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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7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 ％

22年1月期第2四半期 5,350 ― 974 ― 1,072 ― 545 ―
21年1月期第2四半期 5,612 △1.5 1,114 △1.9 1,235 △0.2 748 △0.6

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2四半期 8.86 ―
21年1月期第2四半期 11.85 ―

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2四半期 34,951 25,700 73.5 417.82
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2四半期  25,700百万円 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 ― 3.00
22年1月期 

（予想）
― 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 10,650 △5.6 1,960 △10.6 2,140 △10.3 1,190 △12.3 19.35
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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、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ぺ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2四半期 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2四半期  3,600,365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2四半期 61,518,672株 21年1月期第2四半期 63,175,071株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費に持ち直しの兆しがあるものの、昨年終盤からの
世界的な金融危機の影響により、企業収益や民間設備投資は大きく落ち込み、雇用情勢も一層悪化し、景気は依
然として厳しい状況が続きました。 

このような状況下にあって当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は5,350百万円と前年同四半期に比べ
262百万円（4.7%）の減収となり、営業利益は974百万円と前年同四半期に比べ139百万円（12.5%）の減益、経常利
益は1,072百万円と前年同四半期に比べ162百万円（13.2%）の減益、四半期純利益は、特別損失として、再開発の
ため平成22年１月31日をもって閉鎖する浅草事業場の固定資産除却損の見込額を計上いたしましたので、545百
万円と前年同四半期に比べ203百万円（27.2%）の減益となりました。 
 なお、増減率（前年同期比）につきましては、適用される会計基準が異なるため、参考情報として記載しておりま
す。 

 

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、楽天地ダービービル東館・西館は堅調に稼働いたしましたが、楽天地ビルにおきまして

一部テナントの賃料減額要請を受け入れ、また、昨年12月に新宿事業場を閉鎖いたしましたので、前年同四半期
を下回りました。 
 ビルメンテナンス事業では、官公庁関係は順調に推移いたしましたが、大口の契約先におきまして、期間満了や
随意契約から競争入札への変更により受注額が減少いたしましたので、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2,797百万円と前年同四半期に比べ130百万円（4.5%）の減収とな
り、営業利益は1,300百万円と前年同四半期に比べ122百万円（8.6%）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、邦画では「ＲＯＯＫＩＥＳ－卒業－」「名探偵コナン」シリーズ、「剱岳」、洋画では「レッドクリフ
PartⅡ」「天使と悪魔」「ハリーポッター」シリーズ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」は、オープン以来３年を経て、本年４月に入館者が200万人を突破
するなど堅調に稼働いたしましたが、「楽天地グランドサウナ」「楽天地レディスサウナ」がいずれも落ち込みましたた
め、前年同四半期を下回りました。 
 ボウリング事業では、「楽天地浅草ボウル」におきましては、来年１月末に閉館する影響もあり、一般顧客が減少
し、前年同四半期を下回りました。 
 ゲームセンター事業では、本年５月にミニコートを設置した「楽天地フットサルコート錦糸町」が順調に稼働いたし
ましたものの、錦糸町および浅草の「ゲームスポットＲ」は、レジャーに対する出費を抑制する時流や近隣競合店の
影響を受けましたため、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1,765百万円と前年同四半期に比べ40百万円（2.2%）の減収とな
りましたが、映画興行事業が昨年に比べ好調だったことや、各事業所において原価低減に努めたことにより、営業
利益は169百万円と前年同四半期に比べ12百万円（8.0%）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、消費者の低価格店や内食への強い志向の影響もあ
り、前年同四半期を下回りました。また、ドトールコーヒー系フランチャイズ店11店は、近隣競合店との競争が激化い
たしましたため、前年同四半期を下回りました。 
 その他の事業では、ダービービル売店はウインズ来館者減少の影響を受け、また、宝くじ販売につきましても、全
国的な販売額減少のなか、当社グループにおきましてもジャンボ宝くじ、数字選択式宝くじともに販売額が減少いた
しましたので、前年同四半期を下回りました。 
 以上の結果、飲食その他事業の売上高は786百万円と前年同四半期に比べ91百万円（10.5%）の減収となり、営業
利益は65百万円と前年同四半期に比べ33百万円（34.2%）の減益となりました。 
  
