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(百万円未満切捨て)

１．平成２４年３月期の連結業績（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
（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 ％

２４年３月期 3,152 △5.0 △52 ― △52 ― △71 ―

２３年３月期 3,316 △14.6 △6 ― △14 ― △66 ―

(注) 包括利益 24年３月期 △46百万円( ― ％) 23年３月期 △85百万円( ― ％)

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 ％ ％ ％

２４年３月期 △133. 52 ― △2.4 △1.2 △1.7

２３年３月期 △123. 21 ― △2.1 △0.3 △0.2

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ― 百万円 23年３月期 ― 百万円

（２）連結財政状態

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

２４年３月期 4,465 2,966 66.4 5,504. 91

２３年３月期 4,705 3,045 64.7 5,650. 56

(参考) 自己資本 24年３月期 2,966百万円 23年３月期 3,045百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

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

２４年３月期 159 △172 △201 318

２３年３月期 195 △16 △366 532

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 ％ ％

23年３月期 ― 30. 00 ― 30. 00 60. 00 32 ― 1.0

24年３月期 ― 30. 00 ― 30. 00 60. 00 32 ― 1.1

25年３月期(予想) ― 30. 00 ― 30. 00 60. 00 323.3

３．平成２５年３月期の連結業績予想（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,687 2.6 28 ― 33 ― 3 ― 5. 57

通 期 3,292 4.4 37 ― 46 ― 10 ― 18. 56



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 
 
  
  

・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2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

※ 注記事項
（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

  新規  ― 社 (社名)       、除外  ― 社 (社名)

（２）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

（３）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 540,000株 ２３年３月期 540,000株

② 期末自己株式数 ２４年３月期 1,126株 ２３年３月期 1,100株

③ 期中平均株式数 ２４年３月期 538,884株 ２３年３月期 538,904株

(参考) 個別業績の概要
１．平成２４年３月期の個別業績（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
（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 ％

２４年３月期 2,346 △8.0 △27 ― △20 ― △35 ―

２３年３月期 2,551 △6.0 4 ― 8 ― △10 ―

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

２４年３月期 △65. 03 ―

２３年３月期 △19. 84 ―

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

２４年３月期 4,902 3,486 71.1 6,470. 69

２３年３月期 5,131 3,528 68.8 6,547. 84

(参考) 自己資本 24年３月期 3,486百万円 23年３月期 3,528百万円

※ 監査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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当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気後退からは回復基調にあるも

のの、電力供給の制約や欧州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では、サービスの一層の充実を図るとともに、積極的な営業

活動、徹底した経費の削減に努めてまいりました。 

この結果、当期の売上高は31億52百万円（前年同期比5.0％減）、営業損失は52百万円（前年同期は

営業損失6百万円）、経常損失は52百万円（前年同期は経常損失14百万円）、当期純損失は71百万円

（前年同期は当期純損失66百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

【シネマ事業】 

平成23年の映画興行界は、東日本大震災により一部作品の公開延期等、番組編成に影響があり、宣伝

活動の自粛等も加わり、興行収入が100億円を超える作品がありませんでした。過去 高の興行収入で

あった平成22年に比べ、全国入場人員は前年比17.0％減の１億44百万人となりました。興行収入につき

ましても、前年比17.9％減の1,811億97百万円となり、 近10年では も低調な成績という大変厳しい

状況でありました。 

このような状況のなか当事業では、サービスの一層の向上を図るとともに、「ミッドランド スクエ

ア シネマ」におきましては、全客席の入れ替えを実施するなど、ご鑑賞いただくための環境面の充実

を図り、また、効率的かつ独自な番組編成を心掛けまいりました。 

当期は、洋画118本、邦画87本、アニメが34本、ODS（映画以外のデジタルコンテンツ）が26本の合わ

せて265本公開いたしました。主な上映作品といたしましては、洋画では、５月公開の３Ｄ映画「パイ

レーツ・オブ・カリビアン 生命の泉」、７月公開の３Ｄ映画「ハリー・ポッターと死の秘宝 PART

２」、12月公開の「ミッション：インポッシブル ゴースト・プロトコル」、邦画では、４月公開の

「GANTS PERFECT ANSWER」、10月公開の「ステキな金縛り」、１月公開の３Ｄ映画「ALWAYS 三丁目の

夕日 ’64」、アニメでは、７月公開の「コクリコ坂から」、12月公開の「映画 けいおん！」などが

高稼働いたしました。 

ODSでは、ゲキ×シネ「薔薇とサムライ」、ライブビューイングの「浜崎あゆみ 大晦日カウントダ

ウンライブ」などの番組を編成いたしました。 

また、「ミッドランドシネマ  名古屋空港」におきましては、特別企画の第二回「午前十時の映画祭

何度見てもすごい50本」を上映し、多くの映画ファンに足をお運びいただきました。 

この結果、当事業では、売上高は21億50百万円（前年同期比8.9％減）となりました。 

  

