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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4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 ％

22年1月期第1四半期 2,666 ― 502 ― 554 ― 318 ―
21年1月期第1四半期 2,754 △1.0 521 2.1 571 4.1 360 5.7

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

22年1月期第1四半期 5.17 ―
21年1月期第1四半期 5.69 ―

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

22年1月期第1四半期 34,314 25,130 73.2 408.51
21年1月期 35,057 25,252 72.0 410.43

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  25,130百万円 21年1月期  25,252百万円

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

21年1月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年1月期 ―
22年1月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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 5,400 ― 940 ― 1,030 ― 620 ― 10.08

通期 10,800 △4.2 2,010 △8.3 2,170 △9.0 1,320 △2.7 21.45
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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）  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、４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、４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」（企業会計基準第12号）および「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。なお、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後
の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 
 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ますが、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異
なる可能性があります。 
 なお、上記予想に関する事項については、４ページをご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第1四半期 65,112,187株 21年1月期  65,112,187株
② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  3,594,765株 21年1月期  3,585,197株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 61,520,282株 21年1月期第1四半期 63,350,724株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気の後退という厳しい状況下にあり、輸
出や生産が下げ止まりつつあるものの、企業収益や民間設備投資は減少し、雇用情勢が急速に悪化するなど、依
然として景気の下振れが懸念されております。 

このような状況下にあって当社グループは、不動産賃貸関連事業、娯楽サービス関連事業でほぼ前年同四半期
並みの売上高を確保しましたが、飲食その他事業は前年同四半期を大きく下回りました。 
 その結果、当第１四半期の売上高は2,666百万円と前年同四半期に比べ88百万円(3.2%)の減収となり、営業利益
は502百万円と前年同四半期に比べ19百万円(3.7%)の減益、経常利益は554百万円と前年同四半期に比べ17百万
円(3.0%)の減益となりました。税金費用の計算において四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用いた
しましたので、四半期純利益は318百万円と前年同四半期に比べ42百万円(11.7%)の減益となりました。 
  
 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(不動産賃貸関連事業) 
不動産賃貸事業では、楽天地ビルをはじめとした主力ビルにおきまして、きめ細かなテナント対応等のビル・マネ

ジメントに注力した結果、引き続き堅調に稼働いたしましたが、一部テナントの賃料減額がありましたので、前年同
四半期をやや下回りました。 
 ビルメンテナンス事業では、官公庁関係において新規の受注があったものの、全般的には入札競争の激化や、随
意契約から入札による契約への変更による受注額減少などの要因により、前年同四半期を下回りました。 
 以上の結果、不動産賃貸関連事業の売上高は1,428百万円と前年同四半期に比べ32百万円(2.2%)の減収とな
り、営業利益は688百万円と前年同四半期に比べ8百万円(1.2%)の減益となりました。 

 
 (娯楽サービス関連事業) 

映画興行事業では、「TOHOシネマズ錦糸町」「楽天地シネマズ錦糸町」の両サイトにおきまして、「レッドクリフ 
PartⅡ」「20世紀少年 -第2章-」「マンマ・ミーア！」等が好稼働いたしましたので、前年同四半期を上回りました。 
 温浴事業では、「楽天地天然温泉 法典の湯」におきまして、オープン以来３年を経て入館者が200万人を突破す
るなど引き続きお客様から好評をいただいておりますが、「楽天地グランドサウナ」ならびに「楽天地レディスサウナ」
の落ち込みが大きく、前年同四半期を下回りました。 
 ボウリングおよびゲームセンター事業では、消費マインドの冷え込みからレジャーに対する出費を抑える傾向が引
き続き影響し、前年同四半期を下回りました。 
 以上の結果、娯楽サービス関連事業の売上高は855百万円と前年同四半期に比べ8百万円(1.0%)の減収となりま
したが、映画興行事業において昨年ヒット作に恵まれなかった反動により、営業利益は76百万円と前年同四半期に
比べ8百万円(11.8%)の増益となりました。 

 
 (飲食その他事業) 

