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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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2月期第2四半期 14,324 ― 1,432 ― 1,486 ― 770 ―
21年2月期第2四半期 14,155 △15.9 1,486 △23.1 1,640 △20.3 863 △43.2

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2月期第2四半期 13.89 ―
21年2月期第2四半期 15.55 ―

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2月期第2四半期 49,184 36,639 60.2 534.01
21年2月期 48,636 35,988 59.8 524.39

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  29,623百万円 21年2月期  29,089百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年2月期 ― 5.00
22年2月期 

（予想）
― 5.00 10.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  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

通期 27,000 △0.9 2,500 5.5 2,600 5.9 1,400 3.4 25.24
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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）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。 
  本資料に記載されている業績予想につきましては、発表日現在で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2月期第2四半期 55,688,795株 21年2月期  55,688,795株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  216,353株 21年2月期  215,236株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 55,472,974株 21年2月期第2四半期 55,485,471株
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当第２四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８月31日）におけるわが国経済は、輸出

や生産に持ち直しの動きが見られるものの、企業収益は大幅に減少し、雇用情勢が一段と悪化するなど、

景気は厳しい状況で推移いたしました。  

 このような状況の中で、当社グループは各事業がそれぞれ業績の向上に努めました結果、当第２四半期

連結累計期間の営業収入は143億２千４百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は14億３千２百万円（前

年同期比3.6％減）、経常利益は14億８千６百万円（前年同期比9.4％減）、四半期純利益は７億７千万円

（前年同期比10.7％減）となりました。  

  

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。（業績については、セグメント間の内部売上高

等を含めて記載しております。） 

（不 動 産 事 業） 

 不動産事業を取り巻く環境は、空室率の上昇が続くなど依然としてオフィス需要の回復は鈍く、また、

全国的な地価の下落傾向が見られるなど、予断を許さない事業環境にあります。このような状況の中で、

当社グループは収益性・将来性に優れた新規賃貸物件の取得に努めるとともに、ビル諸設備等の改修・改

善、テナントへのきめ細かな対応を図るなど、積極的な営業活動を展開いたしました結果、当事業の売上

高は30億９千４百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は14億８千万円（前年同期比1.9％増）となりま

した。  

 当第２四半期連結累計期間中、昨年４月に取得した秋田、苫小牧両市の事業用地は「秋田建物」「苫小

牧東土地」として本年３月それぞれ稼働いたしました。また、８月には長岡市所在の事業用地を新たに取

得し、明年６月の稼働を目途に商業施設の開発を進めております。なお、大阪市所在の賃貸建物「豊崎舞

台製作所」は再開発のため８月に閉鎖いたしました。  

（飲食・その他事業） 

 飲食事業におきましては、景気後退に伴う節約志向の高まりにより低価格競争が激しさを増し、また、

一部地域において新型インフルエンザ発生による影響が見られるなど、事業環境は依然として厳しい状況

が続いております。このような中で当社グループは、消費者のニーズに対応した販売促進フェアの実施や

メニューの改編、商品価値の向上を図るなど集客に努めましたが、店舗閉鎖の影響などもあり売上高は前

年同期を下回りました。  

 なお、本年４月契約先の都合により１店舗を閉店いたしました結果、当第２四半期連結会計期間末現在

の店舗数は35店舗であります。  

 物販事業につきましては、劇場内売店における演劇の作品と観客層に適した商品の選定、製作並びに高

速道路内売店への飲食物品等の販売等売上げの向上に努めましたが、前年同期比減収となりました。  

 保険事業は長期契約の減少により、映画興行は全般に低調な成績でいずれも前年同期比減収、介護付有

料老人ホーム「ＳＯＬ星が丘」を運営する介護事業は、入居者の増加により売上高は前年同期を大幅に上

回りました。  

 また、マリーナ事業は今期より通期稼働となり、ヨットレースの開催等各種イベントの実施やクラブハ

ウスの改修等設備の充実を図り、積極的な事業運営を行いました結果、マリーナ利用契約者が増加するな

ど順調に推移いたしました。  

 この結果、当事業全体の売上高は30億８千１百万円（前年同期比5.6％減）となりましたが、営業損益

は５千９百万円の損失となりました。 

【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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（道 路 事 業） 

 道路事業は、国及び地方自治体の公共事業費の引き締めによる市場規模の縮小と熾烈な価格競争が依然

として続く厳しい事業環境下で推移いたしました。このような状況の中で、各地区にわたり道路の維持・

清掃及び補修工事の受注増に努めました結果、関西地区の管理路線における集中工事や防災・安全対策関

連作業の受注などもあり、当事業の売上高は84億１千７百万円（前年同期比2.4％増）、営業利益は工事

原価増により６億４百万円（前年同期比8.1％減）となりました。  

  

 以上の営業収入合計額145億９千３百万円よりセグメント間の内部売上高等２億６千９百万円を控除し

た額が前記営業収入となっております。  

 なお、前年同期比の増減率は参考として記載しております。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金、有価証券の増加並びに事業用土

