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1. 平成21年１月期第３四半期の連結業績（平成20年２月１日～平成20年10月31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 ％

21年１月期第３四半期 4,884 △3.5 368 △3.2 222 △18.5 2,896 ―
20年１月期第３四半期 5,061 9.5 380 12.1 272 9.2 △559 ─

20年１月期 6,591 385 234 △862

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

21年１月期第３四半期 182 41 ─
20年１月期第３四半期 △35 22 ─

20年１月期 △54 29 ─

 (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

21年１月期第３四半期 27,793 7,673 27.6 483 38
20年１月期第３四半期 26,041 5,735 22.0 361 00

20年１月期 26,186 5,394 20.6 339 60

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

20年１月期 ― 5 00 5 00

21年１月期 2 50 ─
5 00

21年１月期(予想) ─ 2 50

3. 平成21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日～平成21年１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 6,540 △0.8 440 14.0 250 6.4 2,615 ─ 164 65

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 ： 有

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

  [(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料における予想は、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、実際の業績は今後の

様々な要因によって予想数値と異なることがあります。
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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に端を発した世界的な金融市場の混
乱に加えて、物価上昇を背景とした個人消費の停滞が見られ、企業収益の低迷により民間設備投資が減少す
るなど、景気の後退感が強まりました。このような経済環境のなかで、当社グループは「経営環境の変化に
左右されない安定した経営・財務基盤を実現する」という長期ビジョンの達成に向け、営業活動を展開して
まいりました。 
 また、阪急西宮スタジアム跡地（兵庫県西宮市）に誕生する西日本最大のショッピングセンター「阪急西
宮ガーデンズ」内に、TOHOシネマズ株式会社と共同経営で開業いたします「TOHOシネマズ西宮OS」は、11月
26日のグランドオープンを目前に鋭意準備を進めております。 
 当第３四半期の連結売上高は、4,884百万円と前年同期に比べ減収（3.5％）となりました。営業利益は
368百万円、経常利益は222百万円を計上し、特別利益として固定資産売却益等を計上いたしました結果、四
半期純利益は2,896百万円となりました。 
  
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 当第３四半期における財政状態は、総資産が27,793百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,607百万円
の増加となりました。これは、主に現金及び預金と有形固定資産が増加したことによります。負債は20,120
百万円となり、前連結会計年度末に比べ671百万円の減少となりました。これは、主に流動負債「その他」
の増加がありますが、短期・長期借入金が減少したことによります。また、純資産は7,673百万円となり、
前連結会計年度末に比べ2,279百万円の増加となりました。 
  
3. 連結業績予想に関する定性的情報 
 当社グループの連結業績予想につきましては、平成20年９月24日に公表した予想数値に変更はありませ
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 
  法人税等の計算などについて、一部簡便な方法を採用しております。 
  
(3) 最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、％）

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

前第３四半期末

(平成19年10月31日)

当第３四半期末

(平成20年10月31日)
増減

(参考) 

前連結会計年度末 

(平成20年１月31日)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 253,609 1,111,404 857,794 353,093

   売掛金 202,953 198,485 △4,467 162,120

   その他 1,432,506 1,362,670 △69,835 1,682,254

   貸倒引当金 △6,000 △6,344 △344 △6,681

   流動資産合計 1,883,068 2,666,215 783,146 41.6 2,190,788

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 22,188,951 23,288,852 1,099,901 22,020,621

   無形固定資産 131,223 170,442 39,219 123,089

   投資その他の資産 1,837,908 1,668,412 △169,495 1,851,671

   固定資産合計 24,158,082 25,127,708 969,625 4.0 23,995,381

   資産合計 26,041,151 27,793,923 1,752,772 6.7 26,186,169

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   短期借入金 2,880,967 2,222,521 △658,446 3,602,508

   その他 1,530,703 3,270,602 1,739,899 1,793,259

   流動負債合計 4,411,670 5,493,123 1,081,453 24.5 5,395,767

Ⅱ 固定負債

   社債 1,500,000 1,000,000 △500,000 1,000,000

   長期借入金 8,206,122 7,622,344 △583,778 8,371,028

   その他 6,187,926 6,004,707 △183,219 6,025,127

   固定負債合計 15,894,048 14,627,051 △1,266,997 △8.0 15,396,155

   負債合計 20,305,718 20,120,175 △185,543 △0.9 20,791,922

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 800,000 800,000 ― 800,000

   資本剰余金 66,675 66,653 △ 22 66,669

   利益剰余金 985,747 3,885,157 2,899,409 666,479

   自己株式 △75,238 △81,807 △6,568 △77,235

   株主資本合計 1,777,184 4,670,004 2,892,819 162.8 1,455,913

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 74,773 △30,723 △105,496 54,858

   土地再評価差額金 3,883,474 3,034,467 △849,007 3,883,474

   評価・換算差額等合計 3,958,247 3,003,744 △954,503 △24.1 3,938,333

   純資産合計 5,735,432 7,673,748 1,938,315 33.8 5,394,247

   負債及び純資産合計 26,041,151 27,793,923 1,752,772 6.7 26,186,169
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（単位：千円、％）

