
平成23年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年9月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 国際放映株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 9604 URL http://www.kokusaihoei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 藤原 正道

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理・関連会社担当 （氏名） 津屋 明彦 TEL 03-3749-7213
四半期報告書提出予定日 平成22年9月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年1月期第2四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年7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 ％

23年1月期第2四半期 1,169 △12.3 △15 ― △24 ― △30 ―

22年1月期第2四半期 1,334 △3.6 22 △68.3 8 △85.2 33 557.9

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

23年1月期第2四半期 △2.57 ―

22年1月期第2四半期 2.87 ―

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

23年1月期第2四半期 6,631 2,302 34.7 195.84
22年1月期 6,827 2,332 34.2 198.39

（参考） 自己資本   23年1月期第2四半期  2,302百万円 22年1月期  2,332百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年1月期 ― ― ― 0.00 0.00

23年1月期 ― ―

23年1月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,703 2.9 △20 ― △42 ― △52 ― △4.45



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年1月期2Q 12,000,000株 22年1月期  12,000,000株

② 期末自己株式数 23年1月期2Q  243,959株 22年1月期  240,559株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期2Q 11,757,505株 22年1月期2Q 11,772,402株
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当第2四半期連結累計期間（平成22年2月1日～平成22年7月31日）における我が国の経済は、新興国の経
済成長を背景に、輸出企業を中心に緩やかながらも回復が見られたものの、完全失業率が高水準で推移す
るなど、依然として厳しい状況が続いております。当社グループの属する映像制作業界並びに放送業界に
おきましても、企業業績の一部に回復傾向が見えて参りましたものの、本格的な回復にはまだ相当の時間
を要するものと予想されます。 
  当社及び当社グループにおいては、事業の２大柱である映像事業、スタジオ経営事業ともに、テレビキ
ー局及び主要テレビ局の経費削減の影響を強く受けております。 
  こうした状況を背景に、映像事業部門におきましては、番組発注の縮小及び番組制作費の削減等の影響
を余儀なくされており、特にドラマ番組の制作が低調であったこともあり、当第2四半期連結累計期間の
売上高は、405百万円（前年同期比26.6%減）となりました。 
 スタジオ経営事業部門において、２つのテレビ局との長期賃貸借契約に関しましては、コスト削減努力
にも拘らず一部契約変更もあり、減収減益となりました。また、自主運営の短期レンタルに関しまして
も、幅広いスタジオ営業の展開を図っておりますが、いまだテレビ業界の景況が戻りきらず、減収減益と
なりました。この結果、当第2四半期連結累計期間におけるスタジオ経営事業部門の売上高は、764百万円
（前年同期比2.3%減）となりました。 
 以上により、当第2四半期連結累計期間における当社グループの売上高は1,169百万円(前年同期比12.3%
減)、営業損失は15百万円（前年同期は営業利益22百万円）、経常損失は24百万円（前年同期は経常利益8
百万円）となり、四半期純損失は30百万円（前年同期は四半期純利益33百万円）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 
 当第2四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195百万円減少し、6,631百万円と
なりました。これは主に、現金及び預金、仕掛品と、有形固定資産の減価償却及び売掛金の減少等による
ものです。負債は、前連結会計年度末に比べて165百万円減少し、4,329百万円となりました。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、利益剰余金の減少等により1,682百万円(前年同期は1,775百万円）、純資産は2,302百
万円（前年同期2,332百万円）となり、これらの結果、自己資本比率は34.7％(前年同期は34.3%）、1株当
たり純資産額は195円84銭(前年同期は203円60銭）となりました。 
  

② キャッシュ・フローの状況 

当第2四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55百万円減少し162百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第2四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66百万円となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純損失24百万円、貸倒引当金の減少6百万円及び退職給付引当金の減少12百万円等に

よる減少と、棚卸資産の減少14百万円、売上債権の減少13百万円、減価償却費83百万円等による増加によ

るものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第2四半期連結累計期間において投資活動の支出2百万円は有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第2四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120百万円となりました。これは主に、

長期借入金の返済及び長期預り保証金の返還が各々60百万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。 

平成23年1月期の連結業績予想につきましては、平成22年9月3日付「業績予想の修正に関するお知ら
せ」を参照して下さい。 
  
  

  
  

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

(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 
 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。 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年７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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 162,001 217,911

