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１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）

（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 ％

24年３月期第１四半期 775 △1.2 △23 ― △23 ― △15 ―

23年３月期第１四半期 785 △17.3 △21 ― △20 ― △24 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △7百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △45百万円(―％)

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

24年３月期第１四半期 △27. 87 ―

23年３月期第１四半期 △46. 02 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 4,659 3,021 64.9

23年３月期 4,705 3,045 64.7

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 3,021百万円 23年３月期 3,045百万円

２．配当の状況

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

23年３月期 ― 30. 00 ― 30. 00 60. 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 30. 00 ― 30. 00 60. 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)  1,730 △1.7 30 ― 25 ― 10 ― 18. 56

通期 3,380 1.9 50 ― 45 ― 18 ― 33. 40



  

 
（注）詳細は、添付資料P3「２.サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成

に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

 

 
  

  

・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。 

  

・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、添付

資料P2「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 540,000株 23年３月期 540,000株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 1,110株 23年３月期 1,100株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 538,892株 23年３月期１Ｑ 538,913株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第1四半期におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られたものの、平成23年3月11日に発

生した東日本大震災の影響による原子力発電所問題や電力供給不足など、依然として景気の下振れリス

クを払拭できない厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境のもと、当社グループではより一層のサービス向上を図るとともに、積極的な営

業活動、適正な経費コントロールに努めてまいりました。 

 この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は7億75百万円（前年同期比1.2％減）、営業損失は23

百万円（前年同期は営業損失21百万円）、経常損失は23百万円（前年同期は経常損失20百万円）、四半

期純損失は15百万円（前年同期は四半期純損失24百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

（シネマ事業） 

 シネマ事業におきましては、「パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉」「ブラック・スワン」等

が好成績をあげましたが、4月の売上不振を挽回するまでには至らず、売上高は5億19百万円（前年同期

比4.6％減）、セグメント損失（営業損失）は24百万円（前年同期はセグメント損失（営業損失）24百

万円）となりました。 

（リラクゼーション事業） 

 リラクゼーション事業におきましては、不況による消費マインドの冷え込み等により苦戦した結果、

売上高は2億5百万円（前年同期比2.6％減）、セグメント損失（営業損失）は1百万円（前年同期はセグ

メント利益（営業利益）5百万円）となりました。 

（アド事業） 

 アド事業におきましては、新規顧客の獲得により売上が増加したものの、既存顧客の広告宣伝費の圧

縮や価格交渉もあり引き続き厳しい状況が続いた結果、売上高は50百万円（前年同期比71.5％増）、セ

グメント損失（営業損失）は1百万円（前年同期はセグメント損失（営業損失）6百万円）となりまし

た。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を変更しており、

当四半期連結累計期間の比較・分析は、変更の影響を含めております。 

  

当第1四半期連結会計期間末の総資産は46億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円の減

少となりました。これは主に建物及び構築物（純額）の減少によるものであります。 

 負債は16億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円の減少となりました。これは主に長期

借入金の減少によるものであります。 

 純資産は30億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円の減少となりました。 

 自己資本比率は、期首に比べて0.2ポイント増加し、64.9％となりました。 

  

平成24年3月期の連結業績予想につきましては、平成23年5月13日公表時から変更はございません。 

  

１．当四半期決算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。 

  

  

税金費用の計算 

法人税等の納付税額の算定に関しては、当連結会計年度の税金等調整前当期純損益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算

する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 468,521 469,793

受取手形及び売掛金 76,040 75,342

有価証券 170,042 170,054

たな卸資産 8,438 8,216

繰延税金資産 23,287 23,287

その他 94,321 104,924

貸倒引当金 △1,009 △964

流動資産合計 839,643 850,655

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,479,829 2,438,991

機械装置及び運搬具（純額） 157,445 153,342

工具、器具及び備品（純額） 117,012 105,339

土地 179,153 179,153

有形固定資産合計 2,933,439 2,876,825

無形固定資産

電話加入権 1,147 1,147

ソフトウエア 35,020 30,452

無形固定資産合計 36,168 31,599

投資その他の資産

投資有価証券 258,707 268,878

差入保証金 600,985 600,727

長期前払費用 3,574 3,096

繰延税金資産 32,999 27,588

投資その他の資産合計 896,266 900,289

固定資産合計 3,865,874 3,808,715

資産合計 4,705,517 4,659,371
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 237,326 251,314

