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1. 平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年９月30日）

 (1) 連結経営成績 (％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(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第３四半期 21,124 △3.3 368 △60.3 318 △65.8 14 △96.7
19年12月期第３四半期 21,844 10.3 928 △8.9 930 △9.8 440 △11.3

19年12月期 28,676 ─ 833 ─ 844 ─ 359 ─

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年12月期第３四半期 0 49 ─
19年12月期第３四半期 14 95 ─

19年12月期 12 20 ─

 (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

20年12月期第３四半期 41,490 23,132 55.8 785 93
19年12月期第３四半期 41,827 24,159 57.8 819 64

19年12月期 41,996 24,007 57.2 814 81

 (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

20年12月期第３四半期 1,284 △1,589 156 810

19年12月期第３四半期 1,019 △429 △437 890

19年12月期 795 △796 220 959
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(％表示は、通期は対前期増減率) 

 
  

  

 
  

  本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、不確定な
要素を含んでおります。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。 

  
  
  

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 3 00 3 00 6 00

20年12月期 (実績) 3 00 ─
6 00

20年12月期 (予想) ─ 3 00

3. 平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）【参考】

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 27,685 △3.5 181 △78.2 120 △85.7 △122 ─ △4 18

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無

 (3)  近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

※ 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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1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 当第３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を背景とする金融市場の混乱、急激
な円高の進行により、景気後退への懸念が強まり、先行きについては不透明な状況で推移いたしました。 
 このような状況のなか、当社グループでは、映像事業を中心にスポーツ・レジャー事業、不動産賃貸事業
の３事業を柱とした経営基盤の再構築に取り組み、積極的な営業活動を展開してまいりました。 
 映像事業につきましては、依然として同一商圏内におけるシネマコンプレックスの競争激化が続き、厳し
い経営環境を強いられましたが、「崖の上のポニョ」「花より男子ファイナル」など邦画を中心に夏休みロ
ードショー作品が好調な成績を挙げました。また、松竹・東急系チェーンといたしましては、「ライラの冒
険/黄金の羅針盤」「ナルニア国物語 第２章カスピアン王子の角笛」等の話題作を上映いたしました。 
 スポーツ・レジャー事業につきましては、各ボウリング場では各種大会などイベントを積極的に展開し、
顧客の満足度向上に努めました。またフットサル事業につきましては、既存店舗の強化をはかるとともに、
９月には「イオン浜松市野ショッピングセンター」敷地内に９店舗目となる「フットボールコミュニティー
浜松」を開業いたしました。 
 不動産賃貸事業につきましては、景気減速を背景に都心部でオフィスの空室率が上昇するなど厳しい経営
環境のなか、積極的なテナント誘致活動を行い、安定収益の確保に努めました。また、ホテル事業につきま
しては、広島東急イン、リニューアルオープンした熊本東急インともに、それぞれ顧客ニーズに合わせた営
業活動を行い、顧客の確保に努めました。 
 コンビニエンス事業におきましては、季節に合わせた商品の積極的な販促活動と地域の特色を活かした店
舗運営を推進してまいりました。  
 その他事業のうち、飲食事業につきましては、引き続き、原材料高騰による厳しい経営環境が続くなか、
「食彩健美 野の葡萄」「モスバーガー」の各店舗ともに顧客定着を目指すとともに満足度の高いサービス
を提供し、効率的な店舗運営に努めました。  
 また、ビルメンテナンス事業につきましては、ビルの安全管理に対する需要が高まるなか、クオリティー
の高いサービスの提供と業務の効率化に努め、同業他社との競争力の強化に取り組んでまいりました。 
 以上のとおり、各事業におきまして懸命な営業努力を重ねてまいりましたが、当社を取り巻く経営環境は
厳しく、結果として、第３四半期の売上高は21,124百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益は368百万円
（前年同期比60.3％減）、経常利益は318百万円（前年同期比65.8％減）、当第３四半期純利益は14百万円
（前年同期比96.7％減）となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期末における財政状態は、総資産41,490百万円（前連結会計年度末比505百万円減）、負債の

