはいましばらくの時間が掛かるものと考えております。今後も既存

の経営資源を有効に活用し収益力の向上を図るとともに、それぞれの既存事業を今一度足下から見つめ

直し、経営の合理化の検討を含めた経営課題を精査し、収益力の安定に努めてまいります。  

  

（映画興行事業）  

 映画興行事業は上映する作品の集客力により興行成績が大きく左右されます。快適に映画鑑賞してい

ただける劇場空間を提供することが当社の責務である一方、集客力の高い作品を見極め継続的に上映し

続けることが興行成績の安定的な維持には不可欠であります。それだけ作品への依存度は高く、その選

別によってはリスクが介在しているといえます。  

 当社のような単館系の映画館におきましては、常時有力なメジャー作品を取り揃えることがままなら

ず、また映画ファンの好みも多様化している現在、上映作品の選定はより難しさを増しているともいえ

ます。そのため当社では、新宿武蔵野館3スクリーン、甲府武蔵野シネマファイブ5スクリーンの上映作

品についてこれまでの路線を押えながらもその枠にとらわれず、映画館の立地・特性も考えに入れ、選

択可能な作品の中から幅広く番組編成を行っております。  

 一方、近隣シネコンとの競合やミニシアター向け作品のヒット作不足及び個人消費の落ち込み等の要

因も、大きなリスクとなっております。  

 また、山梨県甲府市は若年層人口の流出や少子高齢化による市街地人口の空洞化により、市内の中心

地に立地する「甲府武蔵野シネマファイブ」の集客環境にリスクが生じております。  

 加えて、インフルエンザの流行またはその兆候が顕著となった場合、映画館の集客が激減する可能性

も考えられます。  

(4) 事業等のリスク

① 財政状態および収益力の課題

② 経営環境の変化、特定の取引先等への依存等
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（スポーツ・レジャー事業）  

 個人の生活防衛意識が顕著となって現れ始めた現在、「運動と健康」をテーマに取り入れたゲーム機

等が従来フィットネスクラブが担ってきた健康増進の機会提供に取ってかわる等、業界の流行のサイク

ルは目まぐるしく移り変わってきております。このような時流の影響を的確に把握し、新しいサービス

の提供や設備投資を念頭に入れ経営判断を迅速に行うことがフィットネスクラブにとっては肝要であり

ますが、リスクとしてそうした流行を見誤ることや設備投資等の経営判断のタイミングを逃すことが考

えられます。  

 また、フィットネスクラブの経営は地域との密接な関係が重要であるため、近隣の競合施設の存在や

クラブ内で事故の発生等につきましてもリスクとして認識しております。  

（不動産事業）  

 当社の収益の大きな柱である不動産賃貸部門は、各賃貸物件の借主様が安定的継続的に入居していた

だけることが収益力持続の前提となっておりますが、その前提条件が困難な状況となった場合、収益力

の継続にリスクが生じるおそれがあります。  

 また、賃貸物件の瑕疵等により予期せぬ事故や損害が発生することも考えられ、それらも潜在的なリ

スクとして認識しております。  

  

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（東京都新宿区新宿三丁目所在、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27日を

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、本決算短信発表日現在において契約期間満了後の同不動

産に対する再投資を含めた対応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

出資の金額および当社の業績に大きな影響がある可能性があります。 

 ③ 匿名組合出資に対する金融環境および不動産投資市況の変化について
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  当社および当社関係会社(子会社３社、関連会社１社)は映画興行を看板事業としてかかげるとともに、保

有資産の活用をはかり、賃貸を主体とした不動産関連事業や自動車教習所、フィットネスクラブ、ヨガ教室

などを運営しております。事業の種類別各セグメントにおける当社および関係会社との位置付けは次のとお

りです。  

  

（映画興行事業）  

 当社が東京都新宿区に「新宿武蔵野館」（３スクリーン）を、また、山梨県甲府市に「甲府武蔵野シネ

マ・ファイブ」（５スクリーン）を経営しております。  

（スポーツ・レジャー事業）  

 当社が東京都目黒区に「コナミスポーツクラブ自由が丘」を経営しております。 なお、「武蔵野インド

ヨガ学園自由が丘校」は、平成21年８月をもって閉鎖いたしました。 

（不動産事業）  

 当社が埼玉県さいたま市大宮区に商業テナントビル、東京都杉並区に賃貸マンションそれぞれ１棟を経営

するとともに、東京都新宿区の商業テナントビル「武蔵野ビル」の流動化による不動産ファンドに対する匿

名組合出資を一部行っております。また、当社は関連会社㈱野和ビルに敷地を賃貸し、㈱野和ビルは商業テ

ナントビルを経営しております。自由ヶ丘土地興業㈱はフィットネスクラブとして建物を賃貸しておりま

す。湯村観光㈱は駐車場の経営を行っております。不動産販売につきましては、当期は販売活動は行ってお

りません。  

（自動車教習事業）  

 ㈱寄居武蔵野自動車教習所が、埼玉県大里郡寄居町において自動車教習所を経営しております。  

（その他の事業）  

 当社が商事部門において住宅機材の卸売を、また、マクミラン・アリスの版権事業を行っております。自

由ヶ丘土地興業㈱は東京都新宿区においてソフトドリンク販売店、東京都目黒区において軽飲食店の経営委

託を行っております。  

  

2. 企業集団の状況
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（事業系統図） 

  

 

  

（注）１ 上記のほかに非連結子会社として、㈲エム・プラザ、㈱甲西商事、同和興業㈱、㈱雅味、 

     ㈲平安物産の５社がありますが、いずれも休眠もしくは活動停止中であります。 

   ２ 上記のほかに持分法非適用会社として、㈱フラッグスビジョンがあります。㈱フラッグス 

     ビジョンは、東京都新宿区の商業テナントビルにおいて壁面広告事業を行っております。 
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当社は大正９年に、現在地東京都新宿区新宿に於いて映画館「武蔵野館」（現「新宿武蔵野館」）を

