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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 17,751 ― 456 ― 221 ― △3 ―
20年3月期第3四半期 18,578 1.7 1,201 3.4 994 8.5 473 △62.7

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3四半期 △0.05 ―
20年3月期第3四半期 5.95 ―

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3四半期 41,374 13,723 32.5 170.41
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3四半期  13,452百万円 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  有   

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 24,000 △4.0 420 △70.7 70 △94.0 140 △73.0 1.77

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3四半期  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3四半期  1,186,287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3四半期  78,945,599株 20年3月期第3四半期  79,550,400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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国の経済は、米国

の金融危機に端を発した世界的な景気後退に加え、急激な円高進行、株価下落等により企業収益は大幅

に減少し、それに伴う雇用・所得環境の悪化等により個人消費が減退するなど、景気は急速に悪化しま

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が、不動産市況の急速な悪化を背景に

物件販売数の減少や販売用不動産の評価損の発生等により不動産関連事業の収益が大幅に減少したこと

等が影響して、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高17,751百万円（前年同期比4.5％減)、

営業利益456百万円（前年同期比62.0％減)、経常利益221百万円（前年同期比77.7％減)となりました。

また、投資有価証券評価損の計上を行いましたので四半期純損失３百万円（前年同期比477百万円の減

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） 

 単館系映画館では『劇場版 空の境界 第四章、第五章』『イントゥ・ザ・ワイルド』『山桜』等のヒ

ット作品があり前年同期の売上高を上回りましたが、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ったものの前年に「厚木テアトルシネパーク」「水戸テア

トル西友」を閉館したこと等により前年同期の売上高を下回りました。以上の結果、映画興行事業全体

としては前年同期の売上高を下回りました。 

（映画の配給・買付・製作事業） 

 映画の配給・買付・製作事業は、『山桜』『人のセックスを笑うな』の配給収入および関連商品収入

が計上されたこと等により、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、依然厳しい事業環境にありますが映画宣伝の受注等により、前年同期の売上高を上回り

ました。 

 

 以上の結果、映像関連事業の売上高は2,759百万円（前年同期比5.0％増)となりましたが、映画公開に

合わせ買付作品の原価等が当第３四半期連結累計期間に計上されましたので営業損失は192百万円（前年

同期比37百万円の減益）となりました。 
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＜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、宿泊部門は世界的な景気後退や円高の影響に

より外資系企業の利用率が低下し、料飲部門は国内個人消費の冷え込みにより来店客数が減少しました

ので、前年同期の売上高を大幅に下回りました。 

 ビジネスホテル「池袋ホテルテアトル」は、マーケット全体の需要が低迷し厳しい事業環境にありま

すが、前年同期並の売上高を確保しました。 

 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」が当第３四半期連結累計期間を通

して稼働したことや「澄川店」が店舗を増床したこと等により、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、「メンバーズギルド」の改装に伴う休業期間があったこと等により、

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6,113百万円（前年同期比5.3％減)、営業利益は110百万

円（前年同期比55.0％減）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となりました。 

（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、不動産市況の急速な悪化により販売件数が減少し

たことや前年同期に大型物件の販売があったこと等により、前年同期の売上高を大幅に下回りました。 

 リニューアルマンション事業は、堅調に物件の仕入が進捗し販売件数が増加しましたので、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、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7,698百万円（前年同期比5.3％減)、営業利益は1,267百万円

（前年同期比34.2％減）となりました。 
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＜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、近隣ホテルとの競合激化等により、前年同期の売上高を下回りました。  

 

 以上の結果、小売レジャー関連事業の売上高は1,180百万円（前年同期比13.3％減)、営業損失は57百

万円（前年同期比34百万円の減益）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 2,759 15.5 5.0 

 ホテル飲食関連事業 6,113 34.4 △5.3 

 不動産関連事業 7,698 43.4 △5.3 

 小売レジャー関連事業 1,180 6.7 △13.3 

合    計 17,751 100.0 △4.5 

 

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）およびその他の流動資産（サービサ

ー事業に伴い取得した特定金銭債権等）の増加により前連結会計年度末と比較し、653百万円増加し

11,668百万円となりました。 

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、

658百万円減少し29,706百万円となりました。 

以上の結果、当第３四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、4百万円

減少し41,374百万円となりました。 

（負債の部） 

負債の部は、預り保証金の返還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、687百万円増加し27,651百万円となりました。 

（純資産の部） 

純資産の部は、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、692百万円減少し13,723百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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、たな卸資産の取得や設備投資等を行ったことにより248百万円減少し、2,442百万円となり
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ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間の営業活動による資金収支は△474百万円となりました。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３四半期連結累計期間の投資活動による資金収支は△824百万円となりました。これは短期貸付

金の増加および「串鳥番外地 東急プラザ店」の出店等による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３四半期連結累計期間の財務活動による資金収支は1,115百万円となりました。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 

