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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 1,661 △17.3 △0 ― △17 ― △383 ―

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

（注）包括利益 23年3月期 △425百万円 （―％） 22年3月期 97百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △36.66 ― △14.1 △0.3 △0.0

22年3月期 9.17 ― 3.3 2.7 10.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  9,798百万円 22年3月期  21,849百万円

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

23年3月期 6,024 2,524 41.9 241.08
22年3月期 6,827 2,937 43.0 280.46

（参考） 自己資本   23年3月期  2,524百万円 22年3月期  2,937百万円

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

23年3月期 △22 351 △302 471
22年3月期 317 74 △401 444

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 650 △23.6 25 ― 12 ― 10 ― 0.95
通期 1,350 △18.7 55 ― 30 ― 25 ― 2.39



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 28,565 株 22年3月期 27,587 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 10,472,292 株 22年3月期 10,472,516 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 1,159 △22.0 △51 ― △66 ― △328 ―

22年3月期 1,485 △3.9 150 48.7 119 99.9 122 74.3

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

23年3月期 △31.33 ―

22年3月期 11.69 ―

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 6,089 2,836 46.6 270.90
22年3月期 6,898 3,206 46.5 306.22

（参考） 自己資本 23年3月期  2,836百万円 22年3月期  3,206百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 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およ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および業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資
料４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」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 430 △30.0 △12 ― △15 ― △1.43

通期 880 △28.0 △25 ― △30 ― △2.86
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当連結会計年度における我が国の経済は、政府による各種経済政策の効果等により景気回復に向けた

兆しが一部では見られたものの、雇用情勢や個人消費の状況は依然停滞感が根強く、本格的な景気回復

にはいましばらくの時間がかかるものと思われていたところ、平成23年３月11日の東日本大震災の発生

により、日本経済はさらなる先行き不透明感を抱えることとなりました。 

 当社グループの主要な事業である映画興行界においても、全体としては、大手シネコンで上映される

ような３Ｄ作品等メジャー作の好稼働もありましたが、当社のような単館系映画館においては大手シネ

コンの新規参入による競合や良質なミニシアター向け作品の不足もあり、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第４四半期にヒット作品をいくつかラインナップできたものの、上半期の不調や

震災の影響による休業が響き、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の影響等に

より会員数が伸びず、それぞれ低調な成績となりました。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や原油価格の高騰の影響等から前年同期に比べ減収となり、不動産事業部門につ

きましても、当初見込んでいた一部流動化不動産の投資配当収入の期中計上がかなわず、また賃貸部門

においては大口テナントの賃料減額等の影響もあり、営業成績は前年同期を下回りました。 

 その結果、当社グループの売上高は16億６千１百万円（前年同期比17.3%減）、営業損失は０百万円

（前年同期は２億４百万円の営業利益）、経常損失は１千７百万円（前年同期は１億８千３百万円の経

常利益）となり、さらには減損損失等の特別損失の発生により、当期純損失は３億８千３百万円（前年

同期は９千６百万円の当期純利益）となりました。 

（イ）映画興行事業  

 「新宿武蔵野館」は、第4四半期に作品賞を含む米国アカデミー賞４部門受賞の「英国王のスピー

チ」や同じく米国アカデミー賞10部門ノミネートの「トゥルー・グリット」等の作品が好稼働したもの

の、震災による休業等の機会損失や上半期の不調が響き、営業成績は前年同期を下回りました。また、

「甲府武蔵野シネマ・ファイブ」では、「ハリー・ポッターと死の秘宝」「 後の忠臣蔵」等、話題作

を上映する機会もありましたが、近年の営業成績の伸び悩みに加え近隣の競合施設の増加もあり、将来

の収益性改善の見通しは困難との経営判断から、平成23年３月31日をもって休館いたしました。以上の

ことから、部門全体の売上高は３億８千２百万円（前年同期比10.3%減）、セグメント損失は３千万円

（前年同期は１千８百万円のセグメント損失）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

の募集をはじめとした多様な会員種別を用意し、またバラエティに富んだプログラムメニューの充実に

力を入れ、会員数の増加と収益力の向上に取り組んでまいりましたが、競合施設の増加や設備の老朽

化、長引く個人消費の停滞の影響等を背景に営業施策の結果が伴わず、将来における営業黒字化は困難

との見通しにより、平成23年３月31日をもってスポーツクラブの経営から撤退いたしました。以上のこ

とから、部門全体の売上高は２億１千１百万円（前年同期比6.2%減）、セグメント損失は４千１百万円

（前年同期は５千１百万円のセグメント損失）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 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大口テナントにおいて賃料の減額があり、ま