開館させて以来、社会に映画を中心とした健全な娯楽を提供することを主要な事業目的とし、その後、

時代の変遷に柔軟に対応しながら、東京都新宿区、山梨県甲府市にて長期にわたり映画興行を中心とし

た事業展開を行ってまいりました。しかしながら、娯楽の形態も時代とともに移り変わるなか、当社も

映画興行を会社の看板事業として主軸に据えながらも、現在では、スポーツ・レジャー事業や不動産賃

貸事業、また、連結子会社で展開する自動車教習事業など、経営資源を集中すべき事業を厳選し、複合

的な事業展開を行っております。  

 今後も、創業以来の事業目的である健全かつ快適な娯楽空間を提供し、より多くの方々に映画の楽し

さを味わっていただくことを会社経営の基本方針とすることに変わりはありませんが、「新宿武蔵野

館」を開館して90周年を迎える今日においては、昨今の厳しい経営環境に柔軟に対応すべく、当社の施

設を利用してくださるお客様の声によく耳を傾け、またコーポレート・ガバナンスの充実にも取り組み

ながら、当社の社訓である「熱意」と「誠実」をもって、より堅固な企業体質作りを推し進めてまいり

ます。  

  

「平成21年３月期 決算短信」において、通期の連結営業利益１億５千万円、および連結営業キャッ

シュ・フロー２億５千万円の達成を目標に掲げました。平成22年３月期においては折からの景況の影響

を受け、映画興行事業部門とスポーツ・レジャー事業部門においては個人消費の伸び悩みもあり減収を

余儀なくされましたが、そうしたなかで不動産賃貸部門と自動車教習事業部門は概ね計画通りの収益を

計上することが出来、また販売費および一般管理費削減の効果もあり、連結営業利益、連結営業キャッ

シュ・フロー共に目標額を達成することができました。  

 今後も足下の経営リスクをよく把握し、堅実な会社経営を継続していくとともに、不振であった映画

興行事業部門とスポーツ・レジャー事業部門の立て直しに力を注いでいくことで、当面の課題であり目

標である繰越損失（当連結会計年度末現在の利益剰余金のマイナスは１億８千８百万円）の解消に経営

の全力を傾注してまいります。一方で今後は、一部流動化不動産に対する匿名組合出資に係る今後の方

針が未確定のため、当該不動産及び当該匿名組合出資に関連した収益が減少となる可能性もあることな

どから、通期の連結営業利益は７千５百万円、連結営業キャッシュ・フローは２億円の達成を目標額に

定めております。  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標
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当社は「社会に健全な娯楽を提供すること」を主要な事業目的としており、その役割を現在担ってい

るのが「映画興行事業」と「スポーツ・レジャー事業」であると考えております。しかしながら、これ

らの事業は個人消費の動向に少なからず影響を受ける事業であるため、収益的には絶えず流行等の不確

定要素に左右され、常時安定的に会社の業績に貢献しているとは言い難い状況にあります。今後はこれ

らの事業が将来にわたって安定して収益を生み出せる事業となるよう経営戦略をより確かなものに練り

直していくのはもちろんですが、こうした事業を継続的に運営していくには、会社の経営基盤の安定が

不可欠であり、そのためには、所有不動産等の有効活用、すなわち不動産賃貸事業を中心とした不動産

事業で確実に収益を生み出せる経営体質を維持継続していくことが 重要と考えております。  

 今後も当社では、不動産を中心とした資産の有効活用を 重要経営戦略と位置づけ、主要な事業目的

である「社会に健全な娯楽を提供すること」を継続していくために、堅実な資産活用を心がけてまいり

ます。  

  

繰越損失の解消（当連結会計年度末現在の利益剰余金のマイナスは１億８千８百万円）が、前連結会

計年度から引き続いての当社グループの課題でありますが、そのためには既存事業の育成およびその将

来性の見極め、また、一部流動化不動産に対する投資の継続が不確定ななか、今後の会社の業績に貢献

できる新しい事業形態の検討なども考慮に入れ、現在そして将来の経営環境の変化に柔軟に対応できる

堅実な経営基盤を再構築することが早期の繰越損失の解消には欠かせないことであると考えておりま

す。  

 具体的には、新宿武蔵野館においては、ミニシアターならではのメジャー作品にとらわれないバラエ

ティに富んだ番組編成を心がけ、自ら情報発信できる映画館として、シネコンとはひと味違った個性的

な劇場作りを推し進めてまいります。また、不採算のスポーツ・レジャー事業や山梨県甲府地区（甲府

武蔵野シネマファイブ）における映画興行事業の再点検も引き続き行っており、随時、収益性とキャッ

シュ・フロー重視の経営方針に照らし合わせながら、対処すべき課題に向けた取り組みを続けておりま

す。  

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 753,472 694,105

受取手形及び売掛金 58,437 53,354

たな卸資産 ※5 3,299 ※5 3,047

繰延税金資産 43,104 22,880

その他 97,028 95,224

貸倒引当金 △1,887 △2,093

流動資産合計 953,453 866,517

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 4,182,249 ※1 4,143,422

減価償却累計額 △3,041,450 △3,145,430

建物及び構築物（純額） 1,140,799 997,992

機械装置及び運搬具 74,627 80,572

減価償却累計額 △57,789 △64,893

機械装置及び運搬具（純額） 16,838 15,679

工具、器具及び備品 271,846 253,659

減価償却累計額 △205,759 △198,324

工具、器具及び備品（純額） 66,087 55,335

土地 ※1, ※4 3,861,284 ※1, ※4 3,861,284

リース資産 43,635 43,635

減価償却累計額 △5,091 △13,818

リース資産（純額） 38,544 29,817

有形固定資産合計 5,123,552 4,960,107

無形固定資産

借地権 76,260 76,260

リース資産 － 8,559

その他 12,948 11,512

無形固定資産合計 89,208 96,331

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 669,874 ※2 667,719

長期貸付金 735,128 732,901

敷金及び保証金 66,980 66,880

その他 109,355 91,836

貸倒引当金 △654,693 △654,645

投資その他の資産合計 926,644 904,691

固定資産合計 6,139,404 5,961,129

資産合計 7,092,857 6,827,646
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 83,775 85,424

