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当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、一部の業種において緩やかな景況回復の兆しがみ
られるものの、サービス関連産業においては、依然として内需の低迷や販売面での低価格傾向は変わら
ず、厳しい経営環境が続いております。当社グループの主要な事業である映画興行界におきましても、ミ
ニシアター向け作品のヒット作・話題作が不足し、また個人消費の低迷等からなる景況の閉塞感が営業成
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１四半期連結累計期間の業績につきましては、個人消費の
動向と密接に関連した事業である映画興行事業部門、スポーツ・レジャー事業部門は前年より引き続いて
低調な成績に推移し、また不動産事業部門におきましても一部流動化不動産の投資配当による収入が確定
していないため前年同期を下回る営業成績となりましたが、一方、自動車教習事業部門および商事事業部
門はほぼ計画通りに推移し、売上高は４億５千３百万円（前年同期比11.0%減）、営業利益は２千７百万
円（前年同期比59.2%減）、経常利益は２千９百万円（前年同期比51.5%減）となりました。四半期純利益
は、一部遊休資産に係る減損損失等の特別損失の発生もあり、１千５百万円（前年同期比75.8%減）とな
りました。  
 当第１四半期連結累計期間のセグメント情報ごとの業績の状況は以下の通りであります。   
  
 なお、当第1四半期連結会計期間より、重要性が増した関連会社１社（株式会社フラッグス・ビジョ
ン）を持分法の適用範囲に含めており、変更後の持分法適用関連会社の数は２社となりました。 
  
（映画興行事業）  

 ヒット作・話題作が不足するなか、「新宿武蔵野館」「甲府武蔵野シネマファイブ」では、映画のジャ
ンルを問わずバラエティに富んだ番組編成を心掛け、より多くの作品をラインナップし上映してまいりま
した。その結果、「マイレージ、マイライフ」や「冷たい雨に撃て、約束の銃弾を」等、比較的好稼働し
た作品もありましたが、全体として集客力のある作品は少なく、部門全体の売上高は１億２百万円、営業
損失は６百万円となりました。  
（スポーツ・レジャー事業）  

 「コナミスポーツクラブ自由が丘」ではホームページや新聞折込等のＰＲ活動を積極的に行うととも
に、「バイオメトリクス」や「パーソナルトレーナー」といった会員様個々のご要望に対応したプライベ
ートプログラムの充実に力を入れてまいりましたが、停滞した個人消費の影響が依然根強く、部門全体の
売上高は５千５百万円、営業損失は８百万円となりました。  
（不動産事業）  

 賃貸部門の入居状況においては大きな変化はなく引き続き安定しておりますが、一部流動化不動産の匿
名組合出資配当につきましては当第１四半期連結累計期間においては確定していない状況であるため、売
上高に計上しておりません。販売部門につきましては、仕入、販売等の活動を差し控え、前年度に引き続
き市況の動向を見守るに止まりました。以上のことから部門全体の売上高は１億３千万円、営業利益は８
千２百万円となりました。  
（自動車教習事業）  

 夏休みを利用した自動車運転免許の取得や幅広い車種の運転免許の取得が可能な自動車教習所としての
特色をＰＲするため、若年層を中心にキャンペーン割引等を実施するなど、地域との信頼関係に根差した
営業活動を行うとともに、サービスの向上と業務の効率化をはかってまいりました。その結果、部門全体
の売上高は１億７百万円、営業利益は２千７百万円となりました。  
（商事事業）  

 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
を生かし、またその食感が若い女性を中心とした顧客層から支持され営業成績は堅調に推移しております
が、一方で景気の影響を受け住宅関連資材の売上は依然縮小傾向にあります。その結果、部門全体の売上
高は４千９百万円、営業利益は５百万円となりました。  
（その他） 

 主としてマクミラン・アリスの版権料収入や自販機手数料等でありますが、全体として売上高は８百万
円、営業利益は４百万円となりました。 

  

