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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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２四半期 1,644 △6.6 △17 ― △20 ― △15 ―

23年３月期第２四半期 1,760 △9.9 30 ― 27 ― 2 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 △8百万円( ― ％) 23年３月期第２四半期 △26百万円( ― ％)

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２四半期 △28. 84 ―

23年３月期第２四半期 4. 04 ―

（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２四半期 4,593 3,020 65.8

23年３月期 4,705 3,045 64.7

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 3,020百万円  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 ― 30. 00

24年３月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

通期 3,331 0.4 2 ― 2 ― △18 ― △33 40



  

 
（注）詳細は、【添付資料】P.3「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】P.2「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２Ｑ 540,000株 23年３月期 540,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 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２Ｑ 538,891株 23年３月期２Ｑ 538,907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2四半期におけるわが国経済は、東日本大震災以降の復興が進むなか、電力供給の制約や欧米の

財政不安を背景とした円高等の影響により、先行き不透明な厳しい状況で推移しました。 

このような経営環境のもと当社グループにおきましては、サービスの一層の向上を図るとともに、積

極的な営業活動および徹底した経費の削減に努めてまいりました。  

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は16億44百万円（前年同期比6.6％減）、営業損失は17

百万円（前年同期は営業利益30百万円）、経常損失は20百万円（前年同期は経常利益27百万円）、四半

期純損失は15百万円（前年同期は四半期純利益2百万円）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」「ハリー・ポッタ－と死

の秘宝PART2」「コクリコ坂から」などが好成績を上げたものの、例年に比べ大ヒット作が少なく、売

上高は11億53百万円（前年同期比10.1％減）、セグメント損失（営業損失）は4百万円（前年同期はセ

グメント利益（営業利益）34百万円）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、地域密着型の運営を心掛け、各種イベントを積極的に実施し

てまいりました。しかしながら、施設の老朽化に伴う修繕費の増加や同業他社との競争の激化等もあ

り、厳しい状況で推移した結果、売上高は4億1百万円（前年同期比1.5％減）、セグメント損失（営業

損失）は14百万円（前年同期はセグメント損失（営業損失）0百万円）となりました。 

（アド事業） 

アド事業におきましては、東日本大震災等の影響により、企業の広告宣伝費等が差し控えられるな

か、営業範囲の拡大により売上の向上を図ってまいりました。しかしながら、価格競争などが影響し厳

しい状況で推移した結果、売上高は89百万円（前年同期比28.1％増）、セグメント損失（営業損失）は

6百万円（前年同期はセグメント損失（営業損失）11百万円）となりました。 

なお、第1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、当第2

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2四半期連結会計期間末の総資産は45億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億12百万円の

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15億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ87百万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30億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円の減少となりました。  

自己資本比率は、期首に比べて1.1ポイント増加し、65.8％となりました。  

  

近の業績動向を踏まえ、平成23年5月13日に公表いたしました連結業績予想を修正いたしておりま

す。 

詳細につきましては、本日別途開示する「平成24年3月期第2四半期累計期間業績実績との差異および

通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

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ついては、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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 468,521 476,190

受取手形及び売掛金 76,040 79,639

有価証券 170,042 170,079

たな卸資産 8,438 7,597

繰延税金資産 23,287 23,287

その他 94,321 84,791

貸倒引当金 △1,009 △802

流動資産合計 839,643 840,783

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,479,829 2,397,207

機械装置及び運搬具（純額） 157,445 153,771

工具、器具及び備品（純額） 117,012 93,288

土地 179,153 179,153

建設仮勘定 － 4,032

有形固定資産合計 2,933,439 2,827,452

無形固定資産

電話加入権 1,147 1,147

ソフトウエア 35,020 25,695

無形固定資産合計 36,168 26,843

投資その他の資産

投資有価証券 258,707 266,562

差入保証金 600,985 600,469

長期前払費用 3,574 2,760

繰延税金資産 32,999 28,225

投資その他の資産合計 896,266 898,017

固定資産合計 3,865,874 3,752,312

資産合計 4,705,517 4,593,095
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 237,326 259,938