【リラクゼーション事業】 

飲食部門の名古屋市千種区の「覚王山カフェJi.Coo.」におきましては、地域に密着したイベントの

実施や新メニューの開発を図り、順調に推移いたしました。 

温浴部門の名古屋中川区の「太平温泉 天風の湯」および愛知県江南市の「松竹温泉 天風の湯」

は、癒しを提供するとともに、地域密着型の運営を心掛け、イベントも積極的に実施するなど、お客様

に愛される施設の運営に努めてまいりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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しかしながら、お客様の来店頻度および客単価の減少により、収益の低下をもたらしました。「太平

温泉 天風の湯」におきましては、昨年12月にリニューアルオープンし、女性のお客様を中心に、好評

をいただいておりますが、予想した数字には至っておりません。 

この結果、当事業では、売上高は8億5百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

  

【アド事業】 

「中日本エージェンシー」におきましては、顧客の広告宣伝費等の圧縮や価格競争等がある中、既存

分野に集中し、営業力・受注力の強化に努めた結果、徐々に実を結んでまいりました。 

 特に長年培った映画宣伝に関するスキルを活かし、映画宣伝材料の受注など、さらなる販路拡大に努

めてまいりました。また、イベントの企画運営にも注力してまいりました。 

 浴室等のリフォーム等におきましては、法人への営業が功を奏し、定期案件受注の増加を図ることが

できました。 

この結果、当事業では、売上高は1億96百万円（前年同期比40.3％増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、今後のわが国経済は、収益構造改革により企業の収益や個人消費が

徐々に伸びているなど、東日本大震災の影響からは回復傾向となり、震災前の状況に戻りつつあるもの

の、欧州の財政不安や原油高等により景気が下向くリスクを抱えている状況であります。 

当社グループにおきましても、厳しい経営環境が続くものと思われますが、引き続き徹底的な経費削

減を図ってまいりますとともに、安心できる施設でお客様の心に響くような「おもてなし」の提供や感

動を与える商品の提供をすることで、利益確保に努めてまいります。 

シネマ事業では、全てのスクリーンを順次デジタルシネマ対応とするなど、サービスの拡充に努め、

お客様に満足いただけるよう柔軟かつ効率的な番組編成を図ってまいります。また、劇場宣伝の強化も

図り、稼働率アップに努めてまいります。 

第80期の予定作品といたしましては、洋画では、「アメージング・スパイダーマン」、「アベンジャ

ーズ」、「バイオハザードⅤ リトリビューション」、邦画では、「BRAVE HEARTS 海猿」、「踊る大

捜査線 THE FINAL 新たなる希望」、アニメでは、「ポケット・モンスター ベストウィッシュ キュレ

ムVS聖剣士」、「ONE PIACE FILM Z」、特別企画では、第三回「午前十時の映画祭 何度見てもすごい

50本」など、幅広いジャンルの良質な作品を予定しております。 

リラクゼーション事業では、引き続き地域密着型の運営を心掛け、イベントの強化、サービスの充実

を図り、お客様に愛される地域一番店になるよう努めてまいります。 

 また、「太平温泉 天風の湯」につきましては、引き続きリニューアルした施設の宣伝に努め、お客

様の来店動機に結び付く施策を講じてまいります。 

アド事業では、顧客の信頼度をより一層向上させるべく、より丁寧な営業活動に心掛け、定期案件の

増加に努め、安定した利益体質へと導いてまいります。 

以上により、連結売上高32億92百万円、営業利益37百万円、経常利益46百万円、当期純利益10百万円

を予想しております。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は44億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億40百万円の減少とな

りました。主な要因は、現金及び預金の減少1億14百万円、有価証券の減少99百万円となっておりま

す。 

負債合計は14億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億61百万円の減少となりました。主な要

因は、長期借入金の減少1億14百万円となっております。 

純資産合計は29億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ78百万円の減少となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2億14百万円減少