売掛金 346,576 360,287

商品 3,954 3,002

仕掛品 29,548 44,143

映像使用権及び製作品 2,719 3,466

その他 16,131 55,297

貸倒引当金 △6,308 △369

流動資産合計 554,623 683,739

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,953,637 3,020,375

土地 2,677,062 2,677,062

その他（純額） 139,456 154,264

有形固定資産合計 5,770,155 5,851,702

無形固定資産 60,931 61,095

投資その他の資産 245,831 230,753

固定資産合計 6,076,918 6,143,551

資産合計 6,631,541 6,827,290

負債の部   

流動負債   

買掛金 138,387 140,096

1年内返済予定の長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 7,335 6,793

1年内返還予定の預り保証金 20,000 80,000

賞与引当金 8,680 9,594

その他 171,686 203,670

流動負債合計 466,089 560,154

固定負債   

長期借入金 1,330,000 1,390,000

退職給付引当金 89,776 102,335

役員退職慰労引当金 17,847 16,152

長期預り保証金 1,982,558 1,982,558

再評価に係る繰延税金負債 413,044 413,044

その他 29,890 30,115

固定負債合計 3,863,117 3,934,206

負債合計 4,329,207 4,494,361
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年７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22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 467,831 498,087

自己株式 △39,367 △39,029

株主資本合計 1,682,768 1,713,362

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 2,302,334 2,332,929

負債純資産合計 6,631,541 6,827,290
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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21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 1,334,423 1,169,802

売上原価 1,027,384 922,068

売上総利益 307,038 247,734

販売費及び一般管理費 284,916 263,327

営業利益又は営業損失（△） 22,121 △15,593

営業外収益   

受取利息 31 16

受取配当金 250 250

還付加算金 － 1,107

未払配当金除斥益 － 1,484

その他 239 659

営業外収益合計 521 3,517

営業外費用   

支払利息 14,470 12,923

営業外費用合計 14,470 12,923

経常利益又は経常損失（△） 8,172 △24,999

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 8,025 －

受取保険金 40,622 －

特別利益合計 48,647 －

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又は税金等調整前四半期
純損失（△）

56,319 △24,999

法人税、住民税及び事業税 12,773 5,639

法人税等調整額 9,726 △382

法人税等合計 22,499 5,256

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,820 △30,256
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 659,740 639,724

売上原価 527,039 514,299

売上総利益 132,700 125,425

販売費及び一般管理費 149,034 133,352

営業損失（△） △16,334 △7,927

営業外収益   

受取利息 0 －

受取配当金 250 250

還付加算金 － 1,081

その他 100 552

営業外収益合計 350 1,883

営業外費用   

支払利息 7,234 6,448

営業外費用合計 7,234 6,448

経常損失（△） △23,217 △12,492

特別利益   

受取保険金 40,622 －

特別利益合計 40,622 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

17,405 △12,492

法人税、住民税及び事業税 △602 2,744

法人税等調整額 11,330 △1,909

法人税等合計 10,727 834

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,677 △13,327
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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21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

56,319 △24,999

減価償却費 93,022 83,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） 319 △6,599

賞与引当金の増減額（△は減少） △262 △914

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,562 △12,559

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,504 1,695

受取利息及び受取配当金 △281 △266

支払利息 14,470 12,923

売上債権の増減額（△は増加） 34,668 13,711

たな卸資産の増減額（△は増加） △81,210 14,389

仕入債務の増減額（△は減少） 25,121 △1,709

その他の流動資産の増減額（△は増加） 503 △1,359

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27,078 △28,147

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,903 1,336

未収消費税等の増減額（△は増加） － 2,050

その他 21,801 △2,147

小計 160,582 51,280

利息及び配当金の受取額 281 266

利息の支払額 △17,440 △15,893

法人税等の支払額 △58,476 △6,793

法人税等の還付額 － 38,013

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,946 66,873

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 △405 △2,410

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 △556 △2,410

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 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △2,410 △338

配当金の支払額 △22,191 △34

長期預り保証金の返還による支出 △60,000 △60,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,601 △120,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,211 △55,909

現金及び現金同等物の期首残高 402,339 217,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 342,127 162,001
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該当事項はありません。 
  

1 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21年2月1日 至 平成21年7月31日）及び 
   当第2四半期連結累計期間（自 平成22年2月1日 至 平成22年7月31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2四半期連結累計期間（自 平成21年2月1日 至 平成21年7月31日）及び 
   当第2四半期連結累計期間（自 平成22年2月1日 至 平成22年7月31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2四半期連結累計期間（自 平成21年2月1日 至 平成21年7月31日）及び 
   当第2四半期連結累計期間（自 平成22年2月1日 至 平成22年7月31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。 
  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(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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