た、当初見込んでいた一部流動化不動産に対する投資配当収入が確定せず、売上高は前年同期を下回り

ました。仲介・販売部門につきましては、前年同期に引き続き、不動産の仲介関連業務を主体に活動し

たものの、不動産販売につきましては、具体的な仕入・販売等の活動を差し控え、業界の景気動向をう

かがうに止めました。以上のことから、部門全体の売上高は４億６千９百万円（前年同期比36.7%

減）、セグメント利益は３億１千８百万円（前年同期比36.4%減）となりました。  

（ニ）自動車教習事業部門  

 大型自動二輪免許やけん引自動車免許等、取得可能な運転免許の種類を多く取り揃えて他の教習所と

の差別化をはかり、また、きめ細かな送迎バスのルートを整えるなど、教習生の皆様の希望に添う営業

施策は好評を得たものの、一方で少子化による免許取得対象年齢人口の減少や若年層の運転免許への関

心の薄れ、さらには不安定な原油価格の影響もあり、営業成績は前年同期を下回りました。以上のこと

から、部門全体の売上高は３億４千４百万円（前年同期比2.3%減）、セグメント利益は３千７百万円

（前年同期比0.3%減）となりました。  

（ホ）商事事業部門  

 住宅関連資材の売上は、不透明な景況を反映し若干の縮小傾向で推移いたしましたが、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に加

え、若い女性を中心とした顧客層にその食感が受け入れられ、年間を通じて比較的安定した営業成績を

収めることができました。その結果、部門全体の売上高は２億２千３百万円（前年同期比3.3%減）、セ

グメント利益は２千４百万円（前年同期比3.5%減）となりました。  

（ヘ）その他 

 主として、マクミラン・アリスの版権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２千

９百万円（前年同期比2.5%減）、利益は１千３百万円（前年同期比27.3%減）となりました。 

  

なお、前連結会計年度までの事業の種類別セグメントの業績は、「映画興行事業部門」「スポーツ・

レジャー事業部門」「不動産事業部門」「自動車教習事業部門」「その他の事業部門」に区分して説明

しておりましたが、当連結会計年度から「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）および「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）の適用により、「映画興行事業部門」「スポーツ・レジャ

ー事業部門」「不動産事業部門」「自動車教習事業部門」「商事事業部門」「その他」のセグメントに

区分して説明しております。前年同期との比較については、前連結会計年度の事業の種類別セグメント

を当連結会計年度のセグメントに組み替えて比較しております。 
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個人消費の動向と密接に関連した映画興行事業、震災による景況動向への影響が懸念される不動産関

連事業等、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、当連結会計年度において不採算事業からの撤退を行うことで足下の経営環

境を整理し、今後は既存事業の営業力強化と経費節減による収益性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、幅広いジャンルから良質な作品を積極的に取り上げるとともに、より多くの話

題作を上映できるよう機動的な番組編成を心がけ、また関連したイベントや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引き続き目指してまいります。また、今後想

定される電力不足への対応につきましては、お客様が快適に映画をご覧になっていただける環境の維持

を念頭に置きながら、 大限に出来ることを実行すべく、業界全体でその対応策を検討してまいりま

す。 

 不動産事業部門は、景気や市況の動向に注意しながら、賃貸物件の価値向上や維持に努め、収益力の

安定化に取り組むと同時に、販売活動については取引のリスクを見極めたうえ、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、地域の皆様に愛される安全・安心の自動車教習所として実績を積みながら、

送迎ルートの充実等のサービスの向上や、多様な種類の運転免許を取得できる自動車教習所としての特

色を生かして、より多くの新規教習生獲得を目指してまいります。  

 商事事業部門は、外部へ経営委託している清涼飲料販売店については、今後も新宿を訪れる若い女性

を中心に新食感のソフトドリンクの魅力をＰＲしていくことで店舗の知名度を向上させ、固定客の上積

みをはかってまいります。 また、住宅関連資材の販売部門は、震災の影響に留意しながら、パートナ

ー企業と連携して収益性の向上に向けて努力してまいります。 

 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24年３月期通期（連結）の売上高は13億

５千万円、営業利益は５千５百万円、経常利益は３千万円、当期純利益は２千５百万円を見込んでおり

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甲府武蔵野シネマ・ファイブ閉鎖等に係る減損損失２億３千４百万円、コナミ

スポーツクラブ自由が丘閉鎖等に係る固定資産除却損1億１千１百万円、減価償却費１億１千４百万

円、また定期預金の解約２億５千万円等があったこと等により、前連結会計年度末から８億２百万円の

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、リース債務の減少３千１

百万円、法定実効税率の変更による土地再評価に係る繰延税金負債の増加４千万円等により前連結会計

年度末から３億９千万円の減少となりました。純資産につきましては当期純損失３億８千３百万円を計

上、また、法定実効税率の変更による土地再評価差額金が４千万円減少したため、前連結会計年度末か

ら４億１千２百万円の減少となりました。  

 以上のことから、当連結会計年度末残高は総資産60億２千４百万円、負債35億円、純資産25億２千４

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２千５百万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、当期純損

失の計上や長期借入金の返済、リース債務の返済等により資金が減少した一方、定期預金の払戻による

収入や有形固定資産の売却による収入、ゴルフ会員権の売却による収入があり、４億７千１百万円（前

年同期比6.2％増）となりました。  

 内訳といたしましては、営業活動において２千２百万円の資金を使用し、投資活動において３億５千

１百万円の資金を得て、財務活動において３億２百万円の資金を使用した結果、資金残高は前連結会計

年度末より２千７百万円増加いたしました。  

 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〉  

 営業活動の結果使用した資金は２千２百万円（前年同期に得られた資金は３億１千７百万円）となり

ました。  

 主な内訳は税金等調整前当期純損失３億５千７百万円に対し、減損損失２億３千４百万円、固定資産

除却損1億１千１百万円等があったことによるものであります。なお、次期につきましては、不動産賃

貸事業の収益力強化と営業コストの削減に努めることにより、１億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３億５千１百万円（前年同期比371.9％増）となりました。  