し、3億18百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億59百万円の増加となりました。主な要因は、減価償却費2

億47百万円及び税金等調整前当期純損失81百万円であります。 

（投資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・フローは、1億72百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資

産の取得による支出1億69百万円であります。 

（財務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・フローは、2億1百万円の減少となりました。主な要因は、借入れによる

収入50百万円、借入金の返済による支出2億0百万円及び配当金の支払額32百万円であります。 

  

今後とも長期的に安定した経営基盤の確保に努め、業績及び配当性向等を総合的に勘案して安定した

配当を維持していくことを基本として経営にあたる方針でございます。内部留保につきましては、財務

体質の向上を図りながら設備投資等に活用する予定であります。 

当期の配当につきましては、第２四半期末配当を１株につき30円実施し、期末配当も１株につき30円

として、年間で１株につき60円とする予定であります。 

また、次期の配当は第２四半期末、期末とも１株につき30円の年間60円を予定しております。 

  

  

  

（２）財政状態に関する分析

（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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当社グループは、当社、連結子会社１社及び持分法適用会社１社によって構成されております。 

  

 

  

(注) １ パーセンテージは子会社の議決権に対する当社の所有割合であります。 

２ ( )書きは主たる事業の内容であります。 

３ 特定子会社は、中日本商事株式会社であります。 

  

  

  

当社グループは、サービス業を通じて地域社会に貢献するとともに、お客様に感動のあるサービスを

提供することを経営の基本方針としております。 

  

当社グループの中核事業であるシネマ事業は作品により予想と実績の乖離が大きいため、特定の経営

指針をもって経営目標とすることはせず、安定した収益基盤の強化に努めてまいります。 

  

当社グループにおきましても、厳しい経営環境が続くものと思われますが、一層のサービス向上、経

費のコントロールを進め、目標利益の確保に努めてまいります。同時に、安心安全な施設の維持運営に

も努めてまいります。 

シネマ事業では、サービス面の一層の充実を図るとともに、顧客満足度の高い番組編成を心掛け、稼

働率アップに努めてまいります。 

リラクゼーション事業では、引き続き地域密着型の運営を心掛け、コミュニティーイベントの実施や

サービスの向上に努めるとともに、一層の経費コントロールを図り、利益向上に努めてまいります。ま

た、施設の適切な補修・修繕にも心掛け、安全面には特に目を配ってまいります。 

アド事業では、人材の育成を図り、営業力及び受注力を強化するとともに、満足度の高い商品及びサ

ービスを提供できるように努めてまいります。また、新規に展開いたしましたイベントの企画運営にも

積極的に取り組んでまいります。 

２．企業集団の状況

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

（３）中長期的な会社の経営戦略及び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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 468,521 354,064

受取手形及び売掛金 76,040 98,040

有価証券 170,042 70,114

たな卸資産 8,438 7,204

繰延税金資産 23,287 27,140

その他 94,321 90,611

貸倒引当金 △1,009 △1,293

流動資産合計 839,643 645,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,479,829 2,406,481

機械装置及び運搬具（純額） 157,445 155,873

工具、器具及び備品（純額） 117,012 112,160

土地 179,153 179,153

有形固定資産合計 2,933,439 2,853,669

無形固定資産   

電話加入権 1,147 1,147

ソフトウエア 35,020 29,070

無形固定資産合計 36,168 30,218

投資その他の資産   

投資有価証券 258,707 291,450

差入保証金 600,985 613,918

長期前払費用 3,574 1,836

繰延税金資産 32,999 28,441

投資その他の資産合計 896,266 935,646

固定資産合計 3,865,874 3,819,534

資産合計 4,705,517 4,465,417
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 237,326 241,106

1年内返済予定の長期借入金 192,058 156,204

リース債務 19,147 13,250

未払金 2,211 2,455

未払法人税等 2,276 2,120

未払消費税等 6,360 2,426

未払費用 44,631 52,443

賞与引当金 13,800 13,388

その他 30,553 27,321

流動負債合計 548,365 510,716

固定負債   

長期借入金 612,680 498,140

リース債務 17,812 15,085

役員退職慰労引当金 99,023 107,020

退職給付引当金 52,676 53,470

資産除去債務 48,434 49,473

受入保証金 281,436 265,044

繰延税金負債 － 11

固定負債合計 1,112,062 988,246

負債合計 1,660,427 1,498,963

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 2,656,845

自己株式 △10,263 △10,428

株主資本合計 3,020,883 2,916,430

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 50,024

その他の包括利益累計額合計 24,205 50,024

純資産合計 3,045,089 2,966,454

負債純資産合計 4,705,517 4,465,417
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 3,316,237 3,152,053

