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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 6,217 ― 330 ― 277 ― 118 ―
20年3月期第1四半期 5,217 △12.8 12 △95.1 △39 ― △43 ―

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

21年3月期第1四半期 1.50 ―
20年3月期第1四半期 △0.56 ―

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

21年3月期第1四半期 40,589 14,257 34.4 176.84
20年3月期 41,379 14,415 34.1 178.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,960百万円 20年3月期  14,096百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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2四半期連結累計期間 13,000 ― 350 ― 200 ― 100 ― 1.26
通期 27,000 8.0 1,200 △16.4 800 △31.0 700 34.8 8.81

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
・ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計 
 基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期 
 連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があ 
 ります。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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） 21年3月期第1四半期  80,130,000株 20年3月期  80,130,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,183,920株 20年3月期  1,182,736株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  78,946,476株 20年3月期第1四半期  78,951,691株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（以下「当四半期」といいます。）におけるわが国の経済は、原油

および原材料価格の高騰により企業収益は伸び悩み、物価も上昇基調になり個人消費意欲の減退

が懸念される等、景気の先行きは不透明な状況となりました。  

このような経済環境のもと当社グループは、中期三ヵ年経営計画「ＶＡＬＵＥ ＵＰ １０」に

基づき、収益の拡大に向けた積極的な営業活動を展開いたしました。  

その結果、当四半期の連結業績は、不動産流動化事業において大型物件の販売を実現したこと

等により、売上高6,217百万円（前年同期比19.2％増)、営業利益330百万円（前年同期比

2,642.2％増)、経常利益277百万円（前年同期比316百万円の増益)、四半期純利益118百万円（前

年同期比162百万円の増益）となりました。  

 

事業の種類別セグメントの業績概況は以下のとおりであります。  

 

＜映像関連事業＞  

（映画興行事業）  

映画興行事業は、ロードショー系映画館では公開作品の不振と本年２月における「厚木テアト

ルシネパーク」の閉館等により売上高が減少しましたが、単館系映画館では『山桜』『実録・連

合赤軍 あさま山荘への道程』『劇場版 空の境界 第三章、第四章』『ラフマニノフ ある愛

の調べ』等のヒット作品がありましたので、全体としては前年同期の売上高を上回りました。  

（映画の配給・買付・製作事業）  

映画の配給・買付・製作事業は、前年度に大ヒットした『人のセックスを笑うな』の配給収入

および関連商品収入が計上されましたので、前年同期の売上高を大幅に上回りました。  

（広告事業）  

広告事業は、大口クライアントからの受注減少等により、前年同期の売上高を下回りました。  

   

以上の結果、映像関連事業の売上高は774百万円（前年同期比4.9％増)、営業損失は110百万円

（前年同期比11百万円の改善）となりました。  

 

＜ホテル飲食関連事業＞  

（ホテル事業）  

スモールラグジュアリーホテル「ホテル西洋 銀座」は、宿泊部門は外資系企業の利用率が低

下し、料飲部門は個人客が減少しましたので、前年同期の売上高を下回りました。  

ビジネスホテル「池袋ホテルテアトル」は、客室稼働率は若干低下しましたが、客室単価が上

昇したこと等により、前年同期の売上高を上回りました。  

ホテルの家具・什器等の購買代行事業は、前年同期の売上高を下回りました。  

（飲食事業） 

焼鳥専門店チェーン「串鳥」は、前年度に出店した「仙台本町店」が当四半期を通して稼働し

たこと等により、前年同期の売上高を上回りました。  

キャバレー事業は、来店客数の減少により前年同期の売上高を下回りました。  

当社直営の都内飲食店３店舗は、団体・パーティー客を順調に獲得することができましたので、

前年同期の売上高を上回りました。  

 

以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は2,009百万円（前年同期比3.0％減)、営業利益は

21百万円（前年同期比57.1％減）となりました。 
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＜不動産関連事業＞  

（アセットマネジメント事業）  

アセットマネジメント事業（不動産等の所有・運用・証券化）は、所有物件がほぼ100％稼働

しましたので、前年同期並の売上高を確保しました。  

（プロパティマネジメント事業） 

プロパティマネジメント事業（不動産の転貸・管理受託）は、マンションの管理受託が拡大し

ましたが、賃貸商業施設の空き区画へのテナント誘致が遅れたこと等により、前年同期の売上高

を下回りました。  

（不動産流動化事業）  

不動産流動化事業（不動産の再生販売・仲介）は、不動産業界全体の景況感が悪化してきてお

りますが、当四半期においては大型物件の販売を実施することができましたので、前年同期の売

上高を大幅に上回りました。  

リニューアルマンション事業は、順調に取引が拡大し、前年同期の売上高を上回りました。  

（サービサー事業）  

サービサー事業（特定金銭債権の管理・回収）は、前年同期は事業発足の準備期間にあたりま

したので、前年同期の売上高を上回りました。  

 