 これは主に定期預金の払戻による収入２億５千万円、有形固定資産の売却による収入３千６百万円、

敷金の回収による収入４千万円、ゴルフ会員権の売却による収入２千５百万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３億２百万円（前年同期に使用した資金は４億１百万円）となりまし

た。  

 これは長期借入れによる収入１億円があったことに対し、長期借入金の返済による支出３億９千１百

万円、リース債務の返済１千万円等があったことによるものであります。  

（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23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23年3月期におきましては、不採算事業からの撤退による減損損失を計上するなど、事業の再構

築に係るリストラを敢行したことから当期純損失３億８千３百万円（連結）を計上し、連結ベースでの

利益剰余金のマイナスは５億５千９百万円となりました。今後は不動産賃貸事業を中心に、着実に営業

利益を計上できる経営環境をさらに整えてまいりますが、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 平成23年３月期

自己資本比率（％） 34.2 37.3 40.0 43.0 41.9

時価ベースの自己資本比率
（％）

40.1 35.5 25.1 29.1 21.7

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年）

4.5 8.7 7.5 4.3 ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

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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有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に影響を及ぼ

す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり

ます。 

  

① 財政状態及び収益力の課題 

当社グループは平成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。しかしながら当連結会計年度末には、有利子負債残高は10億６千６百万円まで圧縮したものの、不

採算事業からの撤退等によるリストラを敢行したこともあり、利益剰余金のマイナスは５億５千９百万

円と増加いたしました。  

 リストラにより足下の経営環境を整えた後は、復配に向けて繰越損失を早期に解消することが何より

の経営課題といえますが、映画興行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に係る配当実施の状況も未確定であるため、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の営業力の強化はもちろん、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。  

  

② 経営環境の変化、特定の取引先等への依存等 

（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、新宿武蔵野館３スクリーンの上映作品については、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、より集客力の見込め

る作品を中心に、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、この度の東日本大震災のような自然災害の発生により営業継続が困難になるケースや計画停電

の影響による営業の自粛、さらには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、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
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（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、さらには地震等自然災害の影響により、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。  

（自動車教習事業） 

自動車運転免許の新規取得者は、１８歳～２０歳代の若年層人口が大半を占めておりますが、今後統

計的に若年層人口は減少の傾向にあります。そのために、若年層人口の減少は運転免許取得者の減少に

直結するため、売上は業界全体として減少の傾向にあります。当社では大型免許や自動二輪免許、けん

引免許など、自動車普通免許のほかにも多様な教習内容と利用できる学科数を充実させており、また教

習生の送迎に至るまできめ細かいサービスを行い当該リスクに対処しております。 

 また、景況や中東情勢、自然災害の影響等、社会情勢の変化により、原油価格が高騰し燃料費が増加

するリスクも常に認識していく必要があります。 

  

 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 

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、当該匿名組合出資の

期間は平成23年５月27日までとなっております。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。 

  

 ④不採算事業からの撤退等の事業再編による影響 

将来において当社グループを取り巻く経営環境に変化が生じた場合、不採算事業からの撤退や関係会

社の整理をはじめとしたリストラ等、事業再編を行う可能性がありますが、その場合、事業所閉鎖に係

る特別損失の発生等、係る事業再編が当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。  

  

 なお、重要事象等は存在しておりません。 
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  当社および当社関係会社(子会社３社、関連会社２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）を経営しております。山梨県甲府市の「甲府武

蔵野シネマ・ファイブ」は、平成23年３月31日をもって休館いたしました。  

（スポーツ・レジャー事業）  

 東京都目黒区に「コナミスポーツクラブ自由が丘」を経営しておりましたが、平成23年３月31日をもって

閉鎖し、現在は営業中止中であります。 

（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㈱は東京都目黒区の商業テナントビルを賃貸しておりま

す。湯村観光㈱は駐車場の経営を行っております。不動産の仲介・販売につきましては、仲介関連業務を主

体に活動し、当期は不動産の仕入・販売等の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。  

（商事事業）  

 当社が東京都新宿区において住宅機材の卸売およびソフトドリンク販売店の委託経営を、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、㈲平安物産の３社があ 

     りますが、いずれも会社清算中であります。なお、前連結会計年度において非連結子会社 

     であった同和興業㈱、㈱雅味につきましては、当連結会計年度中に清算結了いたしまし 

     た。 

   ２ スポーツ・レジャー事業は、平成23年３月31日をもってスポーツクラブの経営から撤退し 

     たことに伴い、現在営業中止中であります。 
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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、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、不動産賃貸事業や連結子会社で展開する自動車教習事業など、複合的な事業展

開を行うことにより、グループ全体の安定的な経営基盤を構築することを目指してまいりました。 

 今後も、創業以来の事業目的である健全かつ快適で、さらには安全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、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22年３月期 決算短信」において、平成23年３月期通期の連結営業利益７千５百万円、および

連結営業キャッシュ・フロー２億円の達成を目標に掲げました。平成23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した。しかしながら、当初計画に見込んでいた一部流動化不動産への投