売上原価 1,545,997 1,468,021

売上総利益 1,770,240 1,684,032

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 52,745 51,209

貸倒引当金繰入額 － 758

人件費 581,061 576,925

賞与引当金繰入額 13,800 13,388

役員退職慰労引当金繰入額 9,108 9,297

退職給付費用 6,005 8,356

減価償却費 227,663 224,954

地代家賃 389,590 387,694

水道光熱費 176,532 175,191

修繕費 3,926 5,346

その他 316,143 283,815

販売費及び一般管理費合計 1,776,577 1,736,938

営業損失（△） △6,337 △52,905

営業外収益   

受取利息 512 493

受取配当金 5,936 6,213

協賛金収入 1,309 95

その他 3,902 9,595

営業外収益合計 11,660 16,397

営業外費用   

支払利息 16,294 12,652

その他 3,447 3,826

営業外費用合計 19,741 16,478

経常損失（△） △14,419 △52,987

特別利益   

貸倒引当金戻入額 657 －

資産除去債務履行差額 － 29

特別利益合計 657 29

特別損失   

固定資産除却損 557 23,862

固定資産売却損 － 313

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,746 －

投資有価証券評価損 1,360 3,935

特別損失合計 12,663 28,111

税金等調整前当期純損失（△） △26,425 △81,069

法人税、住民税及び事業税 974 1,029

法人税等調整額 39,001 △10,143

法人税等合計 39,975 △9,114

少数株主損益調整前当期純利益 △66,401 △71,954

当期純損失（△） △66,401 △71,954
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 △66,401 △71,954

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,400 25,818

その他の包括利益合計 △19,400 25,818

包括利益 △85,801 △46,136

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △85,801 △46,136
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 270,000 270,000

当期末残高 270,000 270,000

資本剰余金   

当期首残高 13 13

当期末残高 13 13

利益剰余金   

当期首残高 2,859,870 2,761,133

当期変動額   

剰余金の配当 △32,335 △32,333

当期純損失（△） △66,401 △71,954

当期変動額合計 △98,737 △104,288

当期末残高 2,761,133 2,656,845

自己株式   

当期首残高 △9,826 △10,263

当期変動額   

自己株式の取得 △437 △165

当期変動額合計 △437 △165

当期末残高 △10,263 △10,428

株主資本合計   

当期首残高 3,120,058 3,020,883

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △32,335 △32,333

当期純損失（△） △66,401 △71,954

自己株式の取得 △437 △165

当期変動額合計 △99,174 △104,453

当期末残高 3,020,883 2,916,430
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 43,605 24,205

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,400 25,818

当期変動額合計 △19,400 25,818

当期末残高 24,205 50,024

その他の包括利益累計額   

当期首残高 43,605 24,205

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,400 25,818

当期変動額合計 △19,400 25,818

当期末残高 24,205 50,024

純資産   

当期首残高 3,163,664 3,045,089

当期変動額   

剰余金の配当 △32,335 △32,333

当期純損失（△） △66,401 △71,954

自己株式の取得 △437 △165

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,400 25,818

当期変動額合計 △118,574 △78,634

当期末残高 3,045,089 2,966,454
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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損失（△） △26,425 △81,069

減価償却費 250,072 247,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） △657 284

賞与引当金の増減額（△は減少） 250 △412

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,569 794

受取利息及び受取配当金 △6,448 △6,706

支払利息 16,294 12,652

有形固定資産売却損益（△は益） － 313

有形固定資産除却損 557 22,288

投資有価証券評価損益（△は益） 1,360 3,935

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,746 －

資産除去債務履行差額 － △29

売上債権の増減額（△は増加） △935 △22,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,016 1,233