短期借入金 ※1 391,364 ※1 391,364

リース債務 8,727 10,629

未払法人税等 3,970 3,790

賞与引当金 14,055 14,332

その他 162,591 193,058

流動負債合計 664,482 698,597

固定負債

長期借入金 ※1 1,358,207 ※1 966,843

リース債務 29,817 27,747

退職給付引当金 175,779 178,345

役員退職慰労引当金 18,648 18,648

長期預り敷金 608,880 602,874

再評価に係る繰延税金負債 ※4 1,397,455 ※4 1,397,455

固定負債合計 3,588,786 3,191,912

負債合計 4,253,268 3,890,509

純資産の部

株主資本

資本金 1,004,500 1,004,500

利益剰余金 △284,802 △188,777

自己株式 △6,635 △6,949

株主資本合計 713,063 808,774

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,747 △910

土地再評価差額金 ※4 2,129,273 ※4 2,129,273

評価・換算差額等合計 2,126,526 2,128,363

純資産合計 2,839,589 2,937,137

負債純資産合計 7,092,857 6,827,646
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 2,089,428 2,007,885

売上原価 1,138,155 1,094,025

売上総利益 951,273 913,860

販売費及び一般管理費 ※1 797,055 ※1 709,376

営業利益 154,218 204,484

営業外収益

受取利息及び配当金 8,694 10,619

持分法による投資利益 18,509 21,849

その他 1,818 2,540

営業外収益合計 29,021 35,008

営業外費用

支払利息 68,300 55,874

その他 75 106

営業外費用合計 68,375 55,980

経常利益 114,864 183,512

特別利益

貸倒引当金戻入額 ※3 10,061 ※3 663

収用補償金 － 729

受取保険金 － 10,302

その他 ※2 4,718 ※2 451

特別利益合計 14,779 12,145

特別損失

固定資産除却損 ※4 1,757 ※4 1,288

投資有価証券評価損 － 2,000

減損損失 ※5 16,369 ※5 47,261

社葬費用 － 10,953

環境対策費 － ※7 13,936

その他 ※6 2,437 －

特別損失合計 20,563 75,438

税金等調整前当期純利益 109,080 120,219

法人税、住民税及び事業税 3,459 3,970

法人税等調整額 5,667 20,224

法人税等合計 9,126 24,194

当期純利益 99,954 96,025
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,004,500 1,004,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,004,500 1,004,500

利益剰余金

前期末残高 △384,756 △284,802

当期変動額

当期純利益 99,954 96,025

当期変動額合計 99,954 96,025

当期末残高 △284,802 △188,777

自己株式

前期末残高 △6,092 △6,635

当期変動額

自己株式の取得 △543 △314

当期変動額合計 △543 △314

当期末残高 △6,635 △6,949

株主資本合計

前期末残高 613,652 713,063

当期変動額

当期純利益 99,954 96,025

自己株式の取得 △543 △314

当期変動額合計 99,411 95,711

当期末残高 713,063 808,774

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 413 △2,747

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,160 1,837

当期変動額合計 △3,160 1,837

当期末残高 △2,747 △910

土地再評価差額金

前期末残高 2,129,273 2,129,273

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,129,273 2,129,273
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,129,686 2,126,526

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,160 1,837

当期変動額合計 △3,160 1,837

当期末残高 2,126,526 2,128,363

純資産合計

前期末残高 2,743,338 2,839,589

当期変動額

当期純利益 99,954 96,025

自己株式の取得 △543 △314

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,160 1,837

当期変動額合計 96,251 97,548

当期末残高 2,839,589 2,937,137
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 109,080 120,219

減価償却費 149,677 140,187

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,000

減損損失 16,369 47,261

固定資産除却損 1,757 1,288

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,929 158

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,275 2,566

受取利息及び受取配当金 △6,694 △10,619

支払利息 68,300 55,874

為替差損益（△は益） 10 26

売上債権の増減額（△は増加） △215 5,083

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,825 253

仕入債務の増減額（△は減少） 20,765 1,649

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,501 4,677

持分法による投資損益（△は益） △18,509 △21,849

その他 △26,078 17,706

小計 299,582 366,479

利息及び配当金の受取額 6,568 10,619

利息の支払額 △67,648 △55,483

法人税等の支払額 △4,618 △4,150

営業活動によるキャッシュ・フロー 233,884 317,465

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 50,000

有形固定資産の取得による支出 △57,744 △17,317

無形固定資産の取得による支出 － △1,648

出資金の回収による収入 70,859 23,841

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 4,965 2,727

投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,175 17,447

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,129 74,550

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 △391,364 △391,364

リース債務の返済による支出 △5,091 △9,678

自己株式の取得による支出 △543 △314

財務活動によるキャッシュ・フロー △396,998 △401,356

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,995 △9,367

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期末残高 ※ 453,472 ※ 444,105
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

