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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 11,982 ― 382 ― 241 ― 98 ―
20年3月期第2四半期 11,709 △3.5 327 △51.6 195 △62.4 8 △97.5

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2四半期 1.24 ―
20年3月期第2四半期 0.11 ―

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2四半期 41,118 14,101 33.5 174.70
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2四半期  13,791百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、５ページ【定性的情報】 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2四半期  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2四半期  1,184,832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2四半期  78,946,045株 20年3月期第2四半期  79,379,852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 

※定性的情報の前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

 

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国の経済は、世

界的な金融市場の混乱や原油および原材料価格の高騰により企業収益が悪化し、物価の上昇等により

個人消費意欲が減退する等、景気の減速感が一段と増してまいりました。 

 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、収益の安定的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、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高11,982百万円（前年同期比2.3％増)、

営業利益382百万円（前年同期比16.7％増)、経常利益241百万円（前年同期比23.7％増)、四半期純利

益98百万円（前年同期比1,034.5％増）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、単館系映画館では『劇場版 空の境界 第四章、第五章』『山桜』『百万円と苦虫

女』、ロードショー館では『崖の上のポニョ』『デトロイト・メタル・シティ』等のヒット作品があ

りましたので、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、『人のセックスを笑うな』『山桜』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1,759百万円（前年同期比9.1％増)となりましたが、広告事業

の利益率が低下したため営業損失138百万円（前年同期比16百万円の減益）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、前年に出店した「仙台本町店」が当第２四半期連結累計期間を通
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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。また、９月３日に「串鳥番外地 東急

プラザ店」が開店いたしました。 

 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が、「メ

ンバーズギルド」の改装に伴う休業期間がありましたので、前年同期の売上高を下回りました。 

 

 以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は3,997百万円（前年同期比3.4％減)、営業損失は０百万

円（前年同期比79百万円の減益）となりました。 

 

＜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、賃貸商業施設のテナント誘致が競合激化により進まなかったこと等により、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、不動産市況の悪化により販売が減少したため、

前年同期の売上高を下回りました。  

 リニューアルマンション事業は、好調な中古マンション市場に支えられ堅調に仕入、販売を拡大で

きたことにより、前年同期の売上高を大幅に上回りました。 

（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、大型債権を獲得するとともに回収がほぼ順調に

進みましたので、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5,447百万円（前年同期比7.4％増)、営業利益は1,028百万

円（前年同期比11.0％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、ほぼ前年同期並の売上高となりました。 

 

 以上の結果、小売レジャー関連事業の売上高は777百万円（前年同期比12.3％減)、営業損失は45百
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万円（前年同期比14百万円の減益）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 1,759 14.7 9.1 

 ホテル飲食関連事業 3,997 33.3 △3.4 

 不動産関連事業 5,447 45.5 7.4 

 小売レジャー関連事業 777 6.5 △12.3 

合    計 11,982 100.0 2.3 

 

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、販売用不動産（リニューアルマンション事業等）およびその他の資産（サービサー事

業に伴い取得した特定金銭債権等）の増加がありましたが、税金等の支出による現金及び預金の減少

およびパートナー事業における貸付金の減少等により前連結会計年度末と比較し、32百万円減少し

10,982百万円となりました。 

 固定資産は、「串鳥番外地 東急プラザ店」の出店等による増加がありましたが、減価償却費の計上、

保有有価証券の時価評価額の減少および差入保証金の約定返還等により前連結会計年度末と比較し、

228百万円減少し30,136百万円となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末おける資産の部は、前連結会計年度末と比較し、261百万

円減少し41,118百万円となりました。 

（負債の部） 

 負債の部は、映画フィルム料および税金等の支払がありましたが、有利子負債の増加により前連結

会計年度末と比較し、52百万円増加し27,017百万円となりました。 

（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、配当金の支払および保有有価証券

の時価評価額の減少等により前連結会計年度末と比較し、314百万円減少し14,101百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における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、法人税等の支払や設備投資等を行ったことにより633百万円減少し、2,056百万円となりま

した。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の営業活動による資金収支は△757百万円となりました。これは販売用不

動産（リニューアルマンション事業等）、その他の資産（サービサー事業に伴い取得した特定金銭債

権等）の取得および法人税等の支払を行ったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の投資活動による資金収支は△424百万円となりました。これは投資有価
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証券の取得および「串鳥番外地 東急プラザ店」の出店等による有形固定資産の取得を行ったことによ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金収支は569百万円となりました。これは配当金の支

払がありましたが、銀行借入の増加が発生したことによります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成20年８月12日発表の「平成21年３月期 第１四半期決算短信」

の業績予想から変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

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 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

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、収益性の低下が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。 

 

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）を第１四半期連結会計期間から適用し、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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が38,708千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。 

 

