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１．平成２６年３月期第２四半期の連結業績（平成２５年４月１日～平成２５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 ％

26年３月期第２四半期 1,742 1.8 81 18.6 82 15.2 77 197.0

25年３月期第２四半期 1,712 4.1 68 ― 71 ― 26 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 82百万円(251.6％) 25年３月期第２四半期 23百万円( ―％)

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

26年３月期第２四半期 144. 04 ―

25年３月期第２四半期 48. 49 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 4,541 3,165 69.7

25年３月期 4,714 3,098 65.7

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 3,165百万円 25年３月期 3,098百万円

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

25年３月期 ― 30. 00 ― 30. 00 60. 00

26年３月期 ― 30. 00

26年３月期(予想) ― 30. 00 60. 00

３．平成２６年３月期の連結業績予想（平成２５年４月１日～平成２６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 3,380 △1.3 88 △40.7 95 △39.2 77 △28.2 142. 89



  

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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２ページ「連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

 

（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) 26年３月期２Ｑ 540,000株 25年３月期 540,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,191株 25年３月期 1,126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 538,860株 25年３月期２Ｑ 538,874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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、現政権の経済・金融政策などにより円高の是正

や株価上昇の動きがあり、緩やかに景気回復へ向かう一方、海外景気の下振れの懸念もあり、依然とし

て先行きは不透明な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におきましては、顧客満足度の高いサービスの一層の充実を

図り、お客様に選んでいただける施設、商品のご提供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17億42百万円（前年同期比1.8％増）、営業利益は

81百万円（前年同期比18.6％増）、経常利益は82百万円（前年同期比15.2％増）、四半期純利益は特別

利益に投資有価証券売却益43百万円を計上したことにより、77百万円（前年同期比197.0％増）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、邦画では「真夏の方程式」「映画 謎解きはディナーのあとで」、アニ

メでは「風立ちぬ」「モンスターズ・ユニバーシティ」、洋画では「アイアンマン３」「ワールド・ウ

ォーＺ」等の話題作を上映いたしました。その結果、売上高は12億13百万円（前年同期比0.4％増）、

セグメント利益は78百万円（前年同期比28.0％増）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、近隣企業等への営業活動など販売促進の強化を図り、客数を

伸ばす施策を積極的に実施してまいりました。しかしながら客単価の減少に加え、光熱費などの値上げ

等が影響し、売上高は４億７百万円（前年同期比0.6％減）、セグメント損失は15百万円（前年同期は

セグメント損失２百万円）となりました。 

【アド事業】 

アド事業におきましては、サイン工事や得意分野の映画宣伝関連の営業強化に努めた結果、全国規模

の仕事を受注するなど好調に推移しました。その結果、売上高は１億22百万円（前年同期比30.5％

増）、セグメント利益は15百万円（前年同期比350.2％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は45億41百万円となり、前連結会計期間末に比べ１億73百万円

の減少となりました。これは主に投資有価証券の減少によるものであります。 

負債は13億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億39百万円の減少となりました。これは主に

支払手形及び買掛金、長期借入金の減少によるものであります。 

純資産は31億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円の増加となりました。 

自己資本比率は、期首に比べて4.0ポイント増加し、69.7％となりました。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成25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26年３月期第２四半期（累計）の業績予想と実績と

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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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

る方法を採用しています。  

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

当社は、平成25年６月25日開催の第80回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止とそれに伴

う打ち切り支給を決議いたしました。 

これに伴い、役員退職慰労引当金は全額取崩し、支給済分を除く、打ち切り支給額の未払額40,000千

円については、固定負債の長期未払金として表示しております。 

２．サマリー情報(注記事項)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

（４）追加情報

（役員退職慰労引当金)
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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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 579,461 548,380

