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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 851 △14.7 △6 ― △8 ― △26 ―

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

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3月期第2四半期 △2.49 ―

22年3月期第2四半期 7.07 ―

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3月期第2四半期 6,487 2,923 45.1 279.13
22年3月期 6,827 2,937 43.0 280.46

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,923百万円 22年3月期  2,937百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成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、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 1,750 △12.8 75 △63.2 70 △61.7 60 △37.5 5.73



(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は終了していません。 

※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）3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.4「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 有

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3月期2Q 10,500,000株 22年3月期  10,500,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  27,587株 22年3月期  27,587株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 10,472,413株 22年3月期2Q  10,472,611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、緩やかな景気回復への兆しが若干はみられたもの
の、円高の進行や、内需においてはエコカー購入補助等の諸制度の終了・見直しもあり、本格的な景況の
持ち直しには依然慎重な見方が根強いものと思われます。サービス関連産業においては、引き続き需要の
停滞や販売面での低価格傾向は変わることなく、また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、ヒット作はあるもののミニシアター向けの話題作には乏しく、当社のような規模の劇場にとり
ましては厳しい経営環境が続いております。  
 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第1四半期連結累計期間より引き続いて、個人消費低迷の影響を
受け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当初見込んでおりました一部流動化不動産
の投資配当による収入が第3四半期以降に繰り延べられその実施が確定しないため、営業成績は前年同期
に比べ減益となりました。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たもの
の、売上高は８億５千１百万円（前年同期比14.7%減）、営業損失は６百万円（前年同期は８千４百万円
の営業利益）、経常損失は８百万円（前年同期は７千３百万円の経常利益）、四半期純損失は、２千６百
万円（前年同期は７千４百万円の四半期純利益）となりました。  
 当第２四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。    
  
（映画興行事業部門）  

 「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より多くの作品をライ
ンナップできるよう、あらゆるお客様の嗜好に合わせた機動的な番組編成を心掛け、ご覧になれる映画の
選択肢を増やすことで収益増を目指してまいりました。その結果、「ちょんまげぷりん」や「瞳の奥の秘
密」等、比較的好成績を挙げた作品もありましたが、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２億円、営業損失は１千３百万円となりました。  
（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」では各種特典を用意したオータムキャンペーンをホームページ等で
ＰＲするとともに、「メンタルフィットネス」といったキャンペーンを展開し、会員様個々のご要望に対
応した心と体を癒す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、個人消費動向は依然防
衛意識が根強く、部門全体の売上高は１億１千３百万円、営業損失は２千万円となりました。  
（不動産事業部門）  

 賃貸部門の入居状況においては大きな変化はなく安定的に推移しておりますが、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２四半期連結累計期間におきましては実施されず、第３四半期以降に
繰り延べられたため、売上高に計上しておりません。販売部門につきましては、第１四半期累計期間より
引き続き、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２億４千２百
万円、営業利益は１億５千９百万円となりました。  
（自動車教習事業部門）  

 例年季節的に新規教習生の獲得が難しい時期となりますが、普通・大型二輪車免許からけん引自動車免
許まで、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押し出すとともに、夏の特別
キャンペーン割引等を実施し若年層に夏休みを利用した自動車運転免許の取得をＰＲするなど、地域に根
差した営業活動を積極的に行ってまいりました。その結果、部門全体の売上高は１億７千万円、営業利益
は１千５百万円となりました。  
（商事事業部門）  

 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
とその食感が若い女性を中心とした顧客層に支持され、また猛暑の影響もあり営業成績は堅調に推移いた
しましたが、一方で住宅関連資材の売上は景気の低迷により依然として縮小傾向にあります。その結果、
部門全体の売上高は１億９百万円、営業利益は１千１百万円となりました。  
（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１千５
百万円、営業利益は７百万円となりました。 

  

（注）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したことや有
形固定資産の減価償却、差入敷金の回収等による減少などから、前連結会計年度末に比べ３億４千万円減
の64億８千７百万円となりました。  
 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３億２千６百万円減の35億６千３百万円となりました。  
 純資産合計は、持分法適用会社の増加に伴う利益剰余金の増加はあったものの、四半期純損失の計上に
より、前連結会計年度末に比べ１千３百万円減の29億２千３百万円となりました。  
  
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１億６千９百万円減の２億７千５百万円（前年同期比29.8%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、２千４百万円の税金等調整前四半期純損失に対し、仕入債務の減少
２千万円や持分法による投資利益９百万円、また預かり敷金の返還等があったことなどから、５千８百万
円（前年同期は１億２千９百万円の収入）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、定期預金の払戻による収入５千万円、敷金の回収による収入４千万
円等により、９千万円（前年同期比890.0%増）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１億９千５百万円等により、２億円
（前年同期は２億円の支出）となりました。  
  

  