飲食事業では、イタリアンレストラン「トラットリア トムトム」は、地元の身近な飲食店として女性顧客の支持を得た
ことにより、ほぼ前年並みの成績となりました。一方、ドトールコーヒー系フランチャイズ店11店は、景気の先行きが
不透明な厳しい環境のもと、前年同四半期を下回りました。 
 その他の事業では、自動販売機によるたばこ販売におきまして、成人識別ICカード「taspo(タスポ)」導入の影響を
受け、前年同四半期を大きく下回りました。 
 以上の結果、飲食その他事業の売上高は381百万円と前年同四半期に比べ47百万円(11.1%)の減収となり、営業
利益は24百万円と前年同四半期に比べ16百万円(40.3%)の減益となりました。 

  
  

当第１四半期における総資産は34,314百万円と前連結会計年度末に比べ743百万円の減少となりました。これ
は主として、有価証券302百万円の減少、建物及び構築物235百万円の減少、投資有価証券582百万円の減少
によるものであります。 

当第１四半期における負債合計は9,184百万円と前連結会計年度末に比べ620百万円の減少となりました。こ
れは主として、未払法人税等320百万円の減少、受入保証金105百万円の減少によるものであります。 

当第１四半期における純資産合計は25,130百万円と前連結会計年度末に比べ122百万円の減少となりまし
た。これは主として、利益剰余金133百万円の増加、その他有価証券評価差額金252百万円の減少によるもので
あります。 
  

 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産

(2) 負債

(3) 純資産
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業績予想につきましては、平成21年３月11日発表の数値を変更しておりません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

固定資産の年度中の取得、売却および除却等の見積りを考慮した予算を策定しており、当該予算に基づく年
間償却予定額を期間按分して算定する方法によっております。  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発
生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効
果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しており
ます。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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)および「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。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」(平成20年８月７日 内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連
結財務諸表規則を適用しております。 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし
たが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額につ
いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
 なお、これによる損益への影響はありません。 

当社および連結子会社は、機械及び装置の耐用年数について平成20年度の法人税法の改正（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）を契機として資産の利用状況の見直しを行った結果、
当第１四半期連結会計期間より、一部の減価償却資産について耐用年数の変更を行っております。 
 なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 簡便な会計処理

(固定資産の減価償却費の算定方法)

(繰延税金資産の算定方法)

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（税金費用の計算）

(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の適用

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

（追加情報）
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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21年４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21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,491,552 1,604,485

売掛金 287,158 315,472

有価証券 3,468,508 3,770,968

その他 423,540 417,147

貸倒引当金 △1,193 △1,390

流動資産合計 5,669,566 6,106,684

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,457,352 17,693,143

土地 2,305,112 2,305,112

その他（純額） 405,619 424,982

有形固定資産合計 20,168,084 20,423,238

無形固定資産 230,929 230,919

投資その他の資産   

投資有価証券 5,726,899 6,309,687

その他 2,518,916 1,986,950

投資その他の資産合計 8,245,815 8,296,638

固定資産合計 28,644,830 28,950,796

資産合計 34,314,396 35,057,480
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４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21年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 437,349 382,038

未払法人税等 221,711 541,796

賞与引当金 121,042 54,307

アスベスト対策工事引当金 100,000 100,000

その他 1,188,363 1,433,663

流動負債合計 2,068,466 2,511,805

固定負債   

退職給付引当金 578,860 593,907

役員退職慰労引当金 131,704 188,822

受入保証金 6,405,011 6,510,123

固定負債合計 7,115,575 7,292,852

負債合計 9,184,042 9,804,658

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,046,035 3,046,035

資本剰余金 3,378,537 3,378,537

利益剰余金 20,053,738 19,920,001

自己株式 △1,404,971 △1,401,385

株主資本合計 25,073,339 24,943,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,014 309,633

評価・換算差額等合計 57,014 309,633

純資産合計 25,130,354 25,252,822

負債純資産合計 34,314,396 35,057,480
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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21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 2,666,086