以上の結果、不動産関連事業の売上高は3,047万円（前年同期比55.7％増)、営業利益は686百

万円（前年同期比99.1％増）となりました。  

 

＜小売レジャー関連事業＞  

（小売事業） 

小売事業は、カジュアルウェアショップ事業の不振が続いたこと、前年度に非効率店舗を撤退

したこと等により、前年同期の売上高を下回りました。  

（レジャーホテル事業）  

レジャーホテル事業は、依然厳しい競合環境にありますが、前年同期に店舗の改装工事に伴う

休業期間がありましたので、前年同期の売上高を上回りました。  

 

以上の結果、小売レジャー関連事業の売上高は385百万円（前年同期比14.2％減)、営業損失は

22百万円（前年同期比5百万円の減益）となりました。  

 

＜事業セグメント別売上高＞ 

事業の種類別セグメントの名称 売 上 高 構 成 比 前年同期比増減 

 百万円 ％ ％

 映像関連事業 774 12.5 4.9 

 ホテル飲食関連事業 2,009 32.3 △3.0 

 不動産関連事業 3,047 49.0 55.7 

 小売レジャー関連事業 385 6.2 △14.2 

合    計 6,217 100.0 19.2 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

流動資産は、配当金及び税金等の支出による現金及び預金の減少等により前年度末と比較し、

687百万円減少し10,326百万円となりました。 

 固定資産は、保有有価証券の時価評価額の増加及び株式の取得により投資有価証券が増加しま

したが、有形・無形固定資産の償却及び差入保証金の約定返還等により前年度末と比較し、102

百万円減少し30,262百万円となりました。 

 以上の結果、当四半期における資産の部は、前年度末と比較し790百万円減少し40,589百万円

となりました。 

（負債の部） 

 負債の部は、有利子負債の減少及び税金等の支払により前年度末と比較し、631百万円減少し

26,332百万円となりました。 

（純資産の部） 

 純資産の部は、四半期純利益の計上による増加がありましたが、配当金の支払等により前年度

末と比較し、158百万円減少し14,257百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当四半期において連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、配当金

及び税金等の支払を行った結果、前年度末と比較し、772百万円減少し、1,918百万円となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期末の営業活動による資金収支は△85百万円となりました。これは税金等調整前四半期

純利益270百万円に減価償却費171百万円を加え、借入金利息の支払103百万円及び法人税等の支

払404百万円等の支出が発生したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期末の投資活動による資金収支は△299百万円となりました。これは投資有価証券の取

得、定期預金の預入、短期貸付金の増加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） 

当四半期末の財務活動による資金収支は△330百万円となりました。これは銀行借入の減少及

び配当金の支出によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成20年５月13日の決算発表

時に公表した業績予想からの変更はありません。 

なお、上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであり、実際の

業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

当四半期末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準

第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を当四半期から適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月5日 企業会計基準第

９号）を当四半期から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益が19,502千円それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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５ 【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,001,373 2,690,655 

受取手形及び売掛金 828,861 906,113 

商品 585,486 551,198 

販売用不動産 4,613,174 4,656,859 

貯蔵品 35,226 32,052 

短期貸付金 699,969 633,219 

繰延税金資産 70,671 153,140 

その他 1,494,506 1,394,344 

貸倒引当金 △2,330 △2,757 

流動資産合計 10,326,940 11,014,827 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,935,744 9,064,875 

機械装置及び運搬具（純額） 205,850 223,107 

工具、器具及び備品（純額） 458,580 468,491 

土地 14,022,624 14,022,624 

建設仮勘定 47,205 32,661 

有形固定資産合計 23,670,005 23,811,759 

無形固定資産   

借地権 412,677 421,361 

ソフトウエア 76,065 83,825 

のれん 23,323 25,713 

その他 28,842 29,470 

無形固定資産合計 540,908 560,370 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,485,628 2,297,771 

長期貸付金 570 1,999 

差入保証金 3,235,447 3,284,030 

繰延税金資産 3,526 48,694 

その他 341,135 370,272 

貸倒引当金 △14,264 △9,802 

投資その他の資産合計 6,052,043 5,992,966 

固定資産合計 30,262,957 30,365,097 

資産合計 40,589,897 41,379,924 
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(単位：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 843,922 895,839 