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,681 3,299

差入保証金の増減額（△は増加） 61,077 △12,933

長期前払費用の増減額（△は増加） △1,403 1,737

仕入債務の増減額（△は減少） △36,704 3,780

未払金の増減額（△は減少） △1,378 84

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,723 △3,934

未払費用の増減額（△は減少） △9,686 7,812

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,292 △3,442

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,108 7,997

預り保証金の増減額（△は減少） △16,392 △16,392

小計 206,292 166,684

利息及び配当金の受取額 6,448 6,706

利息の支払額 △16,294 △12,652

法人税等の支払額 △1,018 △974

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,428 159,765

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △39,463 △169,224

無形固定資産の取得による支出 △8,033 △3,183

事業譲渡による収入 30,794 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,702 △172,307
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 － 50,000

リース債務の返済による支出 △17,107 △18,951

借入金の返済による支出 △317,006 △200,394

配当金の支払額 △32,335 △32,333

自己株式の取得による支出 △437 △165

財務活動によるキャッシュ・フロー △366,886 △201,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188,160 △214,385

現金及び現金同等物の期首残高 720,724 532,564

現金及び現金同等物の期末残高 532,564 318,178
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該当事項はありません。 

  

  連結子会社     １社 

   中日本商事株式会社 

  非連結子会社    なし 

  

  持分法を適用した関連会社      １社 

   ミッドランドスクエアシネマ共同事業体 

  持分法を適用していない非連結子会社  なし 

  

  連結決算日と連結子会社の決算日は同一であります。 

  

有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの  決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

 （評価差額は全部資本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 

たな卸資産 

 評価基準は、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

  親会社   終仕入原価法 

  連結子会社 終仕入原価法 

ａ．有形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 

  耐用年数等は法人税法の減価償却の方法と同一の基準によっております。 

ｂ．無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 

  耐用年数等は法人税法の減価償却の方法と同一の基準によっております。 

ｃ．リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算出する方法を採用しております。 

なお、平成20年3月31日以前に契約を行った所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  

なお、上記以外の項目は、 近の有価証券報告書(平成23年6月27日提出)における記載から重要な

変更がないため、開示を省略しております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１ 連結の範囲に関する事項

２ 持分法の適用に関する事項

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

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

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
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当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を

適用しております。 

  

  

  

 
  

 

 

該当事項はありません。 

 
  

 
  

（７）追加情報

（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） （当連結会計年度）

１．有形固定資産の減価償却累計額 1,242,579千円 1,448,286千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 540,000 ― ― 540,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,046 54 ― 1,100

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成22年６月24日 
定時株主総会

普通株式 16,168 30 平成22年３月31日 平成22年６月25日

平成22年11月11日 
取締役会

普通株式 16,167 30 平成22年９月30日 平成22年12月２日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 16,167 30 平成23年3月31日 平成23年6月27日
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 540,000 ― ― 540,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,100 26 ― 1,126

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成23年６月24日 
定時株主総会

普通株式 16,167 30 平成23年３月31日 平成23年６月27日

平成23年11月11日 
取締役会

普通株式 16,167 30 平成23年９月30日 平成23年12月２日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 16,166 30 平成24年3月31日 平成24年6月27日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．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金額との関係

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

現金及び預金勘定 468,521千円 354,064千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △106,000千円 △106,000千円

有価証券 170,042千円 70,114千円

現金及び現金同等物 532,564千円 318,178千円
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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あ

ります。 

当社は、取り扱う製品・サービス別に部門を分け、それぞれが包括的な総合戦略を立案し、事業活動

を展開しております。したがって、当社は部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成さ

れており、「シネマ事業」「リラクゼーション事業」「アド事業」の3つを報告セグメントとしており

ます。 

「シネマ事業」は、映画館の運営と不動産賃貸をしております。「リラクゼーション事業」は、スー

パー銭湯と飲食店を運営しております。「アド事業」は、看板の製作と広告代理店等を行っておりま

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礎となる重要な事

項」における記載と同一であります。 

  

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 

  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

(単位：千円) 

 
(注) １．調整額は、以下のとおりである。 

（１）セグメント利益又は損失（△）の調整額15,195千円は、主にセグメント間取引消去額である。 

（２）セグメント資産の調整額△626,747千円は、主にセグメント間取引消去額である。 

（３）減価償却費の調整額△1,995千円は、主にセグメント間取引消去額である。 

２．セグメント利益又は損失（△）の合計額は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

報告セグメント

調整額
連結財務諸表

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 2,359,399 817,022 139,815 3,316,237 ― 3,316,237