資配当による収入が期中に計上出来なかったことが経営成績に大きく影響し、また不採算事業からの撤

退に係る損失の発生から、連結営業利益、連結営業キャッシュ・フロー共に目標額から大きく乖離する

成績となってしまいました。  

 今後は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、不振であった甲府

武蔵野シネマ・ファイブとコナミスポーツクラブ自由が丘閉鎖後の跡地を賃貸に転用していくことで、

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５億５千９百

万円）の解消に経営の全力を傾注してまいります。一方、一部流動化不動産に対する匿名組合出資に係

る今後の方針が現時点で未確定であるため、当該不動産及び当該匿名組合出資に関連した収益の計上に

は依然慎重を要すことから将来的な収益見込には組み入れず、通期の連結営業利益は５千５百万円、連

結営業キャッシュ・フローは１億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であると考えております。しかしながら、映画興行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。今後は映画興行事業をはじめとした娯楽・サー

ビス関連事業の収益力の向上に向けて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５億５千９百万円）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、一部流動化不動産に対する投資の継続が不

確定ななか、不動産賃貸事業の安定化へのさらなる注力と、また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、閉鎖した甲府武蔵野シネマ・ファイブとコナミスポーツク

ラブ自由が丘の跡地に優良なテナントを誘致すべく多方面で交渉を行い、不動産賃貸部門の充実に力を

入れております。今後についても随時、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まいります。  

  

（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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 694,105 471,564

受取手形及び売掛金 53,354 46,503

たな卸資産 ※5 3,047 ※5 1,278

繰延税金資産 22,880 －

その他 95,224 59,142

貸倒引当金 △2,093 △2,161

流動資産合計 866,517 576,328

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 4,143,422 ※1 2,852,479

減価償却累計額 △3,145,430 △2,186,359

建物及び構築物（純額） 997,992 666,119

機械装置及び運搬具 80,572 75,039

減価償却累計額 △64,893 △65,157

機械装置及び運搬具（純額） 15,679 9,881

工具、器具及び備品 253,659 159,658

減価償却累計額 △198,324 △124,485

工具、器具及び備品（純額） 55,335 35,172

土地 ※1, ※4 3,861,284 ※1, ※4 3,808,775

リース資産 43,635 －

減価償却累計額 △13,818 －

リース資産（純額） 29,817 －

有形固定資産合計 4,960,107 4,519,948

無形固定資産

借地権 76,260 67,260

リース資産 8,559 6,657

その他 11,512 10,903

無形固定資産合計 96,331 84,820

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 667,719 ※2 688,919

長期貸付金 732,901 625,816

敷金及び保証金 66,880 26,860

その他 91,836 63,477

貸倒引当金 △654,645 △561,360

投資その他の資産合計 904,691 843,712

固定資産合計 5,961,129 5,448,480

資産合計 6,827,646 6,024,808
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 85,424 65,875

短期借入金 ※1 391,364 ※1 424,360

リース債務 10,629 1,902

未払法人税等 3,790 5,956

賞与引当金 14,332 11,118

その他 193,058 176,158

流動負債合計 698,597 685,370

固定負債

長期借入金 ※1 966,843 ※1 642,483

リース債務 27,747 4,755

退職給付引当金 178,345 162,277

役員退職慰労引当金 18,648 18,648

資産除去債務 － 3,988

長期預り敷金 602,874 544,767

再評価に係る繰延税金負債 ※4 1,397,455 ※4 1,438,098

固定負債合計 3,191,912 2,815,018

負債合計 3,890,509 3,500,389

純資産の部

株主資本

資本金 1,004,500 1,004,500

利益剰余金 △188,777 △559,418

自己株式 △6,949 △7,088

株主資本合計 808,774 437,993

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △910 △2,202

土地再評価差額金 ※4 2,129,273 ※4 2,088,628

その他の包括利益累計額合計 2,128,363 2,086,426

純資産合計 2,937,137 2,524,419

負債純資産合計 6,827,646 6,024,808
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 2,007,885 1,661,080

売上原価 1,094,025 961,523

売上総利益 913,860 699,556

販売費及び一般管理費 ※1 709,376 ※1 699,846

営業利益又は営業損失（△） 204,484 △289

営業外収益

受取利息及び配当金 10,619 7,358

持分法による投資利益 21,849 9,798

雑収入 － 3,986

その他 2,540 958

営業外収益合計 35,008 22,101

営業外費用

支払利息 55,874 39,526

その他 106 20

営業外費用合計 55,980 39,546

経常利益又は経常損失（△） 183,512 △17,735

特別利益

固定資産売却益 － 1,546

貸倒引当金戻入額 663 25,972

収用補償金 729 －

受取保険金 10,302 2,937

その他 ※2 451 183

特別利益合計 12,145 30,639

特別損失

固定資産除却損 ※3 1,288 ※3 111,309

投資有価証券評価損 2,000 －

減損損失 ※4 47,261 ※4 234,837

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

前期損益修正損 － ※6 12,439

社葬費用 10,953 －

環境対策費 ※5 13,936 －

その他 － ※7 3,520

特別損失合計 75,438 370,007

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

120,219 △357,102

法人税、住民税及び事業税 3,970 3,970

法人税等調整額 20,224 22,880

法人税等合計 24,194 26,850

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △383,952

当期純利益又は当期純損失（△） 96,025 △383,952

武蔵野興業㈱　(9635)　平成23年3月期　決算短信

15



 連結包括利益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △383,952

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △1,293

土地再評価差額金 － △40,644

その他の包括利益合計 － ※2 △41,937

包括利益 － ※1 △425,889

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △425,889
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 △284,802 △188,777