最近の業績の動向等を踏まえ、平成20年5月13日の「平成20年３月期 決算短信」発表時に公表した

平成21年３月期の連結通期業績予想を修正いたしました。また、個別通期業績予想も同様に修正いた

しました。詳細については本日別途公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

 

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３四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３四半期連結累計期間の売上総利益、営業

利益、経常利益が112,566千円それぞれ減少し、税金等調整前四半期純損失が112,566千円増加し

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。 

 

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
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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３四半期連結累計期間の売上総利益、営業

利益、経常利益が6,689千円それぞれ増加し、税金等調整前四半期純損失が6,689千円減少してお

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３四半期 
連結会計期間末 

（平成20年12月31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 2,521,361 2,690,655

受取手形及び売掛金 976,183 906,113

有価証券 100,000 －

商品 617,643 551,198

販売用不動産 4,939,777 4,656,859

貯蔵品 30,536 32,052

短期貸付金 659,103 633,219

繰延税金資産 141,352 153,140

その他 1,695,641 1,394,344

貸倒引当金 △12,822 △2,757

流動資産合計 11,668,777 11,014,827

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,951,897 9,064,875

機械装置及び運搬具（純額） 197,545 223,107

工具、器具及び備品（純額） 471,703 468,491

土地 14,022,624 14,022,624

建設仮勘定 832 32,661

有形固定資産合計 23,644,602 23,811,759

無形固定資産   

借地権 411,070 421,361

ソフトウエア 91,785 83,825

のれん 18,542 25,713

その他 27,889 29,470

無形固定資産合計 549,288 560,370

投資その他の資産   

投資有価証券 1,772,415 2,297,771

長期貸付金 1,880 1,999

差入保証金 3,138,155 3,284,030

繰延税金資産 289,067 48,694

その他 326,882 370,272

貸倒引当金 △16,095 △9,802

投資その他の資産合計 5,512,305 5,992,966

固定資産合計 29,706,196 30,365,097

資産合計 41,374,974 41,379,924
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(単位：千円)

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成20年12月31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 1,016,368 895,839

短期借入金 3,789,140 3,415,100

1年内返済予定の長期借入金 4,793,397 3,908,472

1年内償還予定の社債 260,000 260,000

未払金 710,694 647,637

未払法人税等 20,230 426,260

繰延税金負債 0 8,430

賞与引当金 133,514 219,601

その他 946,012 1,058,548

流動負債合計 11,669,358 10,839,889

固定負債   

社債 1,180,000 1,310,000

長期借入金 9,387,110 9,144,801

長期未払金 92,616 146,541

長期預り保証金 2,188,696 2,288,532

繰延税金負債 221,358 222,409

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 589,089 589,290

役員退職慰労引当金 169,591 269,192

固定負債合計 15,982,214 16,124,518

負債合計 27,651,572 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 3,554,576 3,795,498

自己株式 △236,137 △235,462

株主資本合計 11,608,726 11,850,323

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 83,772 395,996

土地再評価差額金 2,643,072 2,643,072

為替換算調整勘定 △883,114 △793,138

評価・換算差額等合計 1,843,730 2,245,931

少数株主持分 270,944 319,261

純資産合計 13,723,401 14,415,515

負債純資産合計 41,374,974 41,379,924
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

売上高 17,751,317

売上原価 12,470,890

売上総利益 5,280,427

販売費及び一般管理費  

役員報酬 266,071

人件費 2,510,422

賞与引当金繰入額 76,377

退職給付費用 72,183

賃借料 324,482

その他 1,574,141

販売費及び一般管理費合計 4,823,679

営業利益 456,747

営業外収益  

受取利息 23,082

受取配当金 28,711

匿名組合投資利益 22,687

保険解約返戻金 18,789

その他 21,957

営業外収益合計 115,228

営業外費用  

支払利息 330,806

その他 19,207

営業外費用合計 350,013

経常利益 221,961

特別利益  

受取解約違約金 2,068

特別利益合計 2,068

特別損失  

固定資産売却損 77,831

固定資産除却損 11,869

投資有価証券評価損 133,601

貸倒引当金繰入額 5,192

解約違約金 1,580

特別損失合計 230,074

税金等調整前四半期純損失（△） △6,044

法人税、住民税及び事業税 41,262

法人税等調整額 △46,651

法人税等合計 △5,388

少数株主利益 3,297

四半期純損失（△） △3,952
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年12月31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損失（△） △6,044

減価償却費 484,046

のれん償却額 7,170

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,357

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,087

退職給付引当金の増減額（△は減少） △201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99,601