地建物の取得等による有形固定資産の増加、受取手形及び売掛金、短期貸付金の減少等により前連結

会計年度末に比べ５億４千７百万円増加し491億８千４百万円となりました。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億２百万円減少し125億４千５百万円となりました。これ

は主として買掛金の減少、未払法人税等の増加等によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億５千万円増加し366億３千９百万円となりました。こ

れは利益剰余金及び少数株主持分の増加等によるものであります。 

  

平成22年２月期通期の連結業績予想は、10月９日に別途公表いたしました予想数値であります。詳しく

は、同日の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 
（固定資産の減価償却費の算定方法） 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る

減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

  
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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

規則に基づいて作成しております。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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

(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
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② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

棚卸資産については、従来、未成工事支出金は個別法による原価法、その他の棚卸資産については、

連結財務諸表提出会社は最終仕入原価法による原価法及び連結子会社は主として先入先出法による原価

法を採用しておりましたが、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

会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、未成工事支出金は個別法による

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）、その他の棚卸資産につ

いては、連結財務諸表提出会社は最終仕入原価法による原価法（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）及び連結子会社は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）に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  
③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、 リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 
有形固定資産の耐用年数の変更  

当社及び連結子会社は、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）を契機に、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の見直しを行っております。 こ

の変更による損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年８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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,917,270 3,709,968

受取手形及び売掛金 2,052,652 3,077,608

有価証券 3,019,490 2,454,946

未成工事支出金 265,125 432,377

短期貸付金 5,611,940 6,111,140

その他 700,012 784,615

貸倒引当金 △37,526 △33,702

流動資産合計 16,528,964 16,536,953

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,453,131 10,661,858

土地 13,662,381 13,250,205

その他（純額） 1,066,741 1,617,771

有形固定資産合計 26,182,254 25,529,834

無形固定資産 259,629 136,962

投資その他の資産   

投資有価証券 3,670,752 3,798,923

差入保証金 1,499,707 1,521,869

その他 1,278,314 1,374,630

貸倒引当金 △234,882 △262,291

投資その他の資産合計 6,213,892 6,433,131

固定資産合計 32,655,776 32,099,928

資産合計 49,184,741 48,636,882
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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８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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,212,650 1,702,199

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 651,624 521,516

賞与引当金 131,676 114,184

その他 2,243,233 2,056,879

流動負債合計 4,339,184 4,494,779

固定負債   

長期借入金 75,000 125,000

退職給付引当金 627,480 634,924

長期預り保証金 6,283,290 6,235,384

その他 1,220,443 1,158,220

固定負債合計 8,206,214 8,153,529

負債合計 12,545,398 12,648,308

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,796,907 2,796,907

資本剰余金 2,141,297 2,141,297

利益剰余金 23,490,307 22,997,316

自己株式 △107,718 △107,216

株主資本合計 28,320,794 27,828,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,302,297 1,261,405

評価・換算差額等合計 1,302,297 1,261,405

少数株主持分 7,016,250 6,898,862

純資産合計 36,639,342 35,988,573

負債純資産合計 49,184,741 48,636,882
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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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業収入 14,324,457

営業費用 11,773,880

営業総利益 2,550,576

一般管理費 1,118,406

営業利益 1,432,170

営業外収益  

受取利息 37,933

受取配当金 28,137

その他 27,808

営業外収益合計 93,878

営業外費用  

支払利息 2,989

持分法による投資損失 25,276

その他 11,017

営業外費用合計 39,283

経常利益 1,486,766

特別利益  

保険解約返戻金 155,449

その他 65,603

特別利益合計 221,052

特別損失  

投資有価証券評価損 100,250

その他 16,355

特別損失合計 116,605

税金等調整前四半期純利益 1,591,213

法人税、住民税及び事業税 673,466

法人税等調整額 △16,750

法人税等合計 656,715

少数株主利益 164,138

四半期純利益 770,359

東宝不動産㈱（8833）平成22年２月期第２四半期決算短信

8



【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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業収入 6,692,807

営業費用 5,502,051

営業総利益 1,190,755

一般管理費 577,874

営業利益 612,880

営業外収益  

受取利息 25,029

受取配当金 17,529

その他 10,333

営業外収益合計 52,892

営業外費用  

支払利息 1,460

持分法による投資損失 2,447

その他 658

営業外費用合計 4,567

経常利益 661,205

特別利益  

投資有価証券売却益 40,878

保険解約返戻金 26,962

その他 5,397

特別利益合計 73,238

特別損失  

工事補償費 7,000

貸倒引当金繰入額 2,990

その他 2,277

特別損失合計 12,267

税金等調整前四半期純利益 722,176

法人税、住民税及び事業税 274,930

法人税等調整額 △8,750

法人税等合計 266,180

少数株主利益 68,273

四半期純利益 387,722
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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利益 1,591,213