売上原価 1,888,232

売上総利益 777,853

一般管理費 275,497

営業利益 502,355

営業外収益  

受取利息 17,684

受取配当金 12,368

持分法による投資利益 32,802

その他 4,539

営業外収益合計 67,394

営業外費用  

支払利息 13,188

固定資産除却損 2,443

営業外費用合計 15,632

経常利益 554,117

税金等調整前四半期純利益 554,117

法人税等 235,800

四半期純利益 318,317
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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」(企業会計基準第12号)および「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。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日 内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、

改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日) 

 
(注) 1. 事業区分は主として内部管理上採用している区分によっております。 

 2. 各事業区分の主要事業内容 

   不動産賃貸関連事業 ・・・・土地建物の賃貸、ビルメンテナンスの経営 

   娯楽サービス関連事業・・・・映画館、温浴施設、ボウリング場、ゲームセンターの経営 

     飲食その他事業      ・・・・飲食店、ダービービル売店の経営 

 3. 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は275,497千円であり、その主なものは、  

       連結財務諸表提出会社および連結子会社の管理部門に係る費用であります。  

 4. 金額には消費税等は含まれません。 

  

  【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21年２月１日 至 平成21年４月30日) 

   在外子会社および重要な在外支店がないため、記載事項はありません。 

  

 【海外売上高】 

  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日) 

   海外売上高がないため、記載事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

不動産賃貸 
関連事業 
（千円）

娯楽サービス
関連事業 
（千円）

飲食その他
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

1,428,588 855,867 381,629 2,666,086 ― 2,666,086

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

131,066 306 397 131,770 (131,770) ―

計 1,559,654 856,174 382,027 2,797,856 (131,770) 2,666,086

営 業 費 用 871,227 780,075 357,848 2,009,152 154,578 2,163,730

営 業 利 益 688,427 76,098 24,178 788,704 (286,348) 502,355

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

   （1） （要約）四半期連結損益計算書

                                                       （単位 千円）

前第１四半期連結累計期間

     （自  平成20年２月 １日

   至  平成20年４月30日）

科  目 金  額

 Ⅰ 売上高 2,754,734

 Ⅱ 売上原価 1,960,884

    売上総利益 793,850

 Ⅲ 一般管理費 271,945

    営業利益 521,904

 Ⅳ 営業外収益

   1. 受取利息 14,435

   2. 受取配当金 7,369

    3. 持分法による投資利益 33,905

   4. その他 4,078 59,789

 Ⅴ 営業外費用

    1. 支払利息 3,285

    2. 固定資産除却損 6,171

    3. その他 884 10,341

       経常利益 571,352

     税金等調整前四半期純利益 571,352

       法人税等 210,800

    四半期純利益 360,552
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年４月30日) 

 
(注) 1. 事業区分は主として内部管理上採用している区分によっております。 

 2. 各事業区分の主要事業内容 

   不動産賃貸関連事業 ・・・・土地建物の賃貸、ビルメンテナンスの経営 

   娯楽サービス関連事業・・・・映画館、温浴施設、ボウリング場、ゲームセンターの経営 

     飲食その他事業     ・・・・飲食店、ダービービル売店の経営 

 3. 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は271,945千円であり、その主なものは、 

     連結財務諸表提出会社および連結子会社の管理部門に係る費用であります。  

 4. 金額には消費税等は含まれません。 

  

  【所在地別セグメント情報】 

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

   在外子会社および重要な在外支店がないため、記載事項はありません。 

  

  【海外売上高】 

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

   海外売上高がないため、記載事項はありません。 

  

   （2） セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

不動産賃貸 
関連事業 
（千円）

娯楽サービス
関連事業 
（千円）

飲食その他
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

1,460,900 864,671 429,163 2,754,734 ― 2,754,734

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

141,838 5 402 142,246 (142,246) ―

計 1,602,738 864,677 429,565 2,896,981 (142,246) 2,754,734

営 業 費 用 905,923 796,586 389,042 2,091,551 141,278 2,232,830

営 業 利 益 696,815 68,091 40,523 805,429 (283,525) 521,904
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