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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10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3四半期 5,074 ― 339 ― 181 ― 212 ―

21年1月期第3四半期 4,884 △3.5 368 △3.2 222 △18.5 2,896 ―

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3四半期 13.42 ―

21年1月期第3四半期 182.41 ―

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3四半期 31,467 7,493 23.8 472.40
21年1月期 28,099 7,374 26.2 464.68

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  7,493百万円 21年1月期  7,374百万円

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1月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年1月期 ― 2.50 ―

22年1月期 
（予想）

2.50 5.00

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  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 7,430 14.3 495 8.6 280 7.3 275 △89.1 17.33
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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 

 上記の業績予想は、本資料の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、上記予想に関する事項は、添付資料４ページをご参照ください。 
 
 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。 

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3四半期 16,000,000株 21年1月期  16,000,000株

② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  136,378株 21年1月期  130,504株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 15,866,309株 21年1月期第3四半期 15,880,377株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年２月1日～平成21年10月31日）におけるわが国経済は、昨年より
続く世界的な金融危機の影響により、企業収益は大幅に減少し、雇用情勢の悪化ならびに個人消費の低迷
が続くなか、政府主導の経済対策による持ち直しの動きが見られたものの、本格的な回復には至らず、政
権交代後も依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。  
 このような経済環境のなかで、当社グループは経営戦略に則して保有資産の競争力を高めながら、地理
的側面、財務的側面、営業的側面を含めた持続的成長戦略を描き、事業ポートフォリオの再構築・ 適化
に取り組んでまいりました。 
 当第３四半期連結累計期間の売上高は5,074,573千円、営業利益は339,475千円、経常利益は181,614千
円、四半期純利益は212,965千円となりました。  
 経営成績を事業別セグメントでみると次のとおりであります。 
  
（映画興行事業） 
 映画興行事業におきましては、邦画作品では「ROOKIES－卒業－」「アマルフィ 女神の報酬」「20世
紀少年 終章」、洋画作品では「マンマ・ミーア！」「レッドクリフPartⅡ」「ハリー・ポッターと謎
のプリンス」などの話題作品を上映いたしました。 
 洋画の不振や新型インフルエンザの影響による厳しい状況のなか、直営館においては、他社との差別化
とリピーター増を目指した取り組みを行ってまいりました。その一環として、本年５月より毎月16日を
「ＯＳ ＤＡＹ」として割引料金でご鑑賞いただけるサービスを開始いたしました。 
 「ＯＳシネマズミント神戸」では、次世代の顧客ニーズに対応した、よりエンタテインメント性の高い
コンテンツの上映が可能となる 新鋭デジタルシネマシステムを２スクリーンに導入し、８月公開の「ボ
ルト」より３Ｄ（立体映像）上映を開始いたしました。また、ロビーコンサート等のイベントを定期的に
実施するなど、より魅力ある施設づくりを目指してまいりました。さらに、地域貢献と次世代の育成を図
る社会貢献活動として「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」に参画し、障がいをもつお子様と、
そのご家族をご招待して特別上映会を実施いたしました。 
 「ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ」は昨年11月のオープン以来、順調に稼働し、収益に大幅に寄与いたしま
したが、「ＯＳシネマズミント神戸」「姫路ＯＳ」は前期実績を下回り、売上高は1,626,610千円とな
り、営業損失は7,939千円となりました。 
  
（不動産賃貸・販売事業） 
 不動産賃貸業界は、景気低迷の影響を受け、空室率の上昇と賃料相場の下落傾向が続く厳しい状況とな
っております。 
 このような状況のなか、不動産賃貸・販売事業におきましては、より安定した収益基盤の確立を目指
し、本年２月に取得した東京都所在のオフィスビル「内神田ＯＳビル」「丸石新橋ビル」の２棟が稼働し
収益に寄与いたしました。 
 また、９月に美装化工事が完工した「梅田楽天地ビル」につきましては、新たに話題性の高い９店舗を
誘致し、魅力溢れる商業施設として生まれ変わることができました。 
 なお、当第３四半期連結会計期間末における保有ビルの稼働率は97.2％となりました。 
 一方、２月に竣工した事業用収益マンション「メルヴェーユ十三東」は順調に稼働しております。 
 売上高は2,300,603千円となり、営業利益は912,995千円となりました。 
  
（ホテル事業） 
 大阪のホテル業界は、景気低迷や新型インフルエンザの影響により需要が減少し、低価格による客室販
売競争は熾烈な状況が続いております。 
 このような状況のなか、「梅田ＯＳホテル」におきましては、インターネットからの予約獲得に重点を
置き、ホームページの刷新とＷＥＢ予約システムの強化を行い、各社宿泊サイトに多種多様なプランを提
供し収益の向上に努めてまいりました。 
 また、諸経費の削減に努めるとともに、業務の効率化を目指して本年８月に新ホテルシステムを導入い
たしました。 
 設備面においては、廊下カーペットの張替えや客室改修工事など、継続的に美装化を行ってまいりまし
た。 
 ＷＥＢ予約は好調に推移いたしましたが、周辺ホテルとの価格競争の激化により客室単価が下落し、売
上高は423,383千円となり、営業利益は12,888千円となりました。 
  