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

191,699 460 2,165 194,325 △194,325 ―

計 2,551,098 817,482 141,980 3,510,562 △194,325 3,316,237

セグメント利益又は損失
（△）

4,167 △4,198 △21,502 △21,533 15,195 △6,337

セグメント資産 5,131,974 134,362 65,927 5,332,264 △626,747 4,705,517

その他の項目

  減価償却費 240,852 8,987 2,228 252,068 △1,995 250,072

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

90,750 10,429 2,980 104,160 ― 104,160
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：千円) 

 
(注) １．調整額は、以下のとおりである。 

（１）セグメント利益又は損失（△）の調整額15,407千円は、主にセグメント間取引消去額である。 

（２）セグメント資産の調整額△673,460千円は、主にセグメント間取引消去額である。 

（３）減価償却費の調整額△1,807千円は、主にセグメント間取引消去額である。 

２．セグメント利益又は損失（△）の合計額は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。 

  

４ 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。 

前連結会計年度の報告セグメントごとの売上高及びセグメント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。 

  

報告セグメント

調整額
連結財務諸表

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 2,150,250 805,701 196,101 3,152,053 ― 3,152,053

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

196,576 541 1,639 198,757 △198,757 ―

計 2,346,826 806,243 197,741 3,350,811 △198,757 3,152,053

セグメント利益又は損失
（△）

△27,346 △41,263 296 △68,313 15,407 △52,905

セグメント資産 4,902,004 164,783 72,090 5,138,878 △673,460 4,465,417

その他の項目

  減価償却費 236,466 10,488 2,245 249,199 △1,807 247,392

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

138,075 42,976 2,092 183,145 ― 183,145
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(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２．算定上の基礎は以下のとおりであります。 

（１）１株当たり純資産額 

 
（２）１株当たり当期純利益の算定基礎 

 
  

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自平成２３年 ４月 １日 至平成２４年 ３月３１日） 

該当事項はありません。 

  

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信にお

ける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(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
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 5,650.56円 5,504.91円

１株当たり当期純損失（△）金額 △123.21円 △133.52円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

― 円 ― 円

項  目
前連結会計年度末   
(平成23年3月31日)

当連結会計年度末   
(平成24年3月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,045,089 2,966,454

普通株式に係る純資産額(千円) 3,045,089 2,966,454

普通株式の発行済株式数(株) 540,000 540,000

普通株式の自己株式数(株) 1,100 1,126

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 538,900 538,874

項  目
前連結会計年度   

(平成23年3月31日)
当連結会計年度

(平成24年3月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △66,401 △71,954

普通株主に係る当期純損失（△）(千円) △66,401 △71,954

普通株式の期中平均株式数（株） 538,904 538,884

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 399,343 295,607

売掛金 54,672 61,009

有価証券 170,042 70,114

商品及び製品 5,306 3,434

前払費用 25,258 23,933

預け金 62,407 56,677

繰延税金資産 19,554 15,817

その他 1,195 1,332

貸倒引当金 △346 △351

流動資産合計 737,434 527,575

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,331,769 2,271,641

構築物（純額） 113,211 101,402

機械装置及び運搬具（純額） 146,364 131,619

工具、器具及び備品（純額） 96,023 91,857

土地 669,168 669,168

有形固定資産合計 3,356,538 3,265,690

無形固定資産   

電話加入権 861 861

ソフトウエア 35,020 17,979

無形固定資産合計 35,881 18,840

投資その他の資産   

投資有価証券 258,587 291,298

関係会社株式 45,000 45,000

関係会社長期貸付金 85,000 135,000

差入保証金 577,463 589,303

長期前払費用 3,574 1,695

繰延税金資産 33,344 28,951

貸倒引当金 △850 △1,350

投資その他の資産合計 1,002,119 1,089,898

固定資産合計 4,394,539 4,374,428

資産合計 5,131,974 4,902,004
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 212,550 206,706