③ 法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、

法定耐用年数及び資産区分が見直されました。これにより、当社の機械装置については、従来耐

用年数を５～17年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より８～11年に変更しておりま

す。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が4,459千円それぞれ増加しております。 

 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２四半期 
連結会計期間末 

（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,135,313 2,690,655 

受取手形及び売掛金 961,573 906,113 

商品 535,023 551,198 

販売用不動産 5,051,411 4,656,859 

貯蔵品 31,859 32,052 

短期貸付金 493,860 633,219 

繰延税金資産 149,053 153,140 

その他 1,635,204 1,394,344 

貸倒引当金 △11,042 △2,757 

流動資産合計 10,982,258 11,014,827 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,950,858 9,064,875 

機械装置及び運搬具（純額） 214,201 223,107 

工具、器具及び備品（純額） 474,185 468,491 

土地 14,022,624 14,022,624 

建設仮勘定 116,196 32,661 

有形固定資産合計 23,778,066 23,811,759 

無形固定資産   

借地権 414,413 421,361 

ソフトウエア 69,584 83,825 

のれん 20,933 25,713 

その他 28,488 29,470 

無形固定資産合計 533,419 560,370 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,181,042 2,297,771 

長期貸付金 2,450 1,999 

差入保証金 3,215,533 3,284,030 

繰延税金資産 70,139 48,694 

その他 371,896 370,272 

貸倒引当金 △16,283 △9,802 

投資その他の資産合計 5,824,777 5,992,966 

固定資産合計 30,136,262 30,365,097 

資産合計 41,118,521 41,379,924 
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(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（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 745,065 895,839 

短期借入金 3,923,584 3,415,100 

1年内返済予定の長期借入金 4,355,613 3,908,472 

1年内償還予定の社債 260,000 260,000 

未払金 580,260 647,637 

未払法人税等 57,502 426,260 

繰延税金負債 3,823 8,430 

賞与引当金 197,278 219,601 

その他 1,077,948 1,058,548 

流動負債合計 11,201,077 10,839,889 

固定負債   

社債 1,180,000 1,310,000 

長期借入金 9,142,287 9,144,801 

長期未払金 124,438 146,541 

長期預り保証金 2,241,171 2,288,532 

繰延税金負債 219,306 222,409 

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 585,456 589,290 

役員退職慰労引当金 169,591 269,192 

固定負債合計 15,816,002 16,124,518 

負債合計 27,017,079 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 3,656,610 3,795,498 

自己株式 △235,871 △235,462 

株主資本合計 11,711,026 11,850,323 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 254,518 395,996 

土地再評価差額金 2,643,072 2,643,072 

為替換算調整勘定 △817,217 △793,138 

評価・換算差額等合計 2,080,373 2,245,931 

少数株主持分 310,042 319,261 

純資産合計 14,101,441 14,415,515 

負債純資産合計 41,118,521 41,379,924 
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(2) 【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）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日） 

売上高 11,982,042 

売上原価 8,353,979 

売上総利益 3,628,062 

販売費及び一般管理費  

役員報酬 181,195 

人件費 1,652,991 

賞与引当金繰入額 82,642 

退職給付費用 48,756 

賃借料 217,278 

その他 1,063,046 

販売費及び一般管理費合計 3,245,910 

営業利益 382,151 

営業外収益  

受取利息 16,263 

受取配当金 23,959 

匿名組合投資利益 16,175 

保険解約返戻金 18,789 

その他 16,998 

営業外収益合計 92,187 

営業外費用  

支払利息 218,032 

その他 14,919 

営業外費用合計 232,951 

経常利益 241,387 

特別利益  

受取解約違約金 1,840 

特別利益合計 1,840 

特別損失  

固定資産売却損 19,860 

固定資産除却損 9,438 

投資有価証券評価損 7,626 

貸倒引当金繰入額 5,378 

解約違約金 1,580 

特別損失合計 43,883 

税金等調整前四半期純利益 199,344 

法人税、住民税及び事業税 47,284 

法人税等調整額 35,473 

法人税等合計 82,758 

少数株主利益 18,505 

四半期純利益 98,080 
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年９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 199,344 

減価償却費 324,085 

のれん償却額 4,780 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,766 

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,322 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,834 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99,601 

受取利息 △16,263 

受取配当金 △23,959 

支払利息 218,032 

固定資産売却損益（△は益） 19,860 

固定資産除却損 11,904 

投資有価証券評価損益（△は益） 7,626 

たな卸資産の増減額（△は増加） △378,183 

売上債権の増減額（△は増加） △55,460 

仕入債務の増減額（△は減少） △150,773 

営業貸付金の増減額（△は増加） 139,478 

その他の資産の増減額（△は増加） △173,244 

その他の負債の増減額（△は減少） △174,498 

小計 △158,265 

利息及び配当金の受取額 40,223 

利息の支払額 △224,237 

法人税等の支払額 △414,738 

営業活動によるキャッシュ・フロー △757,017 

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 5,647 

短期貸付金の増減額（△は増加） △120 

長期貸付けによる支出 △2,000 

長期貸付金の回収による収入 1,594 

有形固定資産の取得による支出 △246,471 

有形固定資産の売却による収入 1,000 

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 △78,419 

投資活動によるキャッシュ・フロー △424,494 

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） 508,484 

長期借入れによる収入 2,720,000 

長期借入金の返済による支出 △2,275,372 

社債の償還による支出 △130,000 

自己株式の取得による支出 △408 

配当金の支払額 △234,035 

少数株主への配当金の支払額 △19,576 

財務活動によるキャッシュ・フロー 569,090 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,340 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △633,761 