部合計18,358百万円（前連結会計年度末比369百万円増）、純資産の部合計23,132百万円（前連結会計年度
末比875百万円減）となりました。 
  
（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ80百万円減少し810百万円となりまし

た。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益156百万円、減価償却費994百万円、支

払債務の増加および受入保証金の増加等がありましたが、売上債権の増加、差入保証金の増加ならびに法人
税等の支払等により1,284百万円の収入（前年同期比265百万円増）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、土地他の固定資産の取得による支出および貸付けによる支出等に

より1,589百万円の支出（前年同期比1,159百万円支出増）となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出、配当金の支払による支出等があり

ましたが、短期借入金の増加により156百万円の収入（前年同期は437百万円の支出）となりました。 
  
3. 連結業績予想に関する定性的情報 
当第３四半期の業績は概ね計画どおり推移しており、平成20年８月20日公表の連結業績予想に変更はあり

ません。 
  
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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
 該当事項はありません。 

  
(3)  近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
 該当事項はありません。 

  

【定性的情報・財務諸表等】
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（単位：千円未満切捨て、％） 

 
  

5. (要約）四半期連結財務諸表

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表

科  目

当第３四半期末

(平成20年９月30日)

前第３四半期末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度

(平成19年12月31日)

増  減

(対前連結会計年度末比)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １. 現金及び預金 720,456 893,458 969,037 △248,580

 ２. 売掛金 891,119 869,993 696,453 194,666

 ３. 有価証券 100,000 18,422 14,937 85,063

 ４. たな卸資産 198,441 214,656 207,373 △8,932

 ５. 繰延税金資産 101,735 83,973 81,714 20,021

 ６. その他 1,173,504 1,254,297 1,288,048 △114,543

   流動資産合計 3,185,257 7.7 3,334,802 8.0 3,257,563 7.8 △72,305 △2.2

Ⅱ 固定資産

 １. 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 12,664,895 12,685,675 13,200,405 △535,510

  (2) 機械装置及び運搬具 156,187 197,021 184,973 △28,785

  (3) 工具器具及び備品 453,849 461,046 441,922 11,926

  (4) 土地 9,390,801 9,007,853 9,007,253 383,547

  (5) 建設仮勘定 225,896 155,281 ─ 225,896

   有形固定資産合計 22,891,629 55.2 22,506,879 53.8 22,834,555 54.4 57,074 0.2

 ２. 無形固定資産 1,035,406 2.5 1,055,896 2.5 1,049,600 2.5 △14,194 △1.4

 ３. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 3,065,103 4,377,345 4,361,197 △1,296,094

  (2) 長期貸付金 493,381 301,438 296,113 197,268

  (3) 差入保証金 9,965,196 9,751,089 9,771,750 193,445

  (4) 繰延税金資産 510,372 9,735 7,769 502,603

  (5) その他 396,500 490,474 417,893 △21,393

  (6) 貸倒引当金 △51,893 ─ ─ △51,893

   投資その他の資産合計 14,378,660 34.6 14,930,083 35.7 14,854,723 35.3 △476,063 △3.2

   固定資産合計 38,305,696 92.3 38,492,859 92.0 38,738,879 92.2 △433,183 △1.1

   資産合計 41,490,954 100.0 41,827,662 100.0 41,996,443 100.0 △505,489 △1.2
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（単位：千円未満切捨て、％） 

 
  

科  目

当第３四半期末

(平成20年９月30日)

前第３四半期末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度

(平成19年12月31日)

増  減

(対前連結会計年度末比)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １. 買掛金 1,903,739 2,216,973 1,482,343 421,395