減価償却費 628,353

受取利息及び受取配当金 △66,070

支払利息 2,989

売上債権の増減額（△は増加） 1,020,145

たな卸資産の増減額（△は増加） 189,324

仕入債務の増減額（△は減少） △489,548

前受金の増減額（△は減少） 159,292

その他 79,326

小計 3,115,026

利息及び配当金の受取額 65,751

利息の支払額 △2,989

法人税等の支払額 △478,558

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,699,230

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却及び償還による収入 130,579

有形固定資産の取得による支出 △1,343,362

有形固定資産の売却による収入 125,249

無形固定資産の取得による支出 △150,296

貸付けによる支出 △17,000

貸付金の回収による収入 519,809

保険積立金の積立による支出 △104,652

保険積立金の解約による収入 292,644

その他 △95

投資活動によるキャッシュ・フロー △547,123

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △50,000

配当金の支払額 △277,424

少数株主への配当金の支払額 △47,279

その他 △8,558

財務活動によるキャッシュ・フロー △383,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,768,845

現金及び現金同等物の期首残高 5,573,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,342,360
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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)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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 
(注) 事業区分の方法及び事業内容 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

・不動産事業…………不動産賃貸等  

・飲食・その他事業…飲食店、劇場売店、映画興行、保険代理業、介護事業、マリーナ運営業務  

・道路事業……………道路維持清掃・維持補修工事、料金収受業、高速道路施設受託運営業務  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

不動産 
事業 
(千円)

飲食・
その他事業 
(千円)

道路
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 2,929,620 2,977,113 8,417,722 14,324,457 ─ 14,324,457

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

164,393 104,659 ─ 269,052 (269,052) ─

計 3,094,014 3,081,773 8,417,722 14,593,510 (269,052) 14,324,457

  営業利益又は営業損失(△) 1,480,810 △59,406 604,974 2,026,378 (594,208) 1,432,170

(6) 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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（１）中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

前中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業収入 14,155,900

Ⅱ 営業費用 11,595,174

営業総利益 2,560,726

Ⅲ 一般管理費 1,074,352

営業利益 1,486,374

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息及び配当金 82,224

２ 持分法による投資利益 16,210

３ その他 71,766 170,201

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 2,522

２ その他 13,683 16,206

経常利益 1,640,368

Ⅵ 特別利益

１ 保険解約返戻金 146,667

２ その他 79,724 226,391

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産臨時償却費 35,828

２ その他 51,276 87,104

税金等調整前中間純利益 1,779,656

法人税、住民税及び事業税 234,535

法人税等調整額 398,643 633,178

少数株主利益 283,445

中間純利益 863,032
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 1,779,656

 ２ 減価償却費 674,674

 ３ 役員退職慰労引当金の増減額(減少は△) △117,572

 ４ 受取利息及び受取配当金 △82,224

 ５ 支払利息 2,522

 ６ 投資有価証券売却損益 1,909

 ７ 固定資産売却損益 △2,686

 ８ 有形固定資産除却損 25,134

 ９ 保険解約返戻金 △146,667

 10 売上債権の増減額(増加は△) 1,611,531

 11 たな卸資産の増減額(増加は△) 156,796

 12 仕入債務の増減額(減少は△) △86,233

 13 未収消費税等の増減額(増加は△) 962

 14 未払消費税等の増減額(減少は△) △34,730

 15 前受金の増減額(減少は△) 89,657

 16 預り保証金の増減額(減少は△) △66,261

 17 その他 △175,290

    小計 3,631,179

 18 利息及び配当金の受取額 82,016

 19 利息の支払額 △2,814

 20 法人税等の支払額 △234,302

 21 法人税等の還付額 21,494

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,497,574

東宝不動産㈱（8833）平成22年２月期第２四半期決算短信

13



  

 
  

（３）セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自平成20年３月１日 至平成20年８月31日) 

前中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △66,000

 ２ 定期預金の払戻による収入 72,000

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △16,500

 ４ 投資有価証券の売却・償還による収入 10,635

 ５ 少数株主持分の取得による支出 △303,367

 ６ 有形固定資産の取得による支出 △1,305,266

 ７ 有形固定資産の売却による収入 85,601

 ８ 貸付による支出 △1,217,300

 ９ 貸付金の回収による収入 542,922

 10 保険積立金の積立による支出 △6,625

 11 保険積立金の解約等による収入 251,962

 12 その他 △16,692

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,968,629

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(減少は△) 90,000

 ２ 長期借入れによる収入  300,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △251,000

 ４ 自己株式の取得による支出 △4,888

 ５ 配当金の支払額 △388,294

 ６ 少数株主への配当金の支払額 △48,812

   財務活動によるキャッシュ・フロー △302,995

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 1,225,949

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,060,986

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 8,286,935

不動産 
事業 
(千円)

飲食・
その他事業
(千円)

道路事業
(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 2,788,703 3,146,651 8,220,545 14,155,900 ― 14,155,900

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

176,719 117,555 ― 294,274 (294,274) ―

計 2,965,423 3,264,206 8,220,545 14,450,174 (294,274) 14,155,900

営業利益又は営業損失(△) 1,452,718 △73,301 658,407 2,037,823 (551,449) 1,486,374
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