受取手形及び売掛金 96,211 112,372

有価証券 140,145 210,159

たな卸資産 6,273 7,091

繰延税金資産 31,546 31,546

その他 91,812 89,015

貸倒引当金 △644 △760

流動資産合計 944,807 997,805

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,239,754 2,160,012

機械装置及び運搬具（純額） 216,361 205,865

工具、器具及び備品（純額） 82,985 67,425

土地 179,153 179,153

建設仮勘定 － 5,644

有形固定資産合計 2,718,254 2,618,100

無形固定資産

電話加入権 1,147 1,147

ソフトウエア 53,947 45,863

無形固定資産合計 55,094 47,010

投資その他の資産

投資有価証券 380,614 261,621

差入保証金 610,291 609,775

長期前払費用 5,550 7,213

投資その他の資産合計 996,456 878,610

固定資産合計 3,769,805 3,543,722

資産合計 4,714,612 4,541,527
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 328,603 254,865

1年内返済予定の長期借入金 147,852 135,348

リース債務 32,462 32,341

未払金 2,017 2,732

未払法人税等 12,047 50,074

未払消費税等 19,063 －

未払費用 52,590 38,862

役員賞与引当金 4,500 －

賞与引当金 12,873 13,100

その他 37,436 44,188

流動負債合計 649,446 571,513

固定負債

長期借入金 351,329 284,690

リース債務 127,315 111,204

役員退職慰労引当金 116,347 －

退職給付引当金 57,476 59,779

長期未払金 － 40,000

資産除去債務 50,937 51,641

受入保証金 248,652 240,456

繰延税金負債 14,157 17,045

固定負債合計 966,214 804,816

負債合計 1,615,661 1,376,330

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 2,731,715 2,793,165

自己株式 △10,428 △10,910

株主資本合計 2,991,300 3,052,269

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 107,650 112,927

その他の包括利益累計額合計 107,650 112,927

純資産合計 3,098,951 3,165,196

負債純資産合計 4,714,612 4,541,527
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 1,712,359 1,742,756

売上原価 794,149 840,798

売上総利益 918,209 901,957

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 18,958 19,138

人件費 266,772 248,577

賞与引当金繰入額 13,320 13,100

役員退職慰労引当金繰入額 4,652 389

退職給付費用 2,544 2,644

減価償却費 119,451 117,292

地代家賃 192,519 192,086

水道光熱費 90,192 89,886

修繕費 5,564 1,177

貸倒引当金繰入額 － 116

その他 135,874 136,464

販売費及び一般管理費合計 849,848 820,872

営業利益 68,360 81,085

営業外収益

受取利息 159 91

受取配当金 3,837 3,987

協賛金収入 5,000 1,100

貸倒引当金戻入額 675 －

その他 1,381 1,645

営業外収益合計 11,053 6,825

営業外費用

支払利息 5,327 4,137

その他 2,546 1,391

営業外費用合計 7,874 5,529

経常利益 71,540 82,381

特別利益

投資有価証券売却益 － 43,518

特別利益合計 － 43,518

特別損失

固定資産売却損 998 －

固定資産除却損 28,709 218

固定資産処分損 234 －

特別損失合計 29,943 218

税金等調整前四半期純利益 41,596 125,681

法人税等 15,467 48,064

少数株主損益調整前四半期純利益 26,129 77,616

四半期純利益 26,129 77,616
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 26,129 77,616

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,554 5,276

その他の包括利益合計 △2,554 5,276

四半期包括利益 23,575 82,893

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 23,575 82,893
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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25年４月１日 至 平成25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24年４月１日  至  平成24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．セグメント利益又は損失(△)の調整額6,057千円は、主にセグメント間取引消去額であります。 

  

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25年４月１日  至  平成25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．セグメント利益又は損失(△)の調整額3,000千円は、主にセグメント間取引消去額であります。 

  

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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(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 1,208,981 409,705 93,672 1,712,359 ― 1,712,359

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

100,680 239 1,151 102,071 △102,071 ―

計 1,309,661 409,945 94,824 1,814,430 △102,071 1,712,359

セグメント利益又は損失(△) 61,222 △2,316 3,396 62,303 6,057 68,360

(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 1,213,479 407,043 122,233 1,742,756 ― 1,742,756

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

94,050 225 1,039 95,314 △95,314 ―

計 1,307,529 407,268 123,272 1,838,070 △95,314 1,742,756

セグメント利益又は損失(△) 78,359 △15,562 15,288 78,085 3,000 81,085
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