1年内返済予定の長期借入金 192,058 159,560

リース債務 19,147 19,147

未払金 2,211 6,451

未払法人税等 2,276 －

未払消費税等 6,360 －

未払費用 44,631 43,681

賞与引当金 13,800 13,800

その他 30,553 41,634

流動負債合計 548,365 544,213

固定負債

長期借入金 612,680 547,082

リース債務 17,812 8,238

役員退職慰労引当金 99,023 102,431

退職給付引当金 52,676 48,934

資産除去債務 48,434 48,749

受入保証金 281,436 273,240

繰延税金負債 － 6

固定負債合計 1,112,062 1,028,683

負債合計 1,660,427 1,572,896

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 2,729,421

自己株式 △10,263 △10,329

株主資本合計 3,020,883 2,989,105

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 31,093

その他の包括利益累計額合計 24,205 31,093

純資産合計 3,045,089 3,020,198

負債純資産合計 4,705,517 4,593,095
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 1,760,772 1,644,613

売上原価 833,043 786,544

売上総利益 927,728 858,069

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 26,341 23,781

人件費 283,550 285,552

賞与引当金繰入額 13,680 13,800

役員退職慰労引当金繰入額 4,632 4,708

退職給付費用 3,166 2,312

減価償却費 112,616 114,795

地代家賃 194,795 194,222

水道光熱費 89,213 88,605

修繕費 1,712 2,394

その他 167,494 145,166

販売費及び一般管理費合計 897,202 875,339

営業利益又は営業損失（△） 30,525 △17,270

営業外収益

受取利息 169 312

受取配当金 3,110 3,253

協賛金収入 1,309 95

貸倒引当金戻入額 － 207

その他 2,517 1,487

営業外収益合計 7,106 5,356

営業外費用

支払利息 8,765 6,603

その他 1,568 1,865

営業外費用合計 10,333 8,468

経常利益又は経常損失（△） 27,298 △20,381

特別利益

貸倒引当金戻入額 778 －

資産除去債務履行差額 － 29

特別利益合計 778 29

特別損失

固定資産売却損 － 313

固定資産除却損 399 2,122

投資有価証券評価損 － 3,731

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 6,167

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（△）

16,931 △26,520

法人税等 14,755 △10,975

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

2,176 △15,545

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,176 △15,545
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

2,176 △15,545

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,532 6,887

その他の包括利益合計 △28,532 6,887

四半期包括利益 △26,356 △8,657

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △26,356 △8,657
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

  

  

Ⅰ 前第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．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．セグメント利益又は損失(△)の調整額7,597千円は、主にセグメント間取引消去額であります。 

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利益と調整を行っております。 

  

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。 

  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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7,774千円は、主にセグメント間取引消去額であります。 

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調整を行っております。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損
益計算書計上

額シネマ
リラクゼーシ

ョン
アド 計

売上高

 外部顧客への売上高 1,283,193 407,673 69,905 1,760,772 ― 1,760,772

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

95,835 155 1,598 97,589 △97,589 ―

計 1,379,028 407,828 71,504 1,858,361 △97,589 1,760,772

セグメント利益又は損失(△) 34,950 △972 △11,050 22,927 7,597 30,525

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損
益計算書計上

額シネマ
リラクゼーシ

ョン
アド 計

売上高

 外部顧客への売上高 1,153,283 401,756 89,574 1,644,613 ― 1,644,613

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

95,832 249 736 96,817 △96,817 ―

計 1,249,115 402,005 90,310 1,741,431 △96,817 1,644,613

セグメント損失(△) △4,468 △14,339 △6,236 △25,045 7,774 △17,270
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、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。 

前第２四半期連結累計期間の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を変

更後の算定方法により作成し直しております。 

  

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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

  

（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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