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 96,025 △383,952

持分法の適用範囲の変動 － 13,311

当期変動額合計 96,025 △370,640

当期末残高 △188,777 △559,418

自己株式

前期末残高 △6,635 △6,949

当期変動額

自己株式の取得 △314 △139

当期変動額合計 △314 △139

当期末残高 △6,949 △7,088

株主資本合計

前期末残高 713,063 808,774

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 96,025 △383,952

持分法の適用範囲の変動 － 13,311

自己株式の取得 △314 △139

当期変動額合計 95,711 △370,780

当期末残高 808,774 437,993

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △2,747 △910

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,837 △1,293

当期変動額合計 1,837 △1,293

当期末残高 △910 △2,202

土地再評価差額金

前期末残高 2,129,273 2,129,273

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △40,644

当期変動額合計 － △40,644

当期末残高 2,129,273 2,088,628
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 2,126,526 2,128,363

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,837 △41,937

当期変動額合計 1,837 △41,937

当期末残高 2,128,363 2,086,426

純資産合計

前期末残高 2,839,589 2,937,137

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 96,025 △383,952

持分法の適用範囲の変動 － 13,311

自己株式の取得 △314 △139

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,837 △41,937

当期変動額合計 97,548 △412,717

当期末残高 2,937,137 2,524,419
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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又は税金等調整前当期
純損失（△）

120,219 △357,102

減価償却費 140,187 114,156

減損損失 47,261 234,837

固定資産売却損益（△は益） － △1,546

固定資産除却損 1,288 111,309

前期損益修正損益（△は益） － 12,439

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） 158 △25,968

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,566 △16,067

受取利息及び受取配当金 △10,619 △7,358

支払利息 55,874 39,526

為替差損益（△は益） 26 15

投資有価証券評価損益（△は益） 2,000 －

持分法による投資損益（△は益） △21,849 △9,798

売上債権の増減額（△は増加） 5,083 6,850

たな卸資産の増減額（△は増加） 253 1,768

仕入債務の増減額（△は減少） 1,649 △19,548

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,677 △458

その他 17,706 △72,443

小計 366,479 13,512

利息及び配当金の受取額 10,619 7,334

利息の支払額 △55,483 △39,097

法人税等の支払額 △4,150 △3,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,465 △22,220

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 50,000 250,023

有形固定資産の売却による収入 － 36,621

有形固定資産の取得による支出 △17,317 △9,640

無形固定資産の取得による支出 △1,648 △1,761

出資金の回収による収入 23,841 616

貸付けによる支出 △500 －

貸付金の回収による収入 2,727 3,836

敷金の回収による収入 － 40,000

ゴルフ会員権の売却による収入 － 25,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） 17,447 7,129

投資活動によるキャッシュ・フロー 74,550 351,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 100,000

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 △9,678 △10,629

自己株式の取得による支出 △314 △139

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,356 △302,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,367 27,458

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期末残高 ※ 444,105 ※ 471,564
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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（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

非連結子会社３社はいずれも小規

模かつ清算中であり、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。なお、前連

結会計年度において非連結子会社

であった２社につきましては、当

連結会計年度中に清算結了いたし

ました。

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 ２社

持分法適用の関連会社名  

㈱野和ビル 

㈱フラッグスビジョン 

当連結会計年度より、重要性が増

した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

ます。 

(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) 持分法を適用していない非連結子

会社３社は、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。

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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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）

たな卸資産

     同左

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法
  ①有形固定資産(リース資産は除く)

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

 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。

 
  ②無形固定資産(リース資産は除く)

 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。

  ③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。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法
 ①有形固定資産(リース資産は除く)

建物(建物附属設備は除く)

     同左

 

 

  

 

その他の有形固定資産

     同左

 

 

  

 
 ②無形固定資産(リース資産は除く)

     同左

 

 

  

 
 ③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)

     同左
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(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（当連結会計年度

末時点の自己都合要支給額を退

職給付とする簡便法）に基づ

き、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を

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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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) のれんの償却方法及び償却期間 
  ５年間で均等償却しております。 
 
(6) 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。

(7) 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
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(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。

(8) 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。

 ―

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。

 ―

 

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。

 ―
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 追加情報 

 
  

（７）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

項目
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日  
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自  平成22年４月１日   
至  平成23年３月31日)

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 

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業損

失、経常損失はそれぞれ472千円増加し、税

金等調整前当期純損失は3,373千円増加して

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。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（連結損益計算書関係）

            ―

 

当連結会計年度より、「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

き、財務諸表等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）を適用し、「少数株主損

益調整前当期純損失」の科目で表示しております。

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

            ―

 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準25号 平成22年6月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金

額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合

計」の金額を記載しております。
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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
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23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 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)

 

※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 461,502千円

土地 3,710,173千円

   担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 861,843千円

(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 133,170千円
 

※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 156,279千円

 

 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
 

 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 452,000千円

計 452,000千円

 

※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

        同左

※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

※５ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

     商品                670千円 

     貯蔵品               607千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 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

 