短期借入金 4,404,800 3,415,100 

1年内返済予定の長期借入金 3,555,973 3,908,472 

1年内償還予定の社債 260,000 260,000 

未払金 686,397 647,637 

未払法人税等 79,357 426,260 

繰延税金負債 8,443 8,430 

賞与引当金 122,946 219,601 

その他 1,050,643 1,058,548 

流動負債合計 11,012,483 10,839,889 

固定負債   

社債 1,310,000 1,310,000 

長期借入金 8,414,924 9,144,801 

長期未払金 134,879 146,541 

長期預り保証金 2,246,759 2,288,532 

繰延税金負債 221,316 222,409 

再評価に係る繰延税金負債 2,153,751 2,153,751 

退職給付引当金 600,954 589,290 

役員退職慰労引当金 237,642 269,192 

固定負債合計 15,320,228 16,124,518 

負債合計 26,332,712 26,964,408 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,552,640 4,552,640 

資本剰余金 3,737,647 3,737,647 

利益剰余金 3,677,073 3,795,498 

自己株式 △235,689 △235,462 

株主資本合計 11,731,671 11,850,323 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 446,824 395,996 

土地再評価差額金 2,643,072 2,643,072 

為替換算調整勘定 △860,630 △793,138 

評価・換算差額等合計 2,229,266 2,245,931 

少数株主持分 296,246 319,261 

純資産合計 14,257,185 14,415,515 

負債純資産合計 40,589,897 41,379,924 
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(2) 【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）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日） 

売上高 6,217,304 

売上原価 4,262,348 

売上総利益 1,954,956 

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 38,454 

役員報酬 96,340 

人件費 778,549 

賞与引当金繰入額 86,270 

退職給付費用 23,985 

水道光熱費 46,992 

賃借料 106,888 

その他 446,706 

販売費及び一般管理費合計 1,624,187 

営業利益 330,769 

営業外収益  

受取利息 7,430 

受取配当金 23,328 

匿名組合投資利益 8,889 

保険解約返戻金 18,789 

その他 5,779 

営業外収益合計 64,218 

営業外費用  

支払利息 106,534 

その他 11,430 

営業外費用合計 117,965 

経常利益 277,021 

特別利益  

受取解約違約金 1,080 

特別利益合計 1,080 

特別損失  

固定資産除却損 2,047 

貸倒引当金繰入額 4,464 

解約違約金 1,580 

特別損失合計 8,091 

税金等調整前四半期純利益 270,010 

法人税、住民税及び事業税 61,868 

法人税等調整額 86,399 

法人税等合計 148,267 

少数株主利益 3,326 

四半期純利益 118,416 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 270,010 

減価償却費 171,295 

のれん償却額 2,390 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,034 

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,655 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,663 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,550 

受取利息 △7,430 

受取配当金 △23,328 

支払利息 106,534 

固定資産除却損 1,673 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,223 

売上債権の増減額（△は増加） 77,252 

仕入債務の増減額（△は減少） △51,916 

営業貸付金の増減額（△は増加） 33,319 

その他の資産の増減額（△は増加） △30,897 

その他の負債の増減額（△は減少） △51,594 

小計 391,024 

利息及び配当金の受取額 30,759 

利息の支払額 △103,060 

法人税等の支払額 △404,472 

営業活動によるキャッシュ・フロー △85,749 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △98,100 

投資有価証券の売却による収入 2,873 

短期貸付金の増減額（△は増加） △100,070 

長期貸付金の回収による収入 1,429 

有形固定資産の取得による支出 △15,114 

無形固定資産の取得による支出 △7,625 

定期預金の預入による支出 △83,211 

投資活動によるキャッシュ・フロー △299,818 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 989,700 

長期借入金の返済による支出 △1,082,376 

自己株式の取得による支出 △226 

配当金の支払額 △237,228 

財務活動によるキャッシュ・フロー △330,130 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,794 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △772,493 

現金及び現金同等物の期首残高 2,690,655 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,918,162 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３年14

日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

映像関連事
業 

(千円) 

ホテル飲食
関連事業 

(千円) 

不動産関連
事業 

(千円) 

小売レジャ
ー関連事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高        

(1)外部顧客に対する売
上高 

774,331 2,009,977 3,047,991 385,004 6,217,304 － 6,217,304 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,372 826 284,335 29 288,564 （288,564） － 

計 777,704 2,010,804 3,332,326 385,033 6,505,869 （288,564） 6,217,304 

営業利益又は営業損失(△) △110,981 21,592 686,487 △22,699 574,399 （243,630） 330,769 

(注)１ 事業区分は事業の内容及び類似性を考慮し決定しております。 
各事業区分の主要な事業内容 
(1) 映像関連……………映画の興行・配給・買付・製作、試写室の経営、総合広告サービス、映画の宣伝、