 ２. 短期借入金 1,800,000 300,000 1,200,000 600,000

 ３. １年以内返済予定 

      長期借入金
480,000 480,000 480,000 ─

 ４. 未払金 515,176 595,045 1,009,652 △494,476

 ５. 未払法人税等 61,131 103,523 93,463 △32,332

 ６. 賞与引当金 98,349 96,330 30,160 68,188

 ７. 役員賞与引当金 22,500 22,500 30,000 △7,500

 ８. その他 1,159,215 1,270,746 1,168,007 △8,792

   流動負債合計 6,040,110 14.5 5,085,119 12.1 5,493,627 13.1 546,483 9.9

Ⅱ 固定負債

 １. 長期借入金 1,040,000 1,520,000 1,320,000 △280,000

 ２. 繰延税金負債 ─ 97,069 19,200 △19,200

 ３. 再評価に係る 

      繰延税金負債
3,249,946 3,249,946 3,249,946 ─

 ４. 退職給付引当金 367,525 376,765 371,999 △4,474

 ５. 役員退職慰労引当金 ─ 250,200 250,200 △250,200

 ６. 受入保証金 7,434,943 7,054,665 7,254,254 180,688

 ７. その他 226,058 34,147 29,662 196,395

   固定負債合計 12,318,473 29.7 12,582,793 30.1 12,495,263 29.7 △176,790 △1.4

   負債合計 18,358,584 44.2 17,667,912 42.2 17,988,891 42.8 369,692 2.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １. 資本金 7,028,813 7,028,813 7,028,813 ─

 ２. 資本剰余金 7,061,184 7,061,184 7,061,184 ─

 ３. 利益剰余金 5,794,091 6,037,693 5,956,371 △162,280

 ４. 自己株式 △1,345,133 △1,319,072 △1,327,327 △17,805

   株主資本合計 18,538,955 44.7 18,808,618 45.0 18,719,042 44.6 △180,086 △1.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １. その他有価証券 

      評価差額金
109,678 867,395 804,774 △695,095

 ２. 土地再評価差額金 4,483,735 4,483,735 4,483,735 ─

   評価・換算差額等合計 4,593,413 11.1 5,351,131 12.8 5,288,509 12.6 △695,095 △13.1

   純資産合計 23,132,369 55.8 24,159,749 57.8 24,007,552 57.2 △875,182 △3.6

   負債純資産合計 41,490,954 100.0 41,827,662 100.0 41,996,443 100.0 △505,489 △1.2
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（単位：千円未満切捨て、％） 

 
  

(2) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

当第３四半期

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年９月30日)

前第３四半期

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年９月30日)

増  減

(対前年同期比)

前連結会計年度

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ 売上高 21,124,368 100.0 21,844,702 100.0 △720,334 △3.3 28,676,301 100.0

Ⅱ 売上原価 19,975,698 94.6 20,186,022 92.4 △210,323 △1.0 26,851,456 93.6

   売上総利益 1,148,669 5.4 1,658,680 7.6 △510,010 △30.7 1,824,844 6.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 780,327 3.7 729,980 3.3 50,346 6.9 990,876 3.5

   営業利益 368,342 1.7 928,699 4.3 △560,357 △60.3 833,967 2.9

Ⅳ 営業外収益

 １. 受取利息 8,270 8,940 △670 △7.5 13,754

 ２. 受取配当金 18,931 23,597 △4,666 △19.8 37,503

 ３. 持分法による投資利益 ─ 99 △99 △100.0 313

 ４. その他 5,650 7,121 △1,471 △20.7 11,915

  営業外収益合計 32,852 0.2 39,760 0.2 △6,908 △17.4 63,485 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １. 支払利息 32,084 33,072 △987 △3.0 42,848