・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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（飲食事業） 
 飲食業界におきましては、不況による消費者の生活防衛意識の高まりに加え、新型インフルエンザや天
候不順等の不測の事態にさらされ、外食離れが顕著化し、厳しい状況が続いております。 
 このような状況を脱すべく、飲食事業におきましては、「安全、安心でよりおいしい商品を常に提供す
る」ことを第一に、新メニューの創出を行ってまいりました。また、お客様に喜んでいただける店舗づく
りに傾注し、近隣の競合店舗との差別化を図るべく、接客サービスの向上、多様なキャンペーンや店内外
の美装化を実施し、販売強化に努めてまいりました。 
 売上高は314,856千円となり、営業利益は18,691千円となりました。 
  
（その他事業） 
 その他事業におきましては、本年３月に「梅田楽天地ビル」内のアミューズメント店舗を整理したこと
に加え、「ナムコランド三宮店」の減収により、売上高は409,119千円となり、営業利益は36,593千円と
なりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況に関する分析 
 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して、総資産 

 は3,368,116千円の増加となりました。これは主に現金及び預金の減少550,339千円があったもの 
 の、たな卸資産の増加401,405千円および有形固定資産の増加3,529,569千円があったためであり 
 ます。 
  負債につきましては3,248,390千円の増加となりました。これは主に短期・長期借入金の増加 
 2,992,127千円および社債の増加700,000千円によるものであります。 
  純資産につきましては119,725千円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加  
 133,630千円によるものであります。 
  
(2)キャッシュ・フローの状況に関する分析 
 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は356,849千 

 円となり、前連結会計年度末に比べ550,339千円の減少となりました。 
  当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり 
 であります。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 営業活動による資金の増加は16,337千円となりました。主な増加要因は、減価償却費621,998千 

 円、支払利息169,384千円および預り金の増加額168,474千円であり、主な減少要因は、たな卸資産 
 の増加額401,405千円、仕入債務の減少額59,360千円、未払金及び未払費用の減少額71,062千円お 
 よび預り保証金の減少額395,039千円であります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 投資活動による資金の減少は4,166,090千円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得に 

 よる支出4,206,956千円であります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
 財務活動による資金の増加は3,599,413千円となりました。主な増加要因は、長期借入れによる 

 収入5,180,000千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出2,159,873千円でありま 
 す。 

 平成22年１月期の連結業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、本資料の公表 
 時点において、平成21年９月14日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表しました通 
 期業績予想に変更はありません。 
  

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
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 該当事項はありません。 
  

(簡便な会計処理) 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化 
 がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお 
 ります。 

②たな卸資産の評価方法 

 たな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 
 を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算 
 定する方法によっております。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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、前連結会計年度において使用した将 
 来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  
(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等の適用 

 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。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 従来、販売用不動産については、個別法による原価法、商品・貯蔵品については、先入先出法 
 による原価法により評価しておりましたが、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、販売用不動産については、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)、商品・貯蔵品については、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)により評価しております。 
  これにより、損益に与える影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

 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」(企業会計基準委員会 平成５ 
 年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計 
 基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業 
 会計基準適用指針第16号)が平成20年４月１日以後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よう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。 
  これにより、損益に与える影響はありません。 

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)

(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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(追加情報) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、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)を契機として見直しを行った結 
 果、改正後の法定耐用年数を適用したほうがより利用実態に適合しているものと判断したため、 
 耐用年数を変更しております。 
  これにより、損益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３四半期連結会計期間末
(平成21年10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 356,849 907,189

売掛金 187,262 212,785

たな卸資産 1,710,040 1,308,635

前払費用 95,818 84,369

繰延税金資産 190,851 98,446

その他 50,974 112,432

貸倒引当金 △5,353 △5,362

流動資産合計 2,586,443 2,718,495

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,507,299 21,388,311

減価償却累計額 △10,790,695 △10,440,910

建物及び構築物（純額） 11,716,603 10,947,401

機械装置及び運搬具 321,748 265,844

減価償却累計額 △133,461 △119,619

機械装置及び運搬具（純額） 188,287 146,224

工具、器具及び備品 752,771 799,756

減価償却累計額 △515,641 △554,166

工具、器具及び備品（純額） 237,129 245,590

土地 15,103,710 12,376,945

有形固定資産合計 27,245,730 23,716,161

無形固定資産   

ソフトウエア 156,535 154,958

その他 12,693 13,969

無形固定資産合計 169,229 168,927

投資その他の資産   

投資有価証券 334,283 367,623

長期貸付金 10,740 15,819

長期前払費用 205,045 220,195

差入保証金 509,254 509,954

建設協力金 389,571 383,911

繰延税金資産 4,431 4,426

その他 1,799 1,799

貸倒引当金 △7,909 △7,909

投資その他の資産合計 1,447,216 1,495,819

固定資産合計 28,862,176 25,380,909

繰延資産   

社債発行費 18,900 －

繰延資産合計 18,900 －

資産合計 31,467,520 28,099,404
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10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 101,869 161,230