※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 206,263千円

  役員報酬 115,264千円

  賞与引当金繰入額 7,277千円

  減価償却費 36,105千円

  地代家賃 97,323千円

退職給付費用 7,742千円

 

※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 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

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物附属設備 83,083千円

機械装置 205千円

車両運搬具 41千円

工具、器具及び備品 6,888千円

リース資産 21,090千円

合計 111,309千円
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※２ 当連結会計年度の直前会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※４ 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。

 

※４ 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

建物 153,391

建 物 附 属
設備

15,617

構築物 44

工 具、器
具 及 び 備
品

4,246

土地 52,509

清里寮（山梨県北杜

市）
保養所

建物 29

借地権 9,000

合 計 234,837

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 
 甲府武蔵野シネマ・ファイブ及び清里寮につきまして
は、閉鎖に伴い帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として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。甲府武蔵野シ
ネマ・ファイブにつきましては鑑定評価額を合理的に調
整した価額により算定しております。清里寮につきまし
ては、回収可能価額を０円として算定しております。

※５ 環境対策費はアスベスト除去費用であります。 

 

※６ 前期損益修正損は、過年度前受金の修正によるも

のであります。

 

※７ 特別損失の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。

係争和解金 2,000千円

その他 1,520千円

合計 3,520千円

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 97,862千円

その他有価証券評価差額金 1,837千円
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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。 

  

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 978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

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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) 27,587 978 ― 28,565

(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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 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

※ 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 471,564千円

期間が３ヶ月を超える定期預金  ― 千円

現金及び現金同等物 471,564千円
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前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

  

(追加情報) 

当連結会計年度から「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。 

  

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連結決算日におけ

る時価及び当該時価の算定方法 

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連結決算日における

時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。 

(単位：千円) 

 
(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  主な変動 

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5,112千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47,261千円、減価償却費37,469千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。 

  

また、賃貸等不動産に関する平成22年３月期における損益は、次のとおりであります。 

                        （単位：千円） 

 
（注）１ 賃貸収益および賃貸費用は、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。 

  

  

  

(賃貸等不動産関係)

連結貸借対照表計上額

連結決算日における時価

前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

4,081,223 △79,655 4,001,568 5,520,511

賃貸収益 賃貸費用 差額 その他損益

526,649 197,014 329,635 △47,261
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

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連結決算日におけ

る時価及び当該時価の算定方法 

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連結決算日における

時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。 

(単位：千円) 

 
(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  主な変動 

当連結会計年度増減額のうち、主な増加は、高円寺マンション建物677千円によるものであり、主な減少額

は、減価償却費26,272千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。 

  

また、賃貸等不動産に関する平成23年３月期における損益は、次のとおりであります。 

                        （単位：千円） 

 
（注）１ 賃貸収益および賃貸費用は、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 その他損益は資産除去債務会計基準適用に伴う影響額であり、特別損失に計上されております。 

  

  

連結貸借対照表計上額

連結決算日における時価

前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

4,001,568 △25,691 3,975,877 4,895,736

賃貸収益 賃貸費用 差額 その他損益

382,519 88,199 294,320 △2,901
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Ⅱ  当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

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。 

  

※ 「スポーツ・レジャー事業」につきましては、平成23年３月31日をもって「コナミスポーツ 

  クラブ自由が丘」を閉鎖したことに伴い、現在営業中止中です。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一であります。 

  

(セグメント情報)
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(注) １．「その他」の区分は主として版権収入や自販機手数料等であり、報告セグメントに含まれな 

     い事業セグメントであります。 

   ２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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) 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

(単位：千円)

報告セグメント

その他(注) 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

382,898 211,228 469,936 344,370 223,235 1,631,669 29,410 1,661,080

  セグメント間の内
部売上高又は振替高

― ― 71,416 ― ― 71,416 ― 71,416

計 382,898 211,228 541,352 344,370 223,235 1,703,086 29,410 1,732,496

セグメント利益又は損
失(△)

△30,488 △41,722 318,909 37,316 24,128 308,143 13,610 321,754

セグメント資産 168,709 12,823 4,232,982 384,692 35,270 4,834,477 4,675 4,839,153

その他の項目

減価償却費 22,843 27,926 36,430 19,225 ― 106,425 698 107,124

減損損失 225,808 ― ― ― ― 225,808 ― 225,808

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

830 ― 3,465 1,738 ― 6,033 811 6,844

(単位：千円)

売上高 金額

報告セグメント計 1,703,086

その他の売上高 29,410

セグメント間取引消去 △71,416

連結財務諸表の売上高 1,661,080
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（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。 

  

 
（注）全社資産の主なものは、余資運用資金（現預金等）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に関わる 

   資産等であります。 

  

 
（注）調整額は報告セグメントに帰属しない全社費用または全社資産に係るものであります。 

  

(追加情報) 

 当連結会計年度より、「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。 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 308,143

その他の利益 13,610

セグメント間取引消去 △908

全社費用 △321,135

連結財務諸表の営業利益 △289

(単位：千円)

資産 金額

報告セグメント計 4,834,477

その他の資産 4,675

全社資産 1,185,655

連結財務諸表の資産合計 6,024,808

(単位：千円)

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額
連結財務諸表 

計上額

減価償却費 106,425 698 7,032 114,156

減損損失 225,808 ― 9,029 234,837

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 6,033 811 790 7,634
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前連結会計年度(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。 

