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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 21,117 ― 2,044 ― 2,137 ― 1,118 ―
21年2月期第3四半期 20,326 △11.6 1,860 △22.1 1,956 △22.4 1,128 △36.0

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3四半期 20.17 ―
21年2月期第3四半期 20.34 ―

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3四半期 49,188 36,580 60.1 532.84
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3四半期  29,557百万円 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3四半期 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3四半期  216,544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3四半期 55,472,782株 21年2月期第3四半期 55,482,681株
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当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日）におけるわが国経済は、輸出

や生産、個人消費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３四半期

連結累計期間の営業収入は211億１千７百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益は20億４千４百万円（前

年同期比9.9％増）、経常利益は21億３千７百万円（前年同期比9.2％増）、四半期純利益は11億１千８百

万円（前年同期比0.9％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、依然として空室率の上昇が続くなどオフィス需要の回復は鈍く、賃料水

準も弱含みで推移するなど、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、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46億８千７百万円（前年同期比4.9％

増）、営業利益は22億２千万円（前年同期比0.6％増）となりました。  

 当第３四半期連結累計期間中、昨年４月に取得の秋田、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月にそれぞれ稼働、８月には長岡市所在の事業用地を取得、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。また、11月に岡山市所在の商業施設の土地・建物を取得し「岡山建

物」として即日稼働いたしました。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、外食離れが一層強まるとともに低

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、メニューの改編を行う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３四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オリジナル性の高い商品の

選定、製作並びに高速道路内売店への飲食物品等の販売など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、映画興行は全体的に低調な成績でいずれも前年同期比減収、また、

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、今期より通期稼働の

マリーナ事業は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の増加により、両事業ともに売上高は前年同期を大幅

に上回りました。 

 この結果、当事業全体の売上高は46億４百万円（前年同期比6.4％減）となり、営業損益は８千６百万

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

東宝不動産㈱（8833）平成22年２月期第３四半期決算短信

3



（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122億３千２百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は７億

９千７百万円（前年同期比27.1％増）となりました。 

  

 以上の営業収入合計額215億２千４百万円よりセグメント間の内部売上高等４億７百万円を控除した額

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３四半期連結会計期間末における資産合計は、事業用土地建物の取得等による有形固定資産の

増加、未成工事支出金、短期貸付金の減少等により前連結会計年度末に比べ５億５千２百万円増加し

491億８千８百万円となりました。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ３千９百万円減少し126億8百万円となりました。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５億９千１百万円増加し365億８千万円となりました。こ

れは利益剰余金の増加等によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成21年10月15日発表の予想から変更はありません。 

  
  

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

用しております。  

（借手側）  

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

から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。  

 また、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、残存価額をゼロとする

定額法によっております。 

 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。 

（貸手側） 

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

から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース投資資産として計上しております。 

 また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上

原価を計上する方法によっております。  

 この結果、当第３四半期連結会計期間末において、リース投資資産が流動資産の「その他」に

170,906千円計上されております。なお、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。 

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,084,530 3,709,968

受取手形及び売掛金 3,242,457 3,077,608

有価証券 2,550,487 2,454,946

未成工事支出金 98,083 432,377

短期貸付金 5,611,580 6,111,140

その他 884,640 784,615

貸倒引当金 △48,297 △33,702

流動資産合計 16,423,482 16,536,953

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,253,647 10,661,858

土地 14,222,357 13,250,205

その他（純額） 1,036,935 1,617,771

有形固定資産合計 26,512,940 25,529,834

無形固定資産 248,449 136,962

投資その他の資産   

投資有価証券 3,459,371 3,798,923

差入保証金 1,498,142 1,521,869

その他 1,281,893 1,374,630

貸倒引当金 △235,294 △262,291

投資その他の資産合計 6,004,112 6,433,131

固定資産合計 32,765,501 32,099,928

資産合計 49,188,983 48,636,882
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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11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,429,618 1,702,199

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 697,774 521,516

賞与引当金 180,673 114,184

その他 2,210,129 2,056,879

流動負債合計 4,618,194 4,494,779

固定負債   

長期借入金 50,000 125,000

退職給付引当金 661,361 634,924

長期預り保証金 6,157,606 6,235,384

その他 1,121,712 1,158,220

固定負債合計 7,990,680 8,153,529

負債合計 12,608,875 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 23,561,438 22,997,316

自己株式 △107,820 △107,216

株主資本合計 28,391,824 27,828,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,166,123 1,261,405

評価・換算差額等合計 1,166,123 1,261,405

少数株主持分 7,022,160 6,898,862

純資産合計 36,580,107 35,988,573

負債純資産合計 49,188,983 48,636,882
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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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業収入 21,117,122

営業費用 17,420,337

営業総利益 3,696,785

一般管理費 1,652,701

営業利益 2,044,083

営業外収益  

受取利息 49,223

受取配当金 38,205

その他 40,792

営業外収益合計 128,221

営業外費用  

支払利息 4,108

持分法による投資損失 17,292

その他 13,838

営業外費用合計 35,239

経常利益 2,137,064

特別利益  

保険解約返戻金 155,449

その他 93,480

特別利益合計 248,929

特別損失  

投資有価証券評価損 100,250

その他 28,077

特別損失合計 128,327

税金等調整前四半期純利益 2,257,666

法人税、住民税及び事業税 1,003,298

法人税等調整額 △83,729

法人税等合計 919,568

少数株主利益 219,245

四半期純利益 1,118,852
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業収入 6,792,665