（前連結会計年度）

（当連結会計年度）
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ３社

主要な連結子会社名は、「第１

企業の概況 ４ 関係会社の状

況」に記載しているため、省略し

ております。

(1) 連結子会社の数 ３社

     同左

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社はありませ

ん。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同左

(3) 非連結子会社について連結の範囲

から除いた理由

非連結子会社５社はいずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためで

あります。

(3) 非連結子会社について連結の範囲

から除いた理由

     同左

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社数 １社

持分法適用の関連会社名 ㈱野和

ビル

(1) 持分法適用の関連会社数 1社

同左

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社５社及び関連会社１社(㈱フ

ラッグスビジョン)は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。

(2)      同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 

連結子会社の決算日が連結決算日と異

なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

㈱寄居武蔵野 

自動車教習所
１月31日

自由ヶ丘土地興業㈱ １月31日

上記の連結子会社の決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、連

結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行って

おります。

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの…連結決算日

の市場価格等

に基づく時価

法(評価差額

は全部純資産

直入法により

処理し、売却

原価は移動平

均法により算

定)

 時価のないもの…移動平均法

による原価法

なお、匿名組

合契約に基づ

く特別目的会

社 へ の 出 資

（金融商品取

引法第２条第

２項により有

価証券とみな

されるもの）

については、

特別目的会社

の損益の純額

に対する持分

相当額を取り

込む方法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの… 同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時価のないもの… 同左

たな卸資産 

・通常の販売目的で保有するたな

卸資産

商品及び貯蔵品

…… 終仕入原価法 

（収益性の低下による簿

価切下げの方法）

 

 （会計方針の変更）
 当連結会計年度より、「棚卸資産の
評価に関する会計基準」（企業会計基
準第９号 平成18年７月５日公表分）
を適用しております。 
 これによる営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益に与える影響
はありません。

たな卸資産 

・通常の販売目的で保有するたな

卸資産

商品及び貯蔵品

…… 終仕入原価法 

（収益性の低下による簿

価切下げの方法）
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

建物(建物附属設備は除く)

 定額法によっております。

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

その他の有形固定資産（リース

資産を除く）

 定率法によっております。

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

リース資産

 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 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零として算定する定

額法によっております。 

 なお、リース取引会計基準の

改正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、引き続き通常の

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す。

 （会計方針の変更）

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、当連結会計年度より、

「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引会計基準の改正適

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、引き

続き通常の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す。  

 これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

建物(建物附属設備は除く)

 定額法によっております。

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

その他の有形固定資産（リース

資産を除く）

 定率法によっております。

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

リース資産

 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 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零として算定する定

額法によっております。 

 なお、リース取引会計基準の

改正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、引き続き通常の

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す。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

無形固定資産

 ……定額法

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

同左

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

……債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率法

により、貸倒懸念債権等については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込み額を計上 

 

(3) 重要な引当金の計上基準

同左

賞与引当金 

……従業員賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担額

を計上 

 

同左

 

 

 

 

退職給付引当金 

……従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上。

同左

役員退職慰労引当金 

……役員退職慰労金の支出に備えるた

め、「役員退職慰労金規程」に基づく

当連結会計年度末における基準額を計

上。

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 
 金利スワップ取引については、特例
処理の要件を満たしておりますので、
特例処理を採用しております。 
②ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ヘッジ手段・・・金利スワップ 
 ヘッジ対象・・・借入金の利息 
③ヘッジ方針 
 借入金の金利変動リスクを回避する
目的で金利スワップ取引を行っており
ます。 
④ヘッジの有効性評価の方法 
 金利スワップの特例処理の要件を満
たしておりますので、決算日における
有効性の評価を省略しております。 
 
(5) 特別目的会社を利用した不動産事
業に関する会計処理 
 不動産事業に係る匿名組合契約に基
づき特別目的会社に出資しております
が、当該拠出金は連結貸借対照表上、
匿名組合財産の持分割合相当額を「投
資有価証券」に計上しております。匿
名組合から分配された損益について
は、「売上高」に計上するとともに同
額を「投資有価証券」に加減し、営業
者からの出資金の払戻しについては
「投資有価証券」を減額させておりま
す。

(4) 重要なヘッジ会計の方法 
        同左     
  
 
  
        同左 
  
  
        同左  
  
 
  
        同左  
  
 
  
 
(5) 特別目的会社を利用した不動産
事業に関する会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

……消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却は、５年間の均等償却を

行っております。

同左

 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資であります。

同左
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において「商品及び貯蔵品」として掲記

されたものは、当連結会計年度から「たな卸資産」と掲

記し、その内訳を注記で示しております。

            ―

 なお、前連結会計年度の「商品及び貯蔵品」に含まれ

る「商品」「貯蔵品」は、それぞれ、4,673千円、452千

円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 714,056千円

土地 3,762,683千円

   担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,524,571千円

(うち１年以内返済予定の長期借入金 331,364千円)

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 670,953千円

土地 3,762,683千円

   担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,193,207千円

(うち１年以内返済予定の長期借入金 331,364千円)

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券 111,320千円
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券 133,170千円

 

 ３ 偶発債務

下記の関係会社の金融機関からの借入に対し保証

をしております。

㈱野和ビル 448,000千円

計 448,000千円
 

 ３ 偶発債務

下記の関係会社の金融機関からの借入に対し保証

をしております。

㈱野和ビル 450,000千円

計 450,000千円

 

※４ 土地の再評価の適用

「土地の再評価に関する法律」(平成10年法律第

34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」(平成11年法律第24号)に基づき、

事業用土地の再評価を行い、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日、公布政令第119号)第２条第４号に定める、