（注）当第1四半期連結会計期間から、報告セグメントベースにセグメント区分を変更したため、各事
業の前年同期比較は記載しておりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第1四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したことや有
形固定資産の減価償却による減少などから、前連結会計年度末に比べ１億６千７百万円減の66億６千万円
となりました。  
 負債合計は、有利子負債の返済を進めたことにより長期借入金が減少したことや、預かり敷金の返還が
あったことなどから、前連結会計年度末に比べ１億９千４百万円減の36億９千５百万円となりました。  
 純資産合計は、四半期純利益の計上や持分法適用会社の増加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２千７百万円増の29億６千４百万円となりました。  
  
当第１四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１億８百万円減の３億３千５百万円（前年同期比13.4%減）となりました。 
 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〉 

 営業活動によって使用した資金は、１千６百万円の税金等調整前四半期純利益に対し、仕入債務の減少
１千８百万円や持分法による投資利益５百万円、また預かり敷金の返還等があったことなどから、５千１
百万円（前年同期は３千９百万円の収入）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、敷金の回収による収入４千万円等により、４千４百万円（前年同期
は５百万円の支出）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９千７百万円等により、１億円（前年
同期は１億円の支出）となりました。  
  

  

平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結
累計期間に一部特別損失の発生による当期純利益への影響はありましたが、概ね業績予想の見通しに大き
な変化はなく、現時点におきましては平成22年5月14日付公表の数値に変更はありません。今後、業績予
想の変更が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。 
  

(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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該当事項はありません。 
  

  

①簡便な会計処理 
（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。  
  

  

  

 
  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

項目
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１ 会計処理基準に関する事項の変更 (1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ34千円減少し、税金等

調整前四半期純利益は2,935千円減少しております。また、当会計基

準等の適用開始による資産除去債務の変動額は3,644千円でありま

す。

２ 表示方法の変更 (1) 四半期連結損益計算書 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20

年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令

第５号）の適用により、当第1四半期連結累計期間では、「少数株主

損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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3. 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22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 585,602 694,105

受取手形及び売掛金 49,067 53,354

たな卸資産 2,772 3,047

繰延税金資産 22,880 22,880

その他 101,447 95,224

貸倒引当金 △2,006 △2,093

流動資産合計 759,762 866,517

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 978,296 997,992

機械装置及び運搬具（純額） 14,249 15,679

工具、器具及び備品（純額） 52,929 55,335

土地 3,861,284 3,861,284

リース資産（純額） 27,636 29,817

有形固定資産合計 4,934,394 4,960,107

無形固定資産

借地権 67,260 76,260

その他 19,043 20,071

無形固定資産合計 86,303 96,331

投資その他の資産

投資有価証券 685,321 667,719

長期貸付金 731,134 732,901

その他 117,630 158,716

貸倒引当金 △654,414 △654,645

投資その他の資産合計 879,671 904,691

固定資産合計 5,900,368 5,961,129

資産合計 6,660,130 6,827,646
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 67,293 85,424

短期借入金 391,364 391,364

リース債務 10,629 10,629

未払法人税等 1,986 3,790

賞与引当金 24,972 14,332

その他 155,146 193,058

流動負債合計 651,390 698,597

固定負債

長期借入金 869,002 966,843

リース債務 25,090 27,747

退職給付引当金 175,853 178,345

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 558,266 602,874

固定負債合計 3,044,314 3,191,912

負債合計 3,695,704 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 △160,326 △188,777

自己株式 △6,949 △6,949

株主資本合計 837,225 808,774

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,072 △910

土地再評価差額金 2,129,273 2,129,273

評価・換算差額等合計 2,127,201 2,128,363

純資産合計 2,964,426 2,937,137

負債純資産合計 6,660,130 6,827,646
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 509,081 453,105