受取利息 △23,082

受取配当金 △28,711

支払利息 330,806

固定資産売却損益（△は益） 77,831

固定資産除却損 17,216

投資有価証券評価損益（△は益） 133,601

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,846

売上債権の増減額（△は増加） △70,069

仕入債務の増減額（△は減少） 120,529

営業貸付金の増減額（△は増加） 108,048

その他の資産の増減額（△は増加） △110,738

その他の負債の増減額（△は減少） △237,824

小計 285,399

利息及び配当金の受取額 51,793

利息の支払額 △336,488

法人税等の支払額 △474,781

営業活動によるキャッシュ・フロー △474,076

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 △217,993

投資有価証券の売却による収入 8,421

短期貸付金の増減額（△は増加） △99,980

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 2,119

有形固定資産の取得による支出 △342,671

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 △36,245

借地権売却に伴う支払額 △57,970

定期預金の預入による支出 △78,827

投資活動によるキャッシュ・フロー △824,146

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） 374,040

長期借入れによる収入 4,525,000

長期借入金の返済による支出 △3,397,766

社債の償還による支出 △130,000

自己株式の取得による支出 △675

配当金の支払額 △235,110

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 1,115,912

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,121

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 2,442,534
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

2,759,342 6,113,238 7,698,595 1,180,139 17,751,317 － 17,751,317 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

4,846 4,009 846,212 329 855,397 （855,397） － 

計 2,764,189 6,117,248 8,544,808 1,180,469 18,606,715 （855,397） 17,751,317 

営業利益又は営業損失(△) △192,029 110,526 1,267,525 △57,978 1,128,043 （671,295） 456,747 

(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３四半期連結累計期間の「不動産関連事業」の営業

利益は、112,566千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３四半期連結累計期間の営業利益は、「ホテル飲食関連事業」

が12千円減少し、「映像関連事業」が1,104千円、「不動産関連事業」が5,597千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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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) 第３四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

(単位:千円) 
科目 金額 

売上高    18,578,152 

売上原価    12,479,238 

 売上総利益    6,098,913 

販売費及び一般管理費     

 役員報酬    345,295 

 人件費    2,466,479 

 賞与引当金繰入額    96,800 

 退職給付費用    60,396 

 賃借料    307,768 

 その他    1,620,194 

 販売費及び一般管理費合計    4,896,937 

 営業利益    1,201,976 

営業外収益     

 受取利息    23,665 

 受取配当金    29,827 

 匿名組合分配益    28,099 

 その他    30,756 

 営業外収益合計    112,349 

営業外費用     

 支払利息    315,416 

 その他    4,782 

 営業外費用合計    320,199 

 経常利益    994,125 

特別利益     

 受取解約違約金    6,831 

 前期損益修正益    11,222 

 特別利益合計    18,053 

特別損失     

 貸倒損失    4,357 

 固定資産除却損    10,114 

 減損損失    428 

 差入保証金償却損    1,788 

 事務所移転関連損    3,011 

 特別損失合計    19,700 

 税金等調整前四半期純利益    992,478 

 法人税、住民税及び事業税    452,988 

 法人税等調整額    46,051 

 少数株主利益    19,736 

 四半期純利益    473,702 
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(2) 第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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利益    992,478 

 減価償却費    489,660 

 減損損失    428 

 のれん償却額    7,274 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）    1,047 

 賞与引当金の増減額（△は減少）    5,166 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）    2,162 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）     △51,150 

 受取利息    △23,665 

 受取配当金    △29,827 

 支払利息    315,416 

 受取解約違約金    △6,831 

 差入保証金償却損    1,788 

 貸倒損失    △4,357 

 固定資産除却損    4,987 

 たな卸資産の増減額（△は増加）    △432,036 

 売上債権の増減額（△は増加）    △130,253 

 仕入債務の増減額（△は減少）    237,931 

 営業貸付金の増減額（△は増加）    249,158 

 その他の資産の増減額（△は増加）    △731,308 

 その他の負債の増減額（△は減少）    146,796 

  小計    1,044,867 

 利息及び配当金の受取額    53,492 

 利息の支払額    △311,849 

 法人税等の支払額    △621,767 

 営業活動によるキャッシュ・フロー    164,742 

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    △136,249 

 投資有価証券の売却による収入    2,973 

 短期貸付金の増減額（△は増加）    △100,400 

 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    10,383 

 有形固定資産の取得による支出    △669,582 

 無形固定資産の取得による支出    △37,272 

 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    △1,157,915 

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）    1,122,787 

 長期借入金の借入による収入    2,900,000 

 長期借入金の返済による支出    △2,913,836 

 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    △65,122 

 配当金の支払額    △236,701 

 少数株主への配当金の支払額    △22,092 

 財務活動によるキャッシュ・フロー    555,034 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）    △438,137 

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    2,822,793 
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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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

2,627,883 6,455,684 8,133,333 1,361,251 18,578,152 － 18,578,152 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替高 

10,993 8,732 859,888 29 879,643 (879,643) － 

計 2,638,876 6,464,416 8,993,222 1,361,280 19,457,796 (879,643) 18,578,152 

営業利益又は営業損失(△) △154,778 245,872 1,925,922 △23,924 1,993,092 (791,116) 1,201,976 

(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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