地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する

地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額

を算定するために国税庁長官が定めて公表した方

法により算定した価額に合理的な調整を行って算

定する方法により算出しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地 
の期末における時価 
と再評価後の帳簿価 
額との差額

再評価を行った土地の

期末における時価が再

評価後の帳簿価額を上

回っているため記載し

ておりません。

※４ 土地の再評価の適用

「土地の再評価に関する法律」(平成10年法律第

34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律」(平成11年法律第24号)に基づき、

事業用土地の再評価を行い、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日、公布政令第119号)第２条第４号に定める、

地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する

地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額

を算定するために国税庁長官が定めて公表した方

法により算定した価額に合理的な調整を行って算

定する方法により算出しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地
の期末における時価 
と再評価後の帳簿価 
額との差額

再評価を行った土地の

期末における時価が再

評価後の帳簿価額を上

回っているため記載し

ておりません

※５ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

     商品              2,862千円

     貯蔵品               437千円

※５ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

     商品              2,594千円 

     貯蔵品               453千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

  給料及び手当 229,213千円

  役員報酬 148,808千円

  賞与引当金繰入額 14,055千円

  減価償却費 44,666千円

  租税公課 30,958千円

  法定福利費 40,865千円

  地代家賃 99,794千円

  支払手数料 46,879千円

   退職給付費用 9,295千円

  交際費 12,533千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

  給料及び手当 218,917千円

  役員報酬 113,448千円

  賞与引当金繰入額 14,332千円

  減価償却費 42,492千円

  租税公課 31,951千円

  法定福利費 37,524千円

  地代家賃 100,432千円

 支払手数料 26,182千円

退職給付費用 9,646千円

  交際費 10,762千円

 

※２ 特別利益の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。

事業税還付税額等 1,115千円

その他 3,603千円

合計 4,718千円

 
 

※２ 特別利益の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。

事業税還付税額等 272千円

その他 179千円

合計 451千円

 

※３ 貸倒引当金戻入額の内訳は次の通りであります。

   長期貸付金に係る引当          10,061千円

※３ 貸倒引当金戻入額の内訳は次の通りであります。

   長期貸付金に係る引当             663千円

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 1,246千円

工具、器具及び備品 511千円

合計 1,757千円

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 41千円

工具、器具及び備品 1,247千円

合計 1,288千円
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前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

 

※５ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上しております。

名称及び場所 用途 種類 減損損失額(千円)

甲府武蔵野シネマフ

ァイブ（山梨県甲府

市）

映画館
土 地 16,369

合  計 16,369

①資産のグルーピングの方法 
 当社グループは減損損失を認識するにあたり、個々
の事業所及び賃貸資産をキャッシュ・フローを生み出
す 小単位として、また、遊休資産については個別物
件単位によりグルーピングしております。本社資産に
つきましては共用資産としてグルーピングしておりま
す。 
②減損損失の認識に至った経緯 
 固定資産の経済的使用年数に対する将来キャッシ
ュ・フローの予測値が帳簿価額を下回っていたことに
加え、不動産価額の著しい下落により、減損損失を認
識するに至りました。 
③回収可能価額の算定方法 
 正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士に
よる販売経費等を差し引いた鑑定評価額を使用してお
ります。

 

※５ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上しております。

名称及び場所 用途 種類 減損損失額(千円)

トラスコハーバービ

ル（東京都港区）

オフィ

スビル

建物附属

設備 

  

工具、器

具及び備

品

46,514 

  

 

747 

  

 

合  計 47,261

①資産のグルーピングの方法
 当社グループは減損損失を認識するにあたり、個々の
事業所及び賃貸資産をキャッシュ・フローを生み出す
小単位として、また、遊休資産については個別物件単位
によりグルーピングしております。本社資産につきまし
ては共用資産としてグルーピングしております。 
②減損損失の認識に至った経緯 
 当該ビルは当社が一括で借り受け、テナントを募って
賃貸に供している転貸物件でありますが、平成22年5月
31日に賃貸借契約を解約することが確定しているため、
当該ビルの投下固定資産につき経済的使用年数に対する
将来キャッシュ・フローの予測値を測定したところ、減
損損失を認識するに至りました。 
③回収可能価額の算定方法 
 正味売却価額により測定しております。当該固定資産
は除却予定であるため、処分価額を０円として算定して
おります。

 

※６ 特別損失の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。

ヨガ教室閉鎖諸費用 220千円

その他 2,217千円

合計 2,437千円

※６ ―

※７ ― 

 

※７ 環境対策費はアスベスト除去費用であります。 
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１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加2,760株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加1,820株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 10,500,000 ― ― 10,500,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,007 2,760 ― 25,767

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 10,500,000 ― ― 10,500,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 25,767 1,820 ― 27,587
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 753,472千円

期間が３ヶ月を超える定期預金 △300,000千円

現金及び現金同等物 453,472千円

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 694,105千円

期間が３ヶ月を超える定期預金 △250,000千円

現金及び現金同等物 444,105千円
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(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 

 
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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の額は2,630,386千円であり、その主なものは親会社で

の余資運用資金(現預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係わる資産等であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度

区分
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)

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

406,276 262,288 769,750 370,619 280,495 2,089,428 ― 2,089,428

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

― ― 70,416 ― ― 70,416 (70,416) ―

計 406,276 262,288 840,166 370,619 280,495 2,159,844 (70,416) 2,089,428

  営業費用 439,853 301,904 684,555 329,083 250,689 2,006,084 (70,874) 1,935,210

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△33,577 △39,616 155,611 41,536 29,806 153,760 458 154,218