 なお、増減率（前年同期比）につきましては、適用される会計基準が異なるため、参考情報として記載しておりま
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
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は34,951百万円と前連結会計年度末に比べ106百万円の減少
となりました。これは主として、現金及び預金476百万円の増加、建物及び構築物430百万円の減少、投資有価証
券374百万円の減少によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は9,250百万円と前連結会計年度末に比べ554百万円の減
少となりました。これは主として、未払法人税等182百万円の減少、事業整理損失引当金180百万円の増加による
ものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は25,700百万円と前連結会計年度末に比べ448百万円の
増加となりました。これは主として、利益剰余金360百万円の増加、その他有価証券評価差額金93百万円の増加
によるものであります。 

不動産賃貸関連事業は、主力の楽天地ビルにおいて一部テナントの賃料を減額した影響があるものの、引き
続き高水準で稼働することを見込んでおりますが、ビルメンテナンス事業において受注価格競争が激化している
ことなどから、売上高、営業利益とも前年同期を下回ると予想しております。 
  娯楽サービス関連事業は、映画興行事業において上半期にヒット作品があったものの、その他の各事業所で
は、昨年来の景気低迷の影響を引き続き受けるものと考えられることから、通期では売上高、営業利益とも前年同
期を下回る見込みであります。 
  飲食その他事業では、最近の低価格競争や消費者が飲食や娯楽を家庭内で完結させる「巣ごもり現象」など
の厳しい景気動向が影響して売上高が低迷し、営業利益についても前年同期を大きく下回る見込みであります。
  以上の結果、通期の連結の業績予想は下表のとおりでありますが、上半期の実績と現在の状況とを踏まえて、
売上高、営業利益、経常利益および当期純利益について平成21年６月３日発表の数値を変更しております。ま
た、業績予想につきましては、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。   

 
    （22年１月期 連結業績予想） 

 
 
    （22年１月期 事業の種類別セグメントの業績予想） 

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

 
3. 連結業績予想に関する定性的情報

（通期の見通し）

通期予想（百万円） 前期実績（百万円） 対前期増減率（％）

売   上   高 10,650 11,276 △ 5.6

営 業 利 益 1,960 2,191 △ 10.6

経 常 利 益 2,140 2,385 △ 10.3

当期純利益 1,190 1,357 △ 12.3

不動産賃貸関連事業 娯楽サービス関連事業 飲食その他事業

売
上
高

通期予想（百万円） 5,476 3,582 1,592

前期実績（百万円） 5,845 3,720 1,711

対前期増減率（％） △ 6.3 △ 3.7 △ 7.0

営
業
利
益

通期予想（百万円） 2,636 330 137

前期実績（百万円） 2,766 359 197

対前期増減率（％） △ 4.7 △ 8.2 △ 30.3
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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２四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軽微であります。 

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。 

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２四半期連結会計期間末
(平成21年７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21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,080,939 1,604,485

売掛金 267,673 315,472

有価証券 3,768,508 3,770,968

その他 424,390 417,147

貸倒引当金 △1,142 △1,390

流動資産合計 6,540,369 6,106,684

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,262,829 17,693,143

土地 2,305,112 2,305,112

その他（純額） 369,833 424,982

有形固定資産合計 19,937,774 20,423,238

無形固定資産 229,841 230,919

投資その他の資産   

投資有価証券 5,935,603 6,309,687

その他 2,307,414 1,986,950

投資その他の資産合計 8,243,018 8,296,638

固定資産合計 28,410,634 28,950,796

資産合計 34,951,004 35,057,480
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７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21年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 420,480 382,038