1年内返済予定の長期借入金 192,058 156,204

リース債務 19,147 10,995

未払金 1,200 1,169

未払法人税等 1,742 1,547

未払消費税等 6,360 2,231

未払費用 29,858 33,917

従業員預り金 1,649 1,621

賞与引当金 8,500 8,088

その他 28,089 24,811

流動負債合計 501,156 447,291

固定負債   

長期借入金 612,680 498,140

リース債務 17,812 6,817

役員退職慰労引当金 96,760 104,108

退職給付引当金 43,587 42,434

資産除去債務 45,708 47,079

受入保証金 285,636 269,244

固定負債合計 1,102,183 967,823

負債合計 1,603,340 1,415,115

純資産の部   

株主資本   

資本金 270,000 270,000

資本剰余金   

資本準備金 13 13

資本剰余金合計 13 13

利益剰余金   

利益準備金 67,500 67,500

その他利益剰余金   

配当準備積立金 480,000 480,000

別途積立金 2,380,000 2,380,000

繰越利益剰余金 317,177 249,800

利益剰余金合計 3,244,677 3,177,300

自己株式 △10,263 △10,428

株主資本合計 3,504,427 3,436,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,205 50,003

評価・換算差額等合計 24,205 50,003

純資産合計 3,528,633 3,486,889

負債純資産合計 5,131,974 4,902,004
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,551,098 2,346,826

売上原価 1,380,761 1,263,579

売上総利益 1,170,337 1,083,246

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 47,184 40,571

役員報酬 60,600 60,600

給料及び手当 270,499 263,035

賞与引当金繰入額 8,500 8,088

役員退職慰労引当金繰入額 8,428 8,448

退職給付費用 3,694 5,959

法定福利及び厚生費 30,296 31,299

減価償却費 147,439 139,579

地代家賃 310,308 310,308

水道光熱費 57,454 56,158

修繕費 525 1,187

租税公課 18,831 16,449

賃借料 39,329 21,280

その他 163,078 147,627

販売費及び一般管理費合計 1,166,170 1,110,592

営業利益又は営業損失（△） 4,167 △27,346

営業外収益   

受取利息 2,359 2,475

有価証券利息 229 217

受取配当金 6,534 6,211

協賛金収入 1,100 －

雑収入 13,654 13,609

営業外収益合計 23,878 22,513

営業外費用   

支払利息 16,294 12,652

雑支出 3,202 3,360

営業外費用合計 19,496 16,013

経常利益又は経常損失（△） 8,548 △20,845

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,135 －

特別利益合計 1,135 －

特別損失   

固定資産除却損 45 12,524

投資有価証券評価損 1,234 3,935

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,101 －

特別損失合計 11,380 16,460

税引前当期純損失（△） △1,697 △37,305

法人税、住民税及び事業税 440 456

法人税等調整額 8,553 △2,718

法人税等合計 8,993 △2,262

当期純損失（△） △10,690 △35,043
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 270,000 270,000

当期末残高 270,000 270,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 13 13

当期末残高 13 13

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 67,500 67,500

当期末残高 67,500 67,500

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

当期首残高 480,000 480,000

当期末残高 480,000 480,000

別途積立金   

当期首残高 2,380,000 2,380,000

当期末残高 2,380,000 2,380,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 360,204 317,177

当期変動額   

剰余金の配当 △32,335 △32,333

当期純損失（△） △10,690 △35,043

当期変動額合計 △43,026 △67,377

当期末残高 317,177 249,800

利益剰余金合計   

当期首残高 3,287,704 3,244,677

当期変動額   

剰余金の配当 △32,335 △32,333

当期純損失（△） △10,690 △35,043

当期変動額合計 △43,026 △67,377

当期末残高 3,244,677 3,177,300

自己株式   

当期首残高 △9,826 △10,263

当期変動額   

自己株式の取得 △437 △165

当期変動額合計 △437 △165

当期末残高 △10,263 △10,428
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 3,547,891 3,504,427

当期変動額   

剰余金の配当 △32,335 △32,333

当期純損失（△） △10,690 △35,043

自己株式の取得 △437 △165

当期変動額合計 △43,463 △67,542

当期末残高 3,504,427 3,436,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 43,661 24,205

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,456 25,797

当期変動額合計 △19,456 25,797

当期末残高 24,205 50,003

評価・換算差額等合計   

当期首残高 43,661 24,205

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,456 25,797

当期変動額合計 △19,456 25,797

当期末残高 24,205 50,003

純資産   

当期首残高 3,591,553 3,528,633

当期変動額   

剰余金の配当 △32,335 △32,333

当期純損失（△） △10,690 △35,043

自己株式の取得 △437 △165

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,456 25,797

当期変動額合計 △62,920 △41,744

当期末残高 3,528,633 3,486,889
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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