 ２. 持分法による投資損失 45,616 ─ 45,616 ─ ─

 ３. 支払手数料 ─ 4,319 △4,319 △100.0 6,135

 ４. その他 5,138 739 4,398 ─ 3,741

  営業外費用合計 82,839 0.4 38,130 0.2 44,708 117.3 52,725 0.2

   経常利益 318,355 1.5 930,329 4.3 △611,974 △65.8 844,728 2.9

Ⅵ 特別利益

 １. 固定資産売却益 75 2,086 △2,010 △96.4 2,823

 ２. 固定資産受贈益 ─ 5,587 △5,587 △100.0 5,587

 ３. 投資有価証券売却益 ─ 5,520 △5,520 △100.0 5,520

  特別利益合計 75 0.0 13,193 0.1 △13,118 △99.4 13,930 0.1

Ⅶ 特別損失

 １. 固定資産売却損 1,236 1,915 △678 △35.4 1,915

 ２. 固定資産除却損 23,431 76,968 △53,537 △69.6 100,032

 ３. 投資有価証券評価損 82,798 ─ 82,798 ─ ─

 ４. 関係会社株式評価損 2,979 ─ 2,979 ─ ─

 ５. 貸倒引当金繰入額 51,893 ─ 51,893 ─ ─

 ６. 出資金評価損 ─ 82,420 △82,420 △100.0 82,420

 ７. 熊本東急イン 

   リニューアル損
─ ─ ─ ─ 23,017

  特別損失合計 162,340 0.8 161,304 0.8 1,036 0.6 207,385 0.7

   税金等調整前 

   四半期(当期)純利益
156,090 0.7 782,219 3.6 △626,128 △80.0 651,274 2.3

   法人税、住民税 

      及び事業税
206,565 0.9 373,338 1.7 △166,773 △44.7 354,396 1.2

   法人税等調整額 △64,950 △0.3 △31,973 △0.1 △32,976 ─ △62,654 △0.2

   四半期(当期)純利益 14,475 0.1 440,854 2.0 △426,378 △96.7 359,532 1.3
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前第３四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

当第３四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

(3) (要約）四半期連結株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金
資本

剰余金
利益

剰余金
自己
株式

株主資本

合計

その他
有価証券
評価差額金

土地

再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 7,028,813 7,061,184 5,773,778 △1,305,233 18,558,541 1,045,134 4,483,735 5,528,870 24,087,412

当第３四半期中の変動額

 剰余金の配当 △176,939 △176,939 △176,939

 四半期純利益 440,854 440,854 440,854

 自己株式の取得 △13,838 △13,838 △13,838

 株主資本以外の項目の 
 当第３四半期中の変動額 
 （純額）

△177,739 ─ △177,739 △177,739

当第３四半期中の変動額 
合計(千円)

263,915 △13,838 250,076 △177,739 ─ △177,739 72,337

平成19年９月30日残高(千円) 7,028,813 7,061,184 6,037,693 △1,319,072 18,808,618 867,395 4,483,735 5,351,131 24,159,749

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金
資本

剰余金
利益

剰余金
自己
株式

株主資本

合計

その他
有価証券
評価差額金

土地

再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年12月31日残高(千円) 7,028,813 7,061,184 5,956,371 △1,327,327 18,719,042 804,774 4,483,735 5,288,509 24,007,552

当第３四半期中の変動額

 剰余金の配当 △176,755 △176,755 △176,755

 四半期純利益 14,475 14,475 14,475

 自己株式の取得 △17,805 △17,805 △17,805

 株主資本以外の項目の 
 当第３四半期中の変動額 
 （純額）

△695,095 ─ △695,095 △695,095

当第３四半期中の変動額 
合計(千円)

△162,280 △17,805 △180,086 △695,095 ─ △695,095 △875,182

平成20年９月30日残高(千円) 7,028,813 7,061,184 5,794,091 △1,345,133 18,538,955 109,678 4,483,735 4,593,413 23,132,369
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金
資本

剰余金
利益

剰余金
自己
株式

株主資本

合計

その他
有価証券
評価差額金

土地

再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年12月31日残高 
(千円)

7,028,813 7,061,184 5,773,778 △1,305,233 18,558,541 1,045,134 4,483,735 5,528,870 24,087,412

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △176,939 △176,939 △176,939

 当期純利益 359,532 359,532 359,532

 自己株式の取得 △22,093 △22,093 △22,093

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
（純額）

△240,360 ─ △240,360 △240,360

連結会計年度中の変動額 
合計(千円)

182,593 △22,093 160,500 △240,360 ─ △240,360 △79,860

平成19年12月31日残高 
(千円) 

7,028,813 7,061,184 5,956,371 △1,327,327 18,719,042 804,774 4,483,735 5,288,509 24,007,552
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（単位：千円未満切捨て） 

 
  

(4) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年９月30日)

前第３四半期

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期(当期)純利益 156,090 782,219 651,274