Ⅱ 資産、減価償却
  費、減損損失及び
  資本的支出

   資産 422,137 279,686 4,308,374 415,651 32,813 5,458,661 1,634,196 7,092,857

   減価償却費 25,571 36,884 52,938 25,895 ― 141,288 8,389 149,677

   減損損失 16,369 ― ― ― ― 16,369 ― 16,369

   資本的支出 4,142 9,923 29,456 14,223 ― 57,744 ― 57,744

(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等の賃貸等

(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
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(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 

 
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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の額は2,481,007千円であり、その主なものは親会社で

の余資運用資金(現預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係わる資産等であります。 

  

   前連結会計年度 

    在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   当連結会計年度 

    在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  前連結会計年度 

    海外売上高がないため、該当事項はありません。  

   当連結会計年度 

    海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度

区分
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)

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

426,780 225,079 742,653 352,412 260,961 2,007,885 ― 2,007,885

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

― ― 70,416 ― ― 70,416 (70,416) ―

計 426,780 225,079 813,069 352,412 260,961 2,078,301 (70,416) 2,007,885

  営業費用 453,053 295,470 588,405 314,970 220,478 1,872,376 (68,975) 1,803,401

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△26,273 △70,391 224,664 37,442 40,483 205,925 (1,441) 204,484

Ⅱ 資産、減価償却
  費、減損損失及び
  資本的支出

   資産 399,347 247,097 4,234,715 353,074 32,005 5,266,238 1,561,408 6,827,646

   減価償却費 24,674 34,474 47,873 25,193 ― 132,214 7,973 140,187

   減損損失 ― ― 47,261 ― ― 47,261 ― 47,261

   資本的支出 11,868 2,289 5,112 1,815 ― 21,084 ― 21,084

(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等の賃貸等

(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

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月

17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18

年10月17日）を適用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、「連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取

引」及び「親会社又は重要な関連会社に関する注記」のうち「重要な関連会社の要約財務情報」を追加

して記載しております。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  

 
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     ・取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。 

   ２．期末残高、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  

 
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     ・取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。 

    ・上記取引のいずれについても、全額貸倒引当金を計上済であります。 

     ・（有）平安物産、（有）エム・プラザは、取締役の全員を提出会社の取締役または使用人   

     であった者が兼任しているため、提出会社が実質的に支配していると認められる会社であ   

     ります。 

   ２．期末残高には消費税等は含まれておりません。 

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社

(株)野和ビル
東京都 
新宿区

20 ビル賃貸業
(所有）

直接50.0
敷地の賃貸
役員の兼任

敷地の賃貸 157
預かり敷金 
前受金

411
12

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社 (株)甲西商事
山梨県甲
府市

10
貴金属・雑
貨販売

（所有）
間接100.0

役員の兼任 資金の貸付 ― 長期貸付金 115

子会社 (有)平安物産
東京都新
宿区

30
室内装飾品
販売

なし 役員の兼任 資金の貸付 ― 長期貸付金 258

子会社
(有)エム・プ
ラザ

東京都新
宿区

5
美術工芸品
リース販売

なし 役員の兼任 資金の貸付 ―
長期貸付金 
未収入金

157
2
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(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

  

 
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     ・取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。 

   ２．期末残高、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

当連結会計年度において、重要な関連会社は（株）野和ビルであり、その要約財務情報は以下のとお

りであります。 

 
  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の 

被所有割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員 河野勝雄 ― ―
当社 
代表取締役
会長

直接18.5 資金の貸付
貸付資金の
回収 
受取利息

2
3

長期貸付金 
 

100

（単位：百万円）

流動資産合計 307

固定資産合計 1,855

流動負債合計 74

固定負債合計 1,886

純資産合計 202

売上高 591

税引前当期純利益 62

当期純利益 37
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  

 
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     ・取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。 

   ２．期末残高、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  

 
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     ・取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。 

    ・上記取引のいずれについても、全額貸倒引当金を計上済であります。 

     ・（有）平安物産、（有）エム・プラザは、取締役の全員を提出会社の取締役または使用人   

     であった者が兼任しているため、提出会社が実質的に支配していると認められる会社であ   

     ります。 

   ２．期末残高には消費税等は含まれておりません。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

  

 
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     ・取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。 

   ２．期末残高、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

   ３．河野勝雄氏は平成21年８月26日に死去したことに伴い、代表取締役会長を退任し関連当 

     事者に該当しなくなったため、関連当事者であった期間中の取引金額及び代表取締役会 

     長退任時点での取引残高を記載しております。また、議決権等の被所有割合につきまし 

     ては、事業年度末日現在名義変更手続きが未了のため 、平成22年3月31日現在の被所有 

     割合を記載しております。 

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社

(株)野和ビル
東京都 
新宿区

20 ビル賃貸業
(所有）

直接50.0
敷地の賃貸
役員の兼任

敷地の賃貸 157
預かり敷金 
前受金

411
13

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社 (株)甲西商事
山梨県甲
府市

10
貴金属・雑
貨販売

（所有）
間接100.0

役員の兼任 資金の貸付 ― 長期貸付金 115

子会社 (有)平安物産
東京都新
宿区

30
室内装飾品
販売

なし 役員の兼任 資金の貸付 ― 長期貸付金 258

子会社
(有)エム・プ
ラザ

東京都新
宿区

5
美術工芸品
リース販売

なし 役員の兼任 資金の貸付 ―
長期貸付金 
未収入金

157
2

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の 

被所有割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員 河野勝雄 ― ―
当社 
代表取締役
会長

直接18.5 資金の貸付
貸付資金の
回収 
受取利息

1
3

長期貸付金 99
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２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

当連結会計年度において、重要な関連会社は（株）野和ビルであり、その要約財務情報は以下のとお

りであります。 

 
  