イベント企画 
(2) ホテル飲食関連……スモールラグジュアリーホテル・ビジネスホテルの経営、ホテル・レストランの家

具・什器等の購買代行、飲食店・キャバレーの経営 
(3) 不動産関連…………不動産等の所有・運用・証券化、不動産の転貸、マンションの管理、施設管理、不

動産の販売、不動産の仲介、住宅等の建築・リフォーム、特定金銭債権の管理・回
収 

(4) 小売レジャー関連…雑貨・衣料の販売、レジャーホテルの経営 
２ 【定性的情報・財務諸表等】４．その他に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、当社及び国内
連結子会社の棚卸資産の評価方法を原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計期間における「不動産関連事業」の営業利
益は、19,502千円減少しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

在外子会社の売上高の金額は全セグメントの合計額の10％未満であるため、所在地別セグメント
情報の記載は省略しております。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高の合計は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 
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［参考資料］ 

(1) 前第１四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

(単位:千円) 

科目 金額 

売上高  5,217,213

売上原価  3,611,842

 売上総利益  1,605,370

販売費及び一般管理費  

 広告宣伝費  45,274

 役員報酬  101,876

 人件費  752,509

 賞与引当金繰入額  84,408

 退職給付費用  18,108

 水道光熱費  46,239

 賃借料  100,392

 その他  444,499

 販売費及び一般管理費合計  1,593,308

 営業利益  12,062

営業外収益  

 受取利息  5,496

 受取配当金  21,679

 その他  23,202

 営業外収益合計  50,379

営業外費用  

 支払利息  100,111

 その他  2,015

 営業外費用合計  102,127

 経常損失  39,685

特別損失  

 固定資産除却損  23

 特別損失合計  23

 税金等調整前四半期純損失  39,709

 法人税、住民税及び事業税  21,169

 法人税等調整額  △22,028

 少数株主利益  5,072

 四半期純損失  43,923
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(2) 前第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

(単位:千円) 
科目 金額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純損失 39,709

 減価償却費 168,114

 のれん償却額 2,424

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △991

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,453

 退職給付引当金の増減額(△は減少） 9,344

 役員退職慰労引当金の増減額 

 （△は減少）  
△51,150

 受取利息 △5,496

 受取配当金 △21,679

 支払利息 100,111

 固定資産除却損 23

 たな卸資産の増減額（△は増加） 7,375

 売上債権の増減額（△は増加） 88,467

 仕入債務の増減額（△は減少） △84,733

 営業貸付金の増減額（△は増加） 72,934

 その他の資産の増減額（△は増加） △6,406

 その他の負債の増減額（△は減少） 164,431

  小計 405,513

 利息及び配当金の受取額 27,176

 利息の支払額 △95,809

 法人税等の支払額 △518,314

 営業活動によるキャッシュ・フロー △181,433

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資有価証券の取得による支出 △99,946

 投資有価証券の売却による収入 200

 短期貸付金の増減額（△は増加） △99,940

 長期貸付金の回収による収入 229

 有形固定資産の取得による支出 △471,643

 無形固定資産の取得による支出 △21,699

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出 
△27,767

 投資活動によるキャッシュ・フロー △720,567

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少） 1,543,623

 長期借入金の返済による支出 △983,618

 自己株式の取得による支出 △77

 配当金の支払額 △236,251

 少数株主への配当金の支払額 △3,124

 財務活動によるキャッシュ・フロー 320,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △581,449

現金及び現金同等物の期首残高 3,260,931

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,679,482
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(3) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 
映像関連 
事業 

（千円） 

ホテル飲食
関連事業
（千円）

不動産関連
事業 

（千円）

小売ﾚｼﾞｬｰ
関連事業
（千円）

計 
（千円）

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売
上高 

738,355 2,072,710 1,957,461 448,685 5,217,213 － 5,217,213

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

6,337 3,204 254,682 － 264,224 (264,224) －

計 744,692 2,075,915 2,212,144 448,685 5,481,437 (264,224) 5,217,213

営業利益又は営業損失
（△） 

△122,324 50,355 344,847 △17,426 255,451 (243,389) 12,062

(注)１ 事業区分は事業の内容及び類似性を考慮し決定しております。 

各事業区分の主要な事業内容 

(1) 映像関連………………映画の興行・配給・買付・製作、試写室の経営、総合広告サービス、映画の宣伝、

イベント企画 

(2) ホテル飲食関連………スモールラグジュアリーホテル・ビジネスホテルの経営、ホテル・レストランの

家具・什器等の購買代行、飲食店・キャバレーの経営 

(3) 不動産関連……………不動産等の所有・運用・証券化、不動産の転貸、マンションの管理、施設管理、

不動産の販売、不動産の仲介、住宅等の建築・リフォーム、特定金銭債権の管

理・回収 

(4) 小売レジャー関連……雑貨・衣料の販売、レジャーホテルの経営 
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