平成23年３月期通期の連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間においては、当初見込
んでいた一部流動化不動産に対する投資配当による収益が計上できなかったことを主要な要因として、営
業損失を計上するなど、期初の営業計画と乖離する業績となりましたが、当該投資配当は第3四半期以降
に実施される可能性もあることから、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。なお、当該投資配当の実施の有無を含め、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

武蔵野興業㈱　(9635)　平成23年3月期　第2四半期決算短信

3



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２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 

 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、当第2四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそ

れぞれ397千円増加し、税金等調整前四半期純損失は3,298千円増加し

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2四半期連結累計期間では、「少数株主

損益調整前四半期純損失」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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 475,108 694,105

受取手形及び売掛金 43,696 53,354

たな卸資産 2,796 3,047

繰延税金資産 22,880 22,880

その他 67,717 95,224

貸倒引当金 △2,076 △2,093

流動資産合計 610,121 866,517

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 971,903 997,992

機械装置及び運搬具（純額） 12,862 15,679

工具、器具及び備品（純額） 47,255 55,335

土地 3,882,236 3,861,284

リース資産（純額） 25,454 29,817

有形固定資産合計 4,939,710 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 689,233 667,719

長期貸付金 695,134 732,901

その他 118,499 158,716

貸倒引当金 △651,932 △654,645

投資その他の資産合計 850,934 904,691

固定資産合計 5,876,947 5,961,129

資産合計 6,487,068 6,827,646
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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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 64,704 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 3,971 3,790

賞与引当金 14,008 14,332

その他 145,974 193,058

流動負債合計 630,650 698,597

固定負債

長期借入金 771,161 966,843

リース債務 22,433 27,747

退職給付引当金 164,989 178,345

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 558,545 602,874

固定負債合計 2,933,231 3,191,912

負債合計 3,563,881 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 △201,586 △188,777

自己株式 △6,949 △6,949

株主資本合計 795,965 808,774

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,051 △910

土地再評価差額金 2,129,273 2,129,273

評価・換算差額等合計 2,127,222 2,128,363

純資産合計 2,923,187 2,937,137

負債純資産合計 6,487,068 6,827,646
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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４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 998,412 851,684

売上原価 541,622 493,358

売上総利益 456,790 358,326

販売費及び一般管理費 371,968 365,014

営業利益又は営業損失（△） 84,822 △6,688

営業外収益

受取利息及び配当金 4,683 5,646

持分法による投資利益 11,222 9,652

その他 1,193 4,503

営業外収益合計 17,098 19,801

営業外費用

支払利息 28,094 21,555

その他 41 17

営業外費用合計 28,135 21,572

経常利益又は経常損失（△） 73,785 △8,459

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,074 2,734

受取保険金 － 2,937

収用補償金 729 －

その他 452 184

特別利益合計 2,255 5,855

特別損失

固定資産除却損 － 3,537

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 － 1,065

特別損失合計 － 21,532

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（△）

76,040 △24,136

法人税、住民税及び事業税 1,985 1,985

法人税等合計 1,985 1,985

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △26,121

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,055 △26,121
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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４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

76,040 △24,136

減価償却費 68,860 57,241

減損損失 － 9,029

固定資産除却損 － 3,537

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） △554 △2,730

受取利息及び受取配当金 △4,683 △5,646

支払利息 28,094 21,555

為替差損益（△は益） 41 16

持分法による投資損益（△は益） △11,222 △9,652

売上債権の増減額（△は増加） 7,474 9,658

たな卸資産の増減額（△は増加） △76 251

仕入債務の増減額（△は減少） △2,613 △20,720

その他 △4,711 △80,571

小計 156,650 △39,267

利息及び配当金の受取額 4,683 5,632

利息の支払額 △27,985 △21,256

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 129,378 △58,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △7,927 △2,122

無形固定資産の取得による支出 △388 △3,296

貸付金の回収による収入 573 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 17,402 4,333

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,160 90,682

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 △5,314

自己株式の取得による支出 △311 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,356 △200,996

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,859 △169,011

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 391,613 275,094
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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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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

【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21年４月１日 至 平成21年９月30日)
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 【セグメント情報】 

 (追加情報) 

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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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

200,172 113,142 242,674 170,373 109,677 836,038 15,646 851,684

  セグメント間の内
部売上高又は振替高

― ―
35,208

― ― 35,208 ― 35,208

計 200,172 113,142 277,882 170,373 109,677 871,246 15,646 886,892

セグメント利益又は
損失(△)

△13,463 △20,819 159,982 15,264 11,757 152,721 7,329 160,050
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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 152,721

「その他」の区分の利益 7,329

セグメント間取引消去 70

全社費用(注) △166,808

四半期連結損益計算書の営業損失 △6,688

(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22年４月１日 至 平成22年９月30日)
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