（単位：百万円）

流動資産合計 247

固定資産合計 1,809

流動負債合計 67

固定負債合計 1,743

純資産合計 246

売上高 579

税引前当期純利益 73

当期純利益 43
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 繰延税金資産 税務上の 
繰越欠損金

346,587千円

未払事業税 2,385千円

減損損失 6,472千円

賞与引当金 5,558千円

その他の投資
評価損

149,085千円

投資有価証券
評価損

54,310千円

退職給付引当金 64,407千円

貸倒に係る損失 233,605千円

その他 8,413千円

繰延税金資産計 870,822千円

評価性引当金 △ 827,718千円

 繰延税金資産 
 の純額

43,104千円

 再評価に係る 
 繰延税金負債

事業用土地

再評価差額
1,397,455千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 税務上の
繰越欠損金

272,224千円

未払事業税 1,160千円

減損損失 25,159千円

賞与引当金 5,667千円

その他の投資
評価損

149,590千円

投資有価証券
評価損

55,101千円

退職給付引当金 66,686千円

貸倒に係る損失 233,853千円

その他 9,499千円

繰延税金資産計 818,939千円

評価性引当金 △ 796,059千円

繰延税金資産
 の純額

22,880千円

再評価に係る
 繰延税金負債

事業用土地

再評価差額
1,397,455千円

(注)1.当連結会計年度における繰延税金資産の純額は連

結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

   流動資産－繰延税金資産      43,104千円

(注)1.当連結会計年度における繰延税金資産の純額は連

結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

     流動資産－繰延税金資産       22,880千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 39.54％

(調整項目)

交際費等損金に算
入されない項目

8.41％

評価性引当金 △43.29％

その他 3.71％
税効果会計適用後 
の法人税等の 
負担率

8.37％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 39.54％

(調整項目)

交際費等損金に算
入されない項目

6.93％

評価性引当金 △29.42％

その他 3.07％
税効果会計適用後
の法人税等の 
負担率

20.12％
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  （当連結会計年度） 

  

①賃貸等不動産の概要 

 当社グループでは、主に東京都及び埼玉県において、賃貸用の商業テナントビル（土地を含む。） 

 や商業テナントビルに供している敷地等を所有しております。 

②賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに決算日におけ 

 る時価及び当該時価の算定方法 

 
（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した 

      金額であります。 

    2.  当連結会計年度増減額のうち、主な増加は、大宮ビル建物附属設備５百万円によるもの 

      であり、主な減少額はトラスコハーバービル減損損失４千７百万円、減価償却３千７百 

      万千円によるものであります。 

    3. 時価の算定方法 

      当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定し 

      た金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。     

 
（注）1. 営業収益および営業原価は、不動産賃貸収入とこれに対する費用（減価償却費、修繕 

      費、水道光熱費、管理費、租税公課等）であります。 

    2. その他損益は減損損失であり、特別損失に計上されております。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20

年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

23号 平成20年11月28日）を適用しております。 

(賃貸等不動産)

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 連結決算日における
時価前期末残高 当期増減額 当期末残高

             4,081,223          △79,655              4,001,568
           

 5,520,511

（単位：千円）
営業収益 営業原価 営業総利益 その他損益

526,649 197,014 329,635         △47,261
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(１株当たり情報)

項目 前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 271.10円 280.46円

１株当たり当期純利益 9.54円 9.17円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 

潜在株式がないため記載しておりま

せん。

 

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の合

計額

2,839,589千円

普通株式に係る純資産額

2,839,589千円

普通株式の発行済株式数

10,500,000株

普通株式の自己株式数

25,767株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

10,474,233株

 
 

潜在株式がないため記載しておりま

せん。

 

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の合

計額

2,937,137千円

普通株式に係る純資産額

2,937,137千円

普通株式の発行済株式数

10,500,000株

普通株式の自己株式数

27,587株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

10,472,413株

 

２ １株当たり当期純利益

 連結損益計算書上の当期純利益

99,954千円

 普通株式に係る当期純利益

99,954千円

 普通株主に帰属しない

 金額の主要な内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の

 期中平均株式数

10,475,915株

２ １株当たり当期純利益

 連結損益計算書上の当期純利益

96,025千円

 普通株式に係る当期純利益

96,025千円

 普通株主に帰属しない

 金額の主要な内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の

 期中平均株式数

10,472,516株
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ、退職給付に関する注記事項につきましては、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

 ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項につきましては、該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

前連結会計年度

当連結会計年度

(開示の省略)

武蔵野興業㈱　(9635)　平成22年3月期決算短信

41



5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 510,206 512,523

受取手形 23,516 18,992

売掛金 34,921 33,610

たな卸資産 3,036 2,759

前払費用 30,555 34,462

未収入金 4,142 3,235

繰延税金資産 43,104 22,880

その他 64,372 60,784

貸倒引当金 △239 △338

流動資産合計 713,613 688,907

固定資産

有形固定資産

建物 3,077,107 3,037,994

減価償却累計額 △2,262,124 △2,342,994

建物（純額） 814,983 695,000

構築物 2,045 2,045

減価償却累計額 △1,915 △1,950

構築物（純額） 130 95

機械及び装置 4,117 10,318

減価償却累計額 △3,838 △3,995

機械及び装置（純額） 279 6,323

車両運搬具 5,640 5,640

減価償却累計額 △3,985 △4,657

車両運搬具（純額） 1,655 983

工具、器具及び備品 246,410 227,792

減価償却累計額 △185,558 △175,894

工具、器具及び備品（純額） 60,852 51,898

土地 3,820,715 3,820,715

リース資産 43,635 43,635

減価償却累計額 △5,091 △13,818

リース資産（純額） 38,544 29,817

有形固定資産合計 4,737,158 4,604,831

無形固定資産

借地権 22,460 22,460

リース資産 － 8,559

商標権 3,654 3,530

ソフトウエア 796 673

電話加入権 4,007 4,007

無形固定資産合計 30,917 39,229
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 558,054 534,050