(2) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期

(自 平成19年２月１日

至 平成19年10月31日)

当第３四半期

(自 平成20年２月１日

至 平成20年10月31日)

増  減

(参 考) 

前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 

  至 平成20年１月31日)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 5,061,337 4,884,791 △176,545 △3.5 6,591,624

Ⅱ 売上原価 4,007,567 3,826,645 △180,921 △4.5 5,274,153

   売上総利益 1,053,769 1,058,145 4,376 0.4 1,317,470

Ⅲ 一般管理費 673,489 689,931 16,441 2.4 931,507

   営業利益 380,280 368,214 △12,065 △3.2 385,963

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 6,790 7,095 304 9,093

   その他 28,196 12,613 △15,583 35,295

  営業外収益合計 34,987 19,708 △15,279 △43.7 44,388

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 136,145 157,676 21,530 186,540

   その他 6,714 8,134 1,419 8,953

  営業外費用合計 142,860 165,811 22,950 16.1 195,494

   経常利益 272,406 222,111 △50,295 △18.5 234,857

Ⅵ 特別利益 ─ 5,087,950 5,087,950 ─ ─

Ⅶ 特別損失 1,214,483 438,398 △776,084 △63.9 1,716,761

税金等調整前四半期純利益 

又は税金等調整前四半期 

(当期)純損失(△)

△942,076 4,871,663 5,813,740 ─ △1,481,903

  法人税等 △382,483 1,974,872 2,357,355 ─ △619,108

  四半期純利益又は 

  四半期(当期)純損失(△)
△559,593 2,896,791 3,456,384 ─ △862,794
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前第３四半期(自 平成19年２月１日 至 平成19年10月31日) 

（単位：千円）

 
  

(3) (要約）四半期連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日残高 800,000 66,688 1,569,018 △68,714 2,366,992

四半期連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △39,743 △39,743

 四半期純損失 △543,526 △543,526

 自己株式の取得 △7,648 △7,648

 自己株式の処分 △12 1,123 1,111

 株主資本以外の項目の 

 四半期連結会計期間中 

 の変動額(純額)

―

四半期連結会計期間中の変動額合計 ― △12 △583,270 △6,524 △589,807

平成19年10月31日残高 800,000 66,675 985,747 △75,238 1,777,184

評価・換算差額等

純資産合計その他 

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１月31日残高 134,277 3,883,474 4,017,752 6,384,744

四半期連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △39,743

 四半期純損失 ― △543,526

 自己株式の取得 ― △7,648

 自己株式の処分 ― 1,111

 株主資本以外の項目の 

 四半期連結会計期間中 

 の変動額(純額)

△59,504 △59,504 △59,504

四半期連結会計期間中の変動額合計 △59,504 ― △59,504 △649,311

平成19年10月31日残高 74,773 3,883,474 3,958,247 5,735,432
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当第３四半期(自 平成20年２月１日 至 平成20年10月31日) 

（単位：千円）

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年１月31日残高 800,000 66,669 666,479 △77,235 1,455,913

四半期連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △119,117 △119,117

 四半期純利益 2,896,791 2,896,791

 自己株式の取得 △4,639 △4,639

 自己株式の処分 △15 67 52

 土地再評価差額金取崩額 441,003 441,003

 株主資本以外の項目の 

 四半期連結会計期間中 

 の変動額(純額)

―

四半期連結会計期間中の変動額合計 ― △15 3,218,677 △4,572 3,214,090

平成20年10月31日残高 800,000 66,653 3,885,157 △81,807 4,670,004

評価・換算差額等

純資産合計その他 

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20年１月31日残高 54,858 3,883,474 3,938,333 5,394,247

四半期連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △119,117

 四半期純利益 ― 2,896,791

 自己株式の取得 ― △4,639

 自己株式の処分 ― 52

 土地再評価差額金取崩額 ― 441,003

 株主資本以外の項目の 

 四半期連結会計期間中 

 の変動額(純額)

△85,582 △849,007 △934,589 △934,589

四半期連結会計期間中の変動額合計 △85,582 △849,007 △934,589 2,279,500

平成20年10月31日残高 △30,723 3,034,467 3,003,744 7,673,748
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(参考)前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

（単位：千円）

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日残高 800,000 66,688 1,569,018 △68,714 2,366,992

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △39,743 △39,743

 当期純損失 △862,794 △862,794

 自己株式の取得 △9,708 △9,708

 自己株式の処分 △19 1,188 1,168

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)
─

連結会計年度中の変動額合計 ─ △19 △902,538 △8,520 △911,078

平成20年１月31日残高 800,000 66,669 666,479 △77,235 1,455,913

評価・換算差額等

純資産合計その他 

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１月31日残高 134,277 3,883,474 4,017,752 6,384,744

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 ─ △39,743

 当期純損失 ─ △862,794

 自己株式の取得 ─ △9,708

 自己株式の処分 ─ 1,168

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)
△79,418 △79,418 △79,418

連結会計年度中の変動額合計 △79,418 ─ △79,418 △990,496

平成20年１月31日残高 54,858 3,883,474 3,938,333 5,394,247
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