売上原価 259,547 248,096

売上総利益 249,534 205,009

販売費及び一般管理費 182,789 177,750

営業利益 66,745 27,259

営業外収益

受取利息及び配当金 2,617 3,953

持分法による投資利益 6,246 5,607

その他 222 4,091

営業外収益合計 9,085 13,651

営業外費用

支払利息 14,380 11,110

その他 12 16

営業外費用合計 14,392 11,126

経常利益 61,438 29,784

特別利益

貸倒引当金戻入額 898 319

受取保険金 － 2,937

収用補償金 729 －

その他 367 184

特別利益合計 1,994 3,440

特別損失

減損損失 － 9,029

特別退職金 － 5,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,901

その他 － 162

特別損失合計 － 17,092

税金等調整前四半期純利益 63,432 16,132

法人税、住民税及び事業税 993 992

法人税等合計 993 992

少数株主損益調整前四半期純利益 － 15,140

四半期純利益 62,439 15,140
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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 63,432 16,132

減価償却費 34,308 28,633

減損損失 － 9,029

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,901

貸倒引当金の増減額（△は減少） 172 △319

受取利息及び受取配当金 △2,617 △3,953

支払利息 14,380 11,110

為替差損益（△は益） 11 16

持分法による投資損益（△は益） △6,246 △5,607

売上債権の増減額（△は増加） 15,342 4,287

たな卸資産の増減額（△は増加） 61 275

仕入債務の増減額（△は減少） △13,147 △18,131

その他 △50,400 △85,441

小計 55,296 △41,068

利息及び配当金の受取額 2,617 3,953

利息の支払額 △14,356 △11,088

法人税等の支払額 △3,970 △3,790

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,587 △51,993

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 △4,127 △2,863

無形固定資産の取得による支出 △194 △97

貸付金の回収による収入 286 1,767

貸付けによる支出 △500 －

敷金の回収による収入 － 40,000

その他 △802 5,197

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,337 44,004

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 △97,841 △97,841

リース債務の返済による支出 △2,182 △2,657

自己株式の取得による支出 △283 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,306 △100,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,067 △108,503

現金及び現金同等物の期首残高 453,472 444,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,405 335,602
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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 

  

   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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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

85,961 60,951 184,425 116,508 61,236 509,081 ― 509,081

 (2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― 17,604 ― ― 17,604 (17,604) ―

計 85,961 60,951 202,029 116,508 61,236 526,685 (17,604) 509,081

営業利益又は営業損失
(△)

△12,693 △15,051 52,486 34,781 7,152 66,675 70 66,745

【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21年４月１日 至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)
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 【セグメント情報】 

 (追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報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

20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

 当社は、本社に各事業部門を統括する営業本部を置き、各事業部門はそれぞれの責任者のもとに包括的

な戦略を立案し、国内に限定して事業活動を展開しております。 

 従って当社は、営業本部を基礎とした事業別セグメントから構成されており、「映画興行事業」「スポ

ーツ・レジャー事業」「不動産事業」「自動車教習事業」「商事事業」からなる５部門を報告セグメント

としております。 

 「映画興行事業」は映画興行及び映画館売店等の運営を行っております。「スポーツ・レジャー事業」

はスポーツクラブの運営を行っております。「不動産事業」は不動産の賃貸及び販売、また不動産投資業

を行っております。「自動車教習事業」は自動車教習所の運営を行っております。「商事事業」は住宅資

材の販売代理及び飲食店等の委託経営を行っております。 

  

   ２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、版権事業その他であります。 

  

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
映画興行事

業

スポーツ・
レジャー事

業
不動産事業

自動車教習
事業

商事事業 計

売上高

  外部顧客への売上
高

102,179 55,023 130,314 107,794 49,707 445,017 8,088 453,105

  セグメント間の内
部売上高又は振替高

― ― 17,604 ― ― 17,604 ― 17,604

計 102,179 55,023 147,918 107,794 49,707 462,621 8,088 470,709

セグメント利益 △6,913 △8,803 82,899 27,426 5,794 100,403 4,138 104,541
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

   該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 100,403

「その他」の区分の利益 4,138

セグメント間取引消去 70

全社費用(注) △77,352

四半期連結損益計算書の営業利益 27,259

(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１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)
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