関係会社株式 134,224 134,224

関係会社長期貸付金 713,604 564,814

敷金及び保証金 644,180 644,160

その他 102,712 88,974

貸倒引当金 △497,338 △400,740

投資その他の資産合計 1,655,436 1,565,482

固定資産合計 6,423,511 6,209,542

資産合計 7,137,124 6,898,449

負債の部

流動負債

買掛金 75,927 78,067

1年内返済予定の長期借入金 391,364 391,364

リース債務 8,727 10,629

未払金 30,278 54,417

未払法人税等 3,650 3,650

未払消費税等 91 4,140

未払費用 11,788 12,294

前受金 60,560 56,706

預り金 5,069 9,180

賞与引当金 9,995 10,585

流動負債合計 597,449 631,032

固定負債

長期借入金 1,358,207 966,843

リース債務 29,817 27,747

退職給付引当金 43,757 47,024

役員退職慰労引当金 18,648 18,648

長期預り敷金 608,880 602,874

再評価に係る繰延税金負債 1,397,455 1,397,455

固定負債合計 3,456,764 3,060,591

負債合計 4,054,213 3,691,623
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,004,500 1,004,500

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △41,480 80,912

利益剰余金合計 △41,480 80,912

自己株式 △6,635 △6,949

株主資本合計 956,385 1,078,463

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,747 △910

土地再評価差額金 2,129,273 2,129,273

評価・換算差額等合計 2,126,526 2,128,363

純資産合計 3,082,911 3,206,826

負債純資産合計 7,137,124 6,898,449
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

映画興行事業売上高 406,276 426,780

スポーツ・レジャー事業売上高 262,287 225,079

不動産事業売上高 773,054 746,004

その他の事業売上高 104,474 87,580

売上高合計 1,546,091 1,485,443

売上原価

映画興行事業売上原価 422,260 437,858

スポーツ・レジャー事業売上原価 280,010 270,252

不動産事業売上原価 253,052 232,685

その他の事業売上原価 98,813 71,186

売上原価合計 1,054,135 1,011,981

売上総利益 491,956 473,462

販売費及び一般管理費

役員報酬 116,888 86,728

給料及び手当 36,575 34,025

租税公課 8,395 7,179

賞与引当金繰入額 9,995 10,585

地代家賃 63,176 64,153

法定福利費 15,050 15,460

支払手数料 45,928 25,084

減価償却費 8,389 7,973

交際費 11,801 10,289

雑費 74,764 61,824

販売費及び一般管理費合計 390,961 323,300

営業利益 100,995 150,162

営業外収益

受取利息 23,998 20,131

受取配当金 1,986 929

雑収入 1,181 1,064

営業外収益合計 27,165 22,124

営業外費用

支払利息 68,300 52,769

雑損失 75 27

営業外費用合計 68,375 52,796

経常利益 59,785 119,490
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 34,906 95,299

受取保険金 － 5,874

その他 1,744 1,000

特別利益合計 36,650 102,173

特別損失

固定資産除却損 80 1,247

投資有価証券評価損 － 2,000

減損損失 16,369 47,261

社葬費用 － 10,953

環境対策費 － 13,936

その他 959 －

特別損失合計 17,408 75,397

税引前当期純利益 79,027 146,266

法人税、住民税及び事業税 3,139 3,650

法人税等調整額 5,667 20,224

法人税等合計 8,806 23,874

当期純利益 70,221 122,392
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,004,500 1,004,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,004,500 1,004,500

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △111,701 △41,480

当期変動額

当期純利益 70,221 122,392

当期変動額合計 70,221 122,392

当期末残高 △41,480 80,912

利益剰余金合計

前期末残高 △111,701 △41,480

当期変動額

当期純利益 70,221 122,392

当期変動額合計 70,221 122,392

当期末残高 △41,480 80,912

自己株式

前期末残高 △6,092 △6,635

当期変動額

自己株式の取得 △543 △314

当期変動額合計 △543 △314

当期末残高 △6,635 △6,949

株主資本合計

前期末残高 886,707 956,385

当期変動額

当期純利益 70,221 122,392

自己株式の取得 △543 △314

当期変動額合計 69,678 122,078

当期末残高 956,385 1,078,463
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 413 △2,747

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,160 1,837

当期変動額合計 △3,160 1,837

当期末残高 △2,747 △910

土地再評価差額金

前期末残高 2,129,273 2,129,273

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,129,273 2,129,273

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,129,686 2,126,526

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,160 1,837

当期変動額合計 △3,160 1,837

当期末残高 2,126,526 2,128,363

純資産合計

前期末残高 3,016,393 3,082,911

当期変動額

当期純利益 70,221 122,392

自己株式の取得 △543 △314

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,160 1,837

当期変動額合計 66,518 123,915

当期末残高 3,082,911 3,206,826

武蔵野興業㈱　(9635)　平成22年3月期決算短信

48



  

（前事業年度） 

該当事項はありません。 

  

（当事業年度） 

該当事項はありません。 

 

  

 

  

 

  

6. その他 

 (1) 役員の異動 

   該当事項はありません。 

  

 (2) 生産及び販売の状況 

   生産及び販売の状況につきましては、当社グループはサービス業及び不動産関連業を中心に業 

  態を形成しており、受注・生産形式の営業活動は行っておりません。また、販売の状況につきま 

  しては、３ページ「１ 経営成績」の「(1)経営成績に関する分析」における「②事業の種類別セ 

  グメントの状況」の記載に示された通りであります。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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