 ２ 減価償却費 994,131 921,352 1,244,626

 ３ 貸倒引当金の増減額 (減少：△) 51,893 ─ ─

 ４ 賞与引当金の増減額 (減少：△) 68,188 66,717 547

 ５ 役員賞与引当金の増減額 (減少：△) △7,500 △7,500 ─

 ６ 退職給付引当金の増減額 (減少：△) △4,474 △5,516 △10,282

 ７ 固定資産売却損益 (売却益：△) 1,161 △170 △907

 ８ 固定資産除却損 23,431 76,968 112,188

 ９ 投資有価証券売却損益 (売却益：△) ─ △5,520 △5,520

 10 投資有価証券評価損 85,778 ─ ─

 11 持分法による投資損益 (益：△) 45,616 △99 △313

 12 受取利息及び受取配当金 △27,201 △32,538 △51,257

 13 支払利息 32,084 33,072 42,848

 14 売上債権の増減額 (増加：△) △152,916 8,869 160,379

 15 たな卸資産の増減額 (増加：△) 8,932 △1,777 5,505

 16 支払債務の増減額 (減少：△) 326,147 △9,305 △632,413

 17 前払費用の増減額 (増加：△) 9,093 △30,038 △38,910

 18 前受金の増減額 (減少：△) △23,027 △27,239 △21,176

 19 預り金の増減額 (減少：△) 28,047 107,841 △24,403

 20 差入保証金の増減額 (増加：△) △193,445 388,128 367,466

 21 受入保証金の増減額 (減少：△) 180,688 △560,794 △361,204

 22 未払消費税等の増減額 (減少：△) △17,773 51,827 34,107

 23 その他 △72,430 △31,571 27,474

      小計 1,512,516 1,724,922 1,500,028

 24 利息及び配当金の受取額 27,104 33,070 51,767

 25 利息の支払額 △27,817 △27,231 △43,008

 26 法人税等の支払額 △227,620 △711,732 △712,995

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,284,181 1,019,028 795,792
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（単位：千円未満切捨て）

当第３四半期

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年９月30日)

前第３四半期

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額 金額 金額

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 固定資産の取得による支出 △1,469,725 △990,745 △1,315,294

 ２ 固定資産の売却による収入 855 4,267 5,604

 ３  投資有価証券の取得による支出 △14,279 △100,098 △145,098

 ４ 投資有価証券の売却による収入 4,500 7,080 7,080

 ５ 貸付けによる支出 △130,304 △3,305,493 △3,305,594

 ６ 貸付金の回収による収入 19,306 3,956,520 3,961,845

 ７ 預け金による支出 ─ △1,600,000 △1,600,000

 ８ 預け金の回収による収入 ─ 1,600,000 1,600,000

 ９ その他 ─ △1,500 △5,026

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,589,647 △429,968 △796,483

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 (減少：△) 600,000 ─ 900,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △280,000 △280,000 △480,000

 ３ 自己株式取得による支出 △17,805 △13,198 △22,617

 ４ 配当金の支払額 △145,309 △144,295 △176,580

   財務活動によるキャッシュ・フロー 156,884 △437,493 220,802

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 (減少：△) △148,580 151,566 220,111

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 959,037 738,925 738,925

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 810,456 890,491 959,037
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  前第３四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分および事業種類の類似性等によっております。 

２ 各事業の主要な役務 

 (1) 映像事業……………………映画館の経営、イベントの企画制作 

 (2) スポーツ・レジャー事業…ボウリング場およびフットサル場等のスポーツ・レジャー施設の経営 

 (3) 不動産賃貸事業……………ビル・住宅等の賃貸業、ホテルの経営 

 (4) その他事業…………………飲食店およびコンビニエンス事業等の経営、ビル管理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(747,447千円)の主なものは、当社の総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

  

  当第３四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分および事業種類の類似性等によっております。 

２ 各事業の主要な役務 

 (1) 映像事業……………………映画館の経営、イベントの企画制作他 

 (2) スポーツ・レジャー事業…ボウリング場およびフットサル場等のスポーツ・レジャー施設の経営 

 (3) 不動産賃貸事業……………ビル・住宅等の賃貸業、ホテルの経営 

 (4) コンビニエンス事業………コンビニエンスストアの経営 

 (5) その他事業…………………飲食店等の経営、ビル管理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(789,132千円)の主なものは、当社の総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