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 2,056,893 
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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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

1,759,978 3,997,284 5,447,716 777,062 11,982,042 － 11,982,042 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

4,134 2,830 565,741 329 573,036 （573,036） － 

計 1,764,113 4,000,115 6,013,458 777,391 12,555,078 （573,036） 11,982,042 

営業利益又は営業損失
（△） 

△138,471 △47 1,028,564 △45,515 844,530 （462,378） 382,151 

(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、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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「不動産関連事業」

の営業利益は、38,708千円減少しております。 

３ 【定性的情報・財務諸表等】４．その他に記載のとおり、当社の機械装置については、従来耐用年数を

５～17年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より８～11年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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「ホテル飲食関連事業」

が８千円減少し、「映像関連事業」が736千円、「不動産関連事業」が3,731千円増加しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 
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［参考資料］ 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

(単位:千円) 
科目 金額 

売上高    11,709,811 

売上原価    8,164,573 

 売上総利益    3,545,238 

販売費及び一般管理費     

 役員報酬    237,142 

 人件費    1,596,945 

 賞与引当金繰入額    83,564 

 退職給付費用    48,293 

 賃借料    199,159 

 その他    1,052,619 

 販売費及び一般管理費合計    3,217,724 

 営業利益    327,513 

営業外収益     

 受取利息    16,111 

 受取配当金    23,220 

 匿名組合分配益    18,743 

 その他    19,186 

 営業外収益合計    77,262 

営業外費用     

 支払利息    206,329 

 その他    3,335 

 営業外費用合計    209,665 

 経常利益    195,110 

特別利益     

 前期損益修正益    11,222 

 特別利益合計    11,222 

特別損失     

 貸倒引当金繰入額    2,178 

 固定資産除却損    6,065 

 減損損失    428 

 差入保証金償却損    1,767 

 特別損失合計    10,439 

 税金等調整前中間純利益    195,892 

 法人税、住民税及び事業税    101,558 

 法人税等調整額    66,470 

 少数株主利益    19,217 

 中間純利益    8,645 
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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     

 税金等調整前中間純利益    195,892 

 減価償却費    334,582 

 減損損失    428 

 のれん償却額    4,849 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）    △974 

 賞与引当金の増減額（△は減少）    △10,982 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）    △11,859 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）     △51,150 

 受取利息    △16,111 

 受取配当金    △23,220 

 支払利息    206,329 

 差入保証金償却損    1,767 

 固定資産除却損    3,412 

 たな卸資産の増減額（△は増加）    △390,262 

 売上債権の増減額（△は増加）    10,737 

 仕入債務の増減額（△は減少）    △138,053 

 営業貸付金の増減額（△は増加）    292,144 

 その他の資産の増減額（△は増加）    △402,673 

 その他の負債の増減額（△は減少）    △34,560 

  小計    △29,703 

 利息及び配当金の受取額    39,331 

 利息の支払額    △209,606 

 法人税等の支払額    △530,925 

 営業活動によるキャッシュ・フロー    △730,903 

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    △110,238 

 投資有価証券の売却による収入    2,049 

 短期貸付金の増減額（△は増加）    40 

 長期貸付金の貸付による支出    △200,000 

 長期貸付金の回収による収入    464 

 有形固定資産の取得による支出    △493,329 

 無形固定資産の取得による支出    △29,630 

 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    △858,413 

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）    1,007,301 

 長期借入金の借入による収入    2,300,000 

 長期借入金の返済による支出    △1,924,920 

 社債の償還による支出    △530,000 

 自己株式の売却による収入    300,000 

 自己株式の取得による支出    △380 

 配当金の支払額    △235,566 

 少数株主への配当金の支払額    △22,227 

 財務活動によるキャッシュ・フロー    894,206 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）    △695,109 

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中間期末残高    2,565,821 
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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】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 

1,613,007 4,139,635 5,071,465 885,702 11,709,811 － 11,709,811 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

9,951 6,487 569,786 － 586,225 (586,225) － 

計 1,622,959 4,146,122 5,641,252 885,702 12,296,037 (586,225)11,709,811 

営業利益又は営業損失
（△） 

△121,969 79,414 926,997 △30,959 853,482 (525,968) 327,513 

(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・製作・買付・配給、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・什器等の購買代行業務、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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