営業費用 5,646,457

営業総利益 1,146,208

一般管理費 534,295

営業利益 611,912

営業外収益  

受取利息 11,290

受取配当金 10,068

デリバティブ評価益 9,150

その他 11,817

営業外収益合計 42,325

営業外費用  

支払利息 1,118

その他 2,821

営業外費用合計 3,940

経常利益 650,298

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7,604

抱合せ株式消滅差益 17,493

その他 2,780

特別利益合計 27,877

特別損失  

貸倒引当金繰入額 11,722

特別損失合計 11,722

税金等調整前四半期純利益 666,453

法人税、住民税及び事業税 329,832

法人税等調整額 △66,979

法人税等合計 262,852

少数株主利益 55,107

四半期純利益 348,493
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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３月１日 
 至 平成21年11月30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 2,257,666

減価償却費 960,980

受取利息及び受取配当金 △87,428

支払利息 4,108

売上債権の増減額（△は増加） △159,378

たな卸資産の増減額（△は増加） 341,933

仕入債務の増減額（△は減少） △272,580

前受金の増減額（△は減少） 74,032

その他 15,111

小計 3,134,444

利息及び配当金の受取額 87,006

利息の支払額 △4,108

法人税等の支払額 △765,017

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,452,324

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 △2,106,508

有形固定資産の売却による収入 125,522

無形固定資産の取得による支出 △153,081

貸付けによる支出 △23,430

貸付金の回収による収入 522,685

保険積立金の積立による支出 △105,157

保険積立金の解約による収入 292,644

その他 14,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,302,329

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 △75,000

配当金の支払額 △524,893

少数株主への配当金の支払額 △83,733

その他 △12,071

財務活動によるキャッシュ・フロー △695,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 454,297

現金及び現金同等物の期首残高 5,573,515

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

12,805

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,040,618
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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３月１日 至 平成21年11月30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 4,446,250 4,438,591 12,232,280 21,117,122 ─ 21,117,122

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

241,226 166,265 ─ 407,491 (407,491) ─

計 4,687,476 4,604,857 12,232,280 21,524,614 (407,491) 21,117,122

  営業利益又は営業損失(△) 2,220,131 △86,761 797,043 2,930,413 (886,329) 2,044,083

(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）（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

科   目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成20年３月１日 

  至 平成20年11月30日)

金額(千円)

Ⅰ 営業収入 20,326,141

Ⅱ 営業費用 16,879,790

   営業総利益 3,446,351

Ⅲ 一般管理費 1,585,893

   営業利益 1,860,458

Ⅳ 営業外収益 189,824

 １ 受取利息及び配当金 109,572

 ２ 持分法による投資利益 14,274

 ３ その他 65,977

Ⅴ 営業外費用 93,638

 １ 支払利息 3,843

 ２ その他 89,795

   経常利益 1,956,644

Ⅵ 特別利益 277,771

 １ 保険解約返戻金 178,917

 ２ 投資有価証券売却益 17,630

 ３ その他 81,224

Ⅶ 特別損失 98,508

 １ 貸倒引当金繰入額 18,758

 ２ その他 79,750

   税金等調整前四半期純利益 2,135,906

   法人税等 783,692

   少数株主利益 223,620

   四半期純利益 1,128,594
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（２）（要約）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20年３月１日  

  至 平成20年11月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 2,135,906

 ２ 減価償却費 1,012,706

 ３ 受取利息及び受取配当金 △109,572

 ４ 支払利息 3,843

 ５ 投資有価証券売却損益 △15,720

 ６ 売上債権の増減額(増加は△) 1,301,460

 ７ たな卸資産の増減額(増加は△) 12,247

 ８ 仕入債務の増減額(減少は△) 39,094

 ９ 前受金の増減額(減少は△) 56,107

 10 その他 △211,724

    小計 4,224,348

 11 利息及び配当金の受取額 109,287

 12 利息の支払額 △4,135

 13 法人税等の支払額 △425,638

 14 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 3,925,356

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の売却・償還による収入 42,883

 ２ 少数株主持分の取得による支出 △303,367

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △2,790,906

 ４ 有形固定資産の売却による収入 90,322

 ５ 貸付による支出 △2,722,800

 ６ 保険積立金の積立による支出 △110,282

 ７ 保険積立金の解約等による収入 576,556

 ８ その他 524,596

   投資活動によるキャッシュ・フロー △4,692,996

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入れによる収入 300,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △276,000

 ３ 自己株式の取得による支出 △6,773

 ４ 配当金の支払額 △633,986

 ５ 少数株主への配当金の支払額 △85,051

   財務活動によるキャッシュ・フロー △701,811

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,469,451

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四半期末残高 5,591,534
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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20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

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 4,210,144 4,734,891 11,381,106 20,326,141 ― 20,326,141

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

259,109 182,463 ― 441,573 (441,573) ―

計 4,469,254 4,917,354 11,381,106 20,767,714 (441,573) 20,326,141

営業利益又は営業損失(△) 2,206,331 △155,222 627,295 2,678,404 (817,945) 1,860,458
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