４ 従来、コンビニエンス事業は、その他事業に含めておりましたが、当該事業の売上高が全セグメントの10％

以上になったため、当第３四半期より「コンビニエンス事業」として区分表示することに変更いたしまし

た。 

なお、前第３四半期および前連結会計年度において当第３四半期の事業区分によった場合の事業の種類別セ

グメント情報は、次のとおりであります。 

  

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

映像事業 
(千円)

スポーツ・
レジャー 
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(千円)

その他
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

10,195,299 1,847,035 6,727,820 3,074,546 21,844,702 ─ 21,844,702

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 46,693 682,746 729,440 (729,440) ─

計 10,195,299 1,847,035 6,774,514 3,757,293 22,574,142 (729,440) 21,844,702

  営業費用 9,950,218 1,690,578 5,640,573 3,616,625 20,897,995 18,007 20,916,002

  営業利益 245,080 156,457 1,133,940 140,668 1,676,147 (747,447) 928,699

映像事業 
(千円)

スポーツ・
レジャー 
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(千円)

コンビニ 
エンス 
事業 
(千円)

その他 
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

9,193,357 1,673,601 6,784,638 2,275,401 1,197,369 21,124,368 ─ 21,124,368

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 46,048 ─ 718,434 764,482 (764,482) ─

計 9,193,357 1,673,601 6,830,686 2,275,401 1,915,804 21,888,851 (764,482) 21,124,368

  営業費用 9,188,779 1,629,456 5,852,949 2,251,640 1,808,551 20,731,376 24,649 20,756,025

  営業利益 4,578 44,144 977,737 23,760 107,252 1,157,474 (789,132) 368,342
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  前第３四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

 前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

映像事業 
(千円)

スポーツ・
レジャー 
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(千円)

コンビニ 
エンス 
事業 
(千円)

その他 
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

10,195,299 1,847,035 6,727,820 1,960,152 1,114,394 21,844,702 ─ 21,844,702

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 46,693 ─ 682,921 729,614 (729,614) ─

計 10,195,299 1,847,035 6,774,514 1,960,152 1,797,315 22,574,317 (729,614) 21,844,702

  営業費用 9,950,218 1,690,578 5,640,573 1,934,546 1,682,252 20,898,170 17,832 20,916,002

  営業利益 245,080 156,457 1,133,940 25,605 115,062 1,676,147 (747,447) 928,699

映像事業 
(千円)

スポーツ・
レジャー 
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(千円)

コンビニ 
エンス 
事業 
(千円)

その他 
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

12,989,511 2,418,378 9,033,948 2,717,868 1,516,594 28,676,301 ─ 28,676,301

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 70,999 ─ 926,846 997,845 (997,845) ─

計 12,989,511 2,418,378 9,104,947 2,717,868 2,443,441 29,674,147 (997,845) 28,676,301

  営業費用 12,950,396 2,243,368 7,628,750 2,683,585 2,312,505 27,818,607 23,726 27,842,333

  営業利益 39,115 175,010 1,476,196 34,282 130,935 1,855,539 (1,021,572) 833,967
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  前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分および事業種類の類似性等によっております。 

２ 各事業の主要な役務 

 (1) 映像事業……………………映画館の経営、イベントの企画制作他 

 (2) スポーツ・レジャー事業…ボウリング場およびフットサル場等のスポーツ・レジャー施設の経営 

 (3) 不動産賃貸事業……………ビル・住宅等の賃貸業、ホテルの経営 

 (4) その他事業…………………飲食店およびコンビニエンス事業等の経営、ビル管理業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,012,615千円)の主なものは、当社の総務

部門等管理部門に係る費用であります。 

  

映像事業 
(千円)

スポーツ・
レジャー 
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(千円)

その他
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

12,989,511 2,418,378 9,033,948 4,234,462 28,676,301 ─ 28,676,301

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 70,999 926,607 997,606 (997,606) ─

計 12,989,511 2,418,378 9,104,947 5,161,070 29,673,908 (997,606) 28,676,301

  営業費用 12,950,396 2,243,368 7,628,750 4,995,852 27,818,368 23,965 27,842,333

  営業利益 39,115 175,010 1,476,196 165,217 1,855,539 (1,021,572) 833,967
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