未払法人税等 358,912 541,796

賞与引当金 53,937 54,307

アスベスト対策工事引当金 100,000 100,000

事業整理損失引当金 180,000 －

その他 1,075,870 1,433,663

流動負債合計 2,189,199 2,511,805

固定負債   

退職給付引当金 584,241 593,907

役員退職慰労引当金 142,474 188,822

受入保証金 6,334,169 6,510,123

固定負債合計 7,060,885 7,292,852

負債合計 9,250,084 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 20,280,561 19,920,001

自己株式 △1,407,144 △1,401,385

株主資本合計 25,297,989 24,943,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 402,930 309,633

評価・換算差額等合計 402,930 309,633

純資産合計 25,700,919 25,252,822

負債純資産合計 34,951,004 35,057,480
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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21年２月１日 
  至 平成21年７月31日) 

売上高 5,350,025

売上原価 3,834,644

売上総利益 1,515,380

一般管理費 540,779

営業利益 974,601

営業外収益  

受取利息 34,466

受取配当金 36,693

持分法による投資利益 65,681

その他 9,788

営業外収益合計 146,631

営業外費用  

支払利息 25,804

固定資産除却損 17,616

その他 4,891

営業外費用合計 48,313

経常利益 1,072,919

特別利益  

会員権売却益 16,554

特別利益合計 16,554

特別損失  

事業整理損失引当金繰入額 180,000

特別損失合計 180,000

税金等調整前四半期純利益 909,473

法人税等 364,332

四半期純利益 545,141
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
 (自 平成21年５月１日 
  至 平成21年７月31日) 

売上高 2,683,938

売上原価 1,946,411

売上総利益 737,527

一般管理費 265,281

営業利益 472,245

営業外収益  

受取利息 16,781

受取配当金 24,325

持分法による投資利益 32,878

その他 5,249

営業外収益合計 79,236

営業外費用  

支払利息 12,615

固定資産除却損 15,173

その他 4,891

営業外費用合計 32,681

経常利益 518,801

特別利益  

会員権売却益 16,554

特別利益合計 16,554

特別損失  

事業整理損失引当金繰入額 180,000

特別損失合計 180,000

税金等調整前四半期純利益 355,355

法人税等 128,532

四半期純利益 226,823
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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号

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２四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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540,779千円であり、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２四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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２四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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

2,797,432 1,765,902 786,689 5,350,025 ― 5,350,025

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

260,930 1,335 681 262,947 (262,947) ―

計 3,058,363 1,767,238 787,371 5,612,972 (262,947) 5,350,025

営 業 費 用 1,757,387 1,597,817 722,125 4,077,329 298,093 4,375,423

営 業 利 益 1,300,976 169,420 65,245 1,535,642 (561,041) 974,601

 

(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） 中間連結損益計算書

                                                         （単位 千円）

前中間連結会計期間

     （自  平成20年２月 １日

   至  平成20年７月31日）

科  目 金  額

 Ⅰ 売上高 5,612,981

 Ⅱ 売上原価 3,954,310

    売上総利益 1,658,670

 Ⅲ 一般管理費 544,581

    営業利益 1,114,088

 Ⅳ 営業外収益

   1. 受取利息 30,404

   2. 受取配当金 41,335

    3. 持分法による投資利益 65,515

   4. その他 9,231 146,487

 Ⅴ 営業外費用

    1. 支払利息 5,990

    2. 固定資産除却損 14,189

    3. その他 4,807 24,987

       経常利益 1,235,588

     税金等調整前中間純利益 1,235,588

         法人税、住民税及び事業税 500,000

       法人税等調整額 △ 12,754 487,245

    中間純利益 748,343
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前中間連結会計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31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544,581千円であり、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】 

前中間連結会計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31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】 

  前中間連結会計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31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

2,928,378 1,806,083 878,519 5,612,981 ― 5,612,981

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

276,717 625 731 278,074 (278,074) ―

計 3,205,095 1,806,709 879,251 5,891,055 (278,074) 5,612,981

営 業 費 用 1,781,983 1,649,845 780,157 4,211,986 286,905 4,498,892

営 業 利 益 1,423,111 156,863 99,093 1,679,068 (564,979) 1,114,088
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