   ３．債務保証につきましては金融機関よりの借入金に対して債務保証を行ったものであり、 

      保証料の受領はしておりません。 

  

(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 
(千円)

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連 
会社

(株)野和ビル
東京都 
新宿区

20,000 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

 
債務保証

156,468

 
450,000

長期預り 
敷金 

前受金
―

411,300
 

12,919
―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社 (株)甲西商事
山梨県甲
府市

10,000
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 114,500

子会社 (有)平安物産
東京都新
宿区

30,000
室内装飾品
販売

なし 役員の兼任 資金の貸付 ― 長期貸付金 257,676

子会社
(有)エム・プ
ラザ

東京都新
宿区

5,000
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

157,000
1,610
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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。 

   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。 

  

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 
(千円)

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

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

1,570
2,984

長期貸付金 98,520

（単位：千円）

流動資産合計 247,005

固定資産合計 1,809,294

流動負債合計 67,461

固定負債合計 1,742,499

純資産合計 246,339

売上高 579,321

税引前当期純利益 72,699

当期純利益 43,699
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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。 

   ３．債務保証につきましては金融機関よりの借入金に対して債務保証を行ったものであり、 

      保証料の受領はしておりません。 

  

(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。 

   ３．㈱甲西商事、㈲平安物産、㈲エム・プラザは、平成23年３月29日に解散の決議をしてお 

      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 
(千円)

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連 
会社

(株)野和ビル
東京都 
新宿区

20,000 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
等

債務保証

158,647

 
452,000

長期預り 
敷金 

前受金
―

411,300
 

12,919
―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社 (株)甲西商事
山梨県甲
府市

10,000
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 114,500

子会社 (有)平安物産
東京都新
宿区

30,000
室内装飾品
販売

なし 役員の兼任 資金の貸付 ― 長期貸付金 257,675

子会社
(有)エム・プ
ラザ

東京都新
宿区

5,000
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

157,000
1,609
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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。 

    ３．当社は銀行借入に対して、代表取締役社長河野義勝より債務保証を受けており、取引金 

      額は期末時点での被保証残高であります。なお、保証料の支払いは行っておりません。 

  

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 
(千円)

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

 役員 河野義勝 ― ―
当社 
代表取締役
社長

直接33.1

資金の貸付
  

 
債務被保証

貸付資金の
回収 
受取利息 
 
当社銀行借
入に対する
債務被保証

1,241
972

821,213

長期貸付金

―

56,928

―

 役員 河野優子 ― ―
当社 
常務取締役

直接7.4 資金の貸付
貸付資金の
回収 
受取利息

827
648

長期貸付金 37,952

（単位：千円）

流動資産合計 213,246

固定資産合計 1,753,551

流動負債合計 55,035

固定負債合計 1,650,934

純資産合計 260,828

売上高 555,148

税引前当期純利益 29,201

当期純利益 16,489
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

  （自 平成21年４月１日
   至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
 （自 平成22年４月１日  

   至 平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 280.46円 241.08円

１株当たり当期純利益又は１株当た
り当期純損失（△）

9.17円 △36.66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

2,937,137千円

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

 
 

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

2,524,419千円

普通株式に係る純資産額

2,524,419千円

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

28,565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

10,471,435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

２ １株当たり当期純損失

 連結損益計算書上の当期純損失

383,952千円

 普通株式に係る当期純損失

383,952千円

 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

10,472,292株

(重要な後発事象)

 前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 512,523 294,423

受取手形 18,992 19,706

売掛金 33,610 26,322

たな卸資産 2,759 826

前払費用 34,462 28,494

未収入金 3,235 2,969

繰延税金資産 22,880 －

その他 60,784 28,095

貸倒引当金 △338 △342

流動資産合計 688,907 400,496

固定資産

有形固定資産

建物 3,037,994 1,743,251

減価償却累計額 △2,342,994 △1,362,395

建物（純額） 695,000 380,856

構築物 2,045 2,000

減価償却累計額 △1,950 △1,981

構築物（純額） 95 18

機械及び装置 10,318 6,200

減価償却累計額 △3,995 △1,498

機械及び装置（純額） 6,323 4,701

車両運搬具 5,640 5,640

減価償却累計額 △4,657 △5,054

車両運搬具（純額） 983 585

工具、器具及び備品 227,792 135,830

減価償却累計額 △175,894 △102,969

工具、器具及び備品（純額） 51,898 32,861

土地 3,820,715 3,768,205

リース資産 43,635 －

減価償却累計額 △13,818 －

リース資産（純額） 29,817 －

有形固定資産合計 4,604,831 4,187,229

無形固定資産

借地権 22,460 13,460

商標権 3,530 3,581

ソフトウエア 673 513

リース資産 8,559 6,657

電話加入権 4,007 4,007

無形固定資産合計 39,229 28,219
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 534,050 532,140