短期借入金 3,101,060 2,407,888

未払金 154,584 171,634

未払法人税等 16,071 171,832

未払消費税等 8,398 12,592

未払費用 234,887 236,492

賞与引当金 87,484 38,939

関係会社事業損失引当金 － 36,174

その他 482,043 247,178

流動負債合計 4,186,399 3,483,964

固定負債   

社債 1,700,000 1,000,000

長期借入金 10,942,850 8,643,895

長期預り保証金 2,466,589 2,861,628

繰延税金負債 1,595,573 1,611,933

再評価に係る繰延税金負債 2,760,937 2,760,937

退職給付引当金 321,254 362,856

固定負債合計 19,787,205 17,241,250

負債合計 23,973,605 20,725,214

純資産の部   

株主資本   

資本金 800,000 800,000

資本剰余金 66,648 66,648

利益剰余金 3,637,442 3,503,811

自己株式 △87,442 △84,614

株主資本合計 4,416,648 4,285,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,799 53,875

土地再評価差額金 3,034,467 3,034,467

評価・換算差額等合計 3,077,266 3,088,343

純資産合計 7,493,915 7,374,189

負債純資産合計 31,467,520 28,099,404
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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21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 5,074,573

売上原価 4,021,316

売上総利益 1,053,256

一般管理費 713,780

営業利益 339,475

営業外収益  

受取利息 6,507

受取配当金 14,039

その他 5,402

営業外収益合計 25,949

営業外費用  

支払利息 169,384

その他 14,425

営業外費用合計 183,810

経常利益 181,614

特別利益  

関係会社事業損失引当金戻入額 10,391

固定資産売却益 5,632

特別利益合計 16,023

特別損失  

固定資産除却損 64,969

特別損失合計 64,969

税金等調整前四半期純利益 132,668

法人税、住民税及び事業税 20,783

法人税等調整額 △101,080

法人税等合計 △80,296

四半期純利益 212,965
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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21年２月１日 
 至 平成21年10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 132,668

減価償却費 621,998

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） △36,174

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,601

受取利息及び受取配当金 △20,546

支払利息 169,384

有形固定資産売却損益（△は益） △5,632

有形固定資産除却損 64,739

売上債権の増減額（△は増加） 25,522

たな卸資産の増減額（△は増加） △401,405

長期前払費用の増減額（△は増加） 4,390

仕入債務の増減額（△は減少） △59,360

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △71,062

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,194

預り金の増減額（△は減少） 168,474

預り保証金の増減額（△は減少） △395,039

その他 181,145

小計 333,300

利息及び配当金の受取額 14,889

利息の支払額 △166,358

法人税等の支払額 △165,493

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,337

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △4,206,956

有形固定資産の売却による収入 65,314

無形固定資産の取得による支出 △39,527

その他 15,078

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,166,090

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 220,000

短期借入金の返済による支出 △248,000

長期借入れによる収入 5,180,000

長期借入金の返済による支出 △2,159,873

社債の発行による収入 680,348

自己株式の取得による支出 △2,828

配当金の支払額 △70,233

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,599,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △550,339

現金及び現金同等物の期首残高 907,189

現金及び現金同等物の四半期末残高 356,849
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10月31日） 

 
(注) １ 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。 

２ 各事業区分の主な事業内容は次のとおりであります。 

 
  

（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21年２月１日 至 平成21年10月31日） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため記載を省略しております。 

  

（海外売上高) 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10月31日） 

 海外売上高がないため記載を省略しております。 

  

 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

映画興行 
事業(千円)

不動産賃貸
・販売事業 
(千円)

ホテル事業
(千円)

飲食事業
(千円)

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

1,626,610 2,300,603 423,383 314,856 409,119 5,074,573 ― 5,074,573

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

― 132,486 ― ― ― 132,486 (132,486) ─

計 1,626,610 2,433,090 423,383 314,856 409,119 5,207,060 (132,486) 5,074,573

 営業利益又は 
 営業損失(△)

△7,939 912,995 12,888 18,691 36,593 973,229 (633,753) 339,475

事業区分 主要事業内容

映画興行事業 映画興行、劇場内売店・広告

不動産賃貸・販売事業 不動産賃貸、土地・建物の売買及び仲介、ビル総合管理

ホテル事業 ホテル、ホテル内売店

飲食事業 飲食店

その他事業 遊戯場、物品販売、その他

(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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                         (単位：千円) 

 
  

「参考」

前年同四半期にかかる財務諸表

(要約）四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年２月１日

 至 平成20年10月31日)

金額

Ⅰ 売上高 4,884,791

Ⅱ 売上原価 3,826,645

売上総利益 1,058,145

Ⅲ 一般管理費 689,931

営業利益 368,214

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 7,095

   その他 12,613

   営業外収益合計 19,708

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 157,676

   その他 8,134

   営業外費用合計 165,811

経常利益 222,111

Ⅵ 特別利益 5,087,950

Ⅶ 特別損失 438,398

  税金等調整前四半期純利益 4,871,663

  法人税等 1,974,872

  四半期純利益 2,896,791
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