1年内返済予定の長期借入金 192,058 175,809

リース債務 19,147 19,147

未払金 2,211 3,145

未払法人税等 2,276 －

未払消費税等 6,360 －

未払費用 44,631 48,534

賞与引当金 13,800 7,233

その他 30,553 59,191

流動負債合計 548,365 564,374

固定負債

長期借入金 612,680 579,881

リース債務 17,812 13,025

役員退職慰労引当金 99,023 100,126

退職給付引当金 52,676 54,049

資産除去債務 48,434 48,795

受入保証金 281,436 277,338

繰延税金負債 － 5

固定負債合計 1,112,062 1,073,221

負債合計 1,660,427 1,637,596

純資産の部

株主資本

資本金 270,000 270,000

資本剰余金 13 13

利益剰余金 2,761,133 2,729,946

自己株式 △10,263 △10,329

株主資本合計 3,020,883 2,989,631

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 24,205 32,143

その他の包括利益累計額合計 24,205 32,143

純資産合計 3,045,089 3,021,775

負債純資産合計 4,705,517 4,659,371
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 785,149 775,806

売上原価 357,881 363,473

売上総利益 427,267 412,332

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 13,665 12,269

人件費 142,260 141,479

賞与引当金繰入額 6,840 7,233

役員退職慰労引当金繰入額 2,316 2,402

退職給付費用 1,246 1,372

減価償却費 55,998 57,498

地代家賃 97,397 97,175

水道光熱費 41,515 41,145

修繕費 593 927

その他 86,769 74,092

販売費及び一般管理費合計 448,602 435,597

営業損失（△） △21,335 △23,265

営業外収益

受取利息 8 66

受取配当金 3,107 3,253

協賛金収入 1,100 －

貸倒引当金戻入額 － 45

その他 1,610 656

営業外収益合計 5,826 4,022

営業外費用

支払利息 4,567 3,399

その他 702 809

営業外費用合計 5,269 4,208

経常損失（△） △20,778 △23,451

特別利益

貸倒引当金戻入額 971 －

特別利益合計 971 －

特別損失

固定資産除却損 399 －

投資有価証券評価損 － 3,184

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,746 －

特別損失合計 11,145 3,184

税金等調整前四半期純損失（△） △30,952 △26,635

法人税等 △6,151 △11,615

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △24,800 △15,020

四半期純損失（△） △24,800 △15,020
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △24,800 △15,020

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,214 7,938

その他の包括利益合計 △20,214 7,938

四半期包括利益 △45,015 △7,081

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,015 △7,081
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第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) 

１．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 

 
(注)  セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント

  
合計

 
  

調整額

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)シネマ

リラクゼー
ション

アド

売上高

外部顧客への売上高 544,505 211,157 29,486 785,149 ― 785,149

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

47,916 108 990 49,014 △49,014 ―

計 592,421 211,265 30,476 834,164 △49,014 785,149

セグメント利益 
又は損失（△）

△21,714 7,527 △7,148 △21,335 ― △21,335
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

 
(注) １．セグメント損失の調整額3,815千円は、セグメント間取引消去額です。 

２．セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間から、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するにあたり、セ

グメント間取引の消去及び全社費用等のセグメントへの配分を変更したため、報告セグメントの利益又

は損失の算定方法を変更しております。 

前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間について、変更後の算定方法により作成した報告セグ

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は、以下のとおりであります。 

 前第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) １．セグメント利益又は損失の調整額3,799千円は、セグメント間取引消去額です。 

２．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

（単位：千円）

報告セグメント

  
合計

 
  

調整額

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)シネマ

リラクゼー
ション

アド

売上高

外部顧客への売上高 519,610 205,634 50,562 775,806 ― 775,806

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

47,916 192 467 48,575 △48,575 ―

計 567,526 205,826 51,029 824,382 △48,575 775,806

セグメント損失（△） △24,192 △1,082 △1,805 △27,080 3,815 △23,265

（単位：千円）

報告セグメント

  
合計

 
  

調整額

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)シネマ

リラクゼー
ション

アド

売上高

外部顧客への売上高 544,505 211,157 29,486 785,149 ― 785,149

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

47,916 108 990 49,014 △49,014 ―

計 592,421 211,265 30,476 834,164 △49,014 785,149

セグメント利益 
又は損失（△）

△24,182 5,768 △6,719 △25,134 3,799 △21,335

（５）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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