関係会社株式 134,224 134,224

関係会社長期貸付金 564,814 411,524

敷金及び保証金 644,160 604,140

その他 88,974 60,615

貸倒引当金 △400,740 △268,832

投資その他の資産合計 1,565,482 1,473,811

固定資産合計 6,209,542 5,689,261

資産合計 6,898,449 6,089,757

負債の部

流動負債

買掛金 78,067 58,433

1年内返済予定の長期借入金 391,364 401,360

リース債務 10,629 1,902

未払金 54,417 49,705

未払法人税等 3,650 5,636

未払消費税等 4,140 4,350

未払費用 12,294 12,733

前受金 56,706 40,125

預り金 9,180 6,743

賞与引当金 10,585 7,422

流動負債合計 631,032 588,413

固定負債

長期借入金 966,843 615,483

リース債務 27,747 4,755

退職給付引当金 47,024 38,898

役員退職慰労引当金 18,648 18,648

資産除去債務 － 3,988

長期預り敷金 602,874 544,767

再評価に係る繰延税金負債 1,397,455 1,438,098

固定負債合計 3,060,591 2,664,639

負債合計 3,691,623 3,253,053
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23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 80,912 △247,133

利益剰余金合計 80,912 △247,133

自己株式 △6,949 △7,088

株主資本合計 1,078,463 750,278

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △910 △2,202

土地再評価差額金 2,129,273 2,088,628

評価・換算差額等合計 2,128,363 2,086,426

純資産合計 3,206,826 2,836,704

負債純資産合計 6,898,449 6,089,757
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高

映画興行事業売上高 426,780 382,898

スポーツ・レジャー事業売上高 225,079 211,228

不動産事業売上高 746,004 474,287

その他の事業売上高 87,580 90,600

売上高合計 1,485,443 1,159,015

売上原価

映画興行事業売上原価 437,858 413,386

スポーツ・レジャー事業売上原価 270,252 252,951

不動産事業売上原価 232,685 144,257

その他の事業売上原価 71,186 79,024

売上原価合計 1,011,981 889,619

売上総利益 473,462 269,395

販売費及び一般管理費

役員報酬 86,728 88,544

給料及び手当 34,025 34,566

租税公課 7,179 8,821

賞与引当金繰入額 10,585 3,582

地代家賃 64,153 62,356

法定福利費 15,460 16,264

支払手数料 25,084 36,183

減価償却費 7,973 7,730

交際費 10,289 5,078

雑費 61,824 58,010

販売費及び一般管理費合計 323,300 321,135

営業利益又は営業損失（△） 150,162 △51,740

営業外収益

受取利息 20,131 15,521

受取配当金 929 3,725

雑収入 1,064 3,986

その他 － 880

営業外収益合計 22,124 24,114

営業外費用

支払利息 52,769 38,982

雑損失 27 20

営業外費用合計 52,796 39,002

経常利益又は経常損失（△） 119,490 △66,628
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 95,299 131,903

受取保険金 5,874 2,937

その他 1,000 183

特別利益合計 102,173 135,024

特別損失

固定資産除却損 1,247 111,213

投資有価証券評価損 2,000 －

減損損失 47,261 234,837

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

前期損益修正損 － 12,439

社葬費用 10,953 －

環境対策費 13,936 －

その他 － 3,519

特別損失合計 75,397 369,911

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 146,266 △301,515

法人税、住民税及び事業税 3,650 3,650

法人税等調整額 20,224 22,880

法人税等合計 23,874 26,530

当期純利益又は当期純損失（△） 122,392 △328,045
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 △41,480 80,912

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 122,392 △328,045

当期変動額合計 122,392 △328,045

当期末残高 80,912 △247,133

利益剰余金合計

前期末残高 △41,480 80,912

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 122,392 △328,045

当期変動額合計 122,392 △328,045

当期末残高 80,912 △247,133

自己株式

前期末残高 △6,635 △6,949

当期変動額

自己株式の取得 △314 △139

当期変動額合計 △314 △139

当期末残高 △6,949 △7,088

株主資本合計

前期末残高 956,385 1,078,463

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 122,392 △328,045

自己株式の取得 △314 △139

当期変動額合計 122,078 △328,184

当期末残高 1,078,463 750,278

武蔵野興業㈱　(9635)　平成23年3月期　決算短信

46



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 △2,747 △910

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,837 △1,293

当期変動額合計 1,837 △1,293

当期末残高 △910 △2,202

土地再評価差額金

前期末残高 2,129,273 2,129,273

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △40,644

当期変動額合計 － △40,644

当期末残高 2,129,273 2,088,628

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,126,526 2,128,363

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,837 △41,937

当期変動額合計 1,837 △41,937

当期末残高 2,128,363 2,086,426

純資産合計

前期末残高 3,082,911 3,206,826

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 122,392 △328,045

自己株式の取得 △314 △139

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,837 △41,937

当期変動額合計 123,915 △370,122

当期末残高 3,206,826 2,836,704
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 前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

 当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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①取締役の異動 

   （新任予定取締役） 

    取締役総務部長       仲村 正憲  （現 総務部長） 

    取締役           江野 俊銘  （現 有限会社ネットタワー 代表取締役） 

                 （江野俊銘氏は社外取締役候補者であります。） 

  

   （退任予定取締役） 

    常務取締役経理部担当    谷口  均  （常勤監査役に就任予定） 

    取締役営業部長兼総務部担当 諸井 征彦   

  

   ②監査役の異動 

   （新任予定監査役） 

    常勤監査役         谷口  均  （現 常務取締役経理部担当） 

  

   （退任予定監査役） 

    常勤監査役         浅見 良太郎  

６．その他

（役員の異動）
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