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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年9月30日） 
（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        ％

23年 12月期第3四半期 20,368 △14.4 △224     ― △291    ― △2,472    ―
22年12月期第3四半期 23,786    4.1 549   △0.8 471 △10.4 434   49.8

 

 
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

23年 12月期第3四半期 △84.18 ― 
22年 12月期第3四半期 14.80 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 12月期第3四半期 43,448 20,126 46.3 685.28
22年 12月期 42,797 22,627 52.9 770.31

(参考)自己資本 23年12月期第3四半期        20,126百万円 22年12月期      22,627百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年 12月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00   
23年 12月期 ― 0.00 ―   

23年 12月期(予想)    ― ―   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

現時点での期末配当の予想につきましては未定であります。 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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  28,866 △5.8 156 △66.5 18 △95.1  △2,759    ― △93.96

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】4ページ「2．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期3Ｑ 31,937,474株 22年12月期 31,937,474株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 2,567,448株 22年12月期 2,563,630株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 29,370,605株 22年12月期3Ｑ 29,387,134株

 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、不確定な要素を含んでおります。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、業績予想に関する事項については、【添付資料】3 ページ「(3)
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資が増加し、個人消

費に持ち直しの動きが見られたものの、平成23年３月に発生した東日本大震災により、経済活動に甚大

な影響がもたらされ、先行き不透明感が強まるなど、大変厳しい状況で推移いたしました。 

当社におきましても、東北地方及び関東地方に所在するシネマコンプレックス、ボウリング場、マス

ターリースビルにおいて、建物、機械設備等が損傷し、営業の休止を余儀なくされるなど、事業活動に

大きく影響を及ぼしました。 

このような状況のなか、当社グループでは、映像事業、スポーツ・レジャー事業、不動産事業の３事

業ともに、被害を受けた事業所の復旧に努め、早期の営業活動の再開に全社をあげて取り組んでまいり

ました。 

しかしながら、震災の影響等により、売上高は20,368百万円（前年同期比14.4％減）となり、営業損

失は224百万円（前年同期は549百万円の営業利益）、経常損失は291百万円（前年同期は471百万円の経

常利益）となり、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額及び減損損失等を計上した結果、四半期純

損失は2,472百万円（前年同期は434百万円の四半期純利益）となりました。 
  

セグメントの業績は次のとおりであります。 
  

映画興行事業におきましては、東日本大震災により東北地方及び関東地方に所在する多くの直営映

画館において営業の休止を余儀なくされましたが、９月に「１０９シネマズ富谷」の復旧工事が完了

し、当社が運営するすべての映画館にて営業を再開いたしました。 

７月には６サイト目となる「ＩＭＡＸ®デジタルシアター」を「１０９シネマズ木場」(江東区木

場)内に開業いたしました。また、同月から９月末日にかけて東京急行電鉄株式会社などの協力のも

と、「１０９シネマズＥＣＯ（エコ）得＋節電キャンペーン」を実施いたしました。 

上映作品といたしましては、「１０９シネマズ」チェーンを中心とする各映画館において、「ＧＡ

ＮＴＺ」「ＳＰ 革命編」「ブラック・スワン」「カーズ２」「コクリコ坂から」などを上映いたし

ました。 

さらに「ＩＭＡＸ®デジタルシアター」においても、「塔の上のラプンツェル(ＩＭＡＸ®３Ｄ版)」

「パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉(ＩＭＡＸ®３Ｄ版)」「ハリー・ポッターと死の秘宝 Ｐ

ＡＲＴ２(ＩＭＡＸ®３Ｄ版)」「トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン(ＩＭＡＸ®３Ｄ版)」な

どを上映し、好評を博しました。 

映像関連事業といたしましては、９月に開催された「第４回したまちコメディ映画祭ｉｎ台東」に

おける企画協力・運営業務を受託いたしました。 

しかしながら、震災による営業の休止や自粛などの影響に加え、３Ｄ作品において多くのヒットが

生まれた昨年の反動もあり、売上高は9,216百万円、営業損失は388百万円となりました。 

ボウリング、フットサルの両事業におきましては、特にボウリング場において東日本大震災の影響

を受けましたが、４月末までには「葛西とうきゅうボウル」を除くすべての施設において営業を再開

いたしました。また、「葛西とうきゅうボウル」におきましても、10月に復旧工事が完了し、当社が

運営するすべてのボウリング場で営業を再開しております。各施設では、快適に競技を行える施設の

運営に努め、多彩なニーズに対応した各種大会を行い、地域の特性に合わせたサービスの提供に努め

てまいりました。また、スクールや会員交流を目的としたイベント等も充実させ、顧客満足度の一層

の向上をはかってまいりました。 

コンビニエンス事業におきましては、都心を中心に展開するファミリーマート15店舗において、季

節型商材の積極的な販促並びに徹底したコスト削減をはかり、効率的な店舗運営に努めてまいりまし

た。 

飲食事業におきましては、「食彩健美 野の葡萄」「モスバーガー」の各店舗ともに充実したメニ

ューを揃えるとともに、清潔で快適な店舗運営を推進してまいりました。 

しかしながら、震災によるボウリング場等の営業休止並びに予約キャンセルなど業績への影響は大

きく、当事業の売上高は3,789百万円となり、営業利益は39百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

① 映像事業

② スポーツ・レジャー事業
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不動産事業におきましては、中・小オフィスビルの空室率は上昇傾向にあり、賃料減額改定により

賃料水準も下落傾向にあります。当事業の中心である商業ビルにおきましても、テナント企業からの

賃料見直しや誘致競争の激化など、大変厳しい事業環境となりました。 

このような状況のなか、当社直営ビル、マスターリースビルの双方において、オーナー並びにテナ

ント企業に対し、きめ細やかな対応を重ね、継続的に信頼関係を築きながらビルの運営を行ってまい

りました。 

また、ホテル事業につきましては、さらなる顧客満足をはかるため、８月より「広島東急イン」

(広島市中区)の改装工事を実施し、平成24年１月に「ホテル東急ビズフォート広島」として、リニュ

ーアルオープンを予定しております。 

これらを踏まえ、当事業の売上高は6,423百万円となり、営業利益は828百万円となりました。 

ビル管理事業におきましては、オフィスビルを中心にビルメンテナンス・安全管理における高いニ

ーズに応えるとともに、クオリティーの高い技術力とサービスの提供に努めてまいりました。 

アミューズメント事業といたしましては、都心に展開しているゲームセンター「Ｇ－ＲＥＣ’Ｓ」

におきまして、快適な店舗の運営に努めてまいりました。 

また、５月より当社直営として営業開始した流行発信ショップ「ｒａｎＫｉｎｇ ｒａｎＱｕｅｅ

ｎ（ランキンランキン）」は、都心に３店舗展開しており、ブランドの価値向上をはかりながら、話

題の商品・情報を提供してまいりました。 

この結果、当事業の売上高は938百万円となり、営業利益は29百万円となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ651百万円増加し、43,448百万

円となりました。これは主に売掛金が176百万円、繰延税金資産が164百万円、流動資産その他(リー

ス投資資産)が354百万円、流動資産その他(未収入金)が115百万円増加し、有形固定資産が158百万円

減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3,151百万円増加し、23,322百万円となりました。

これは主に長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む）が2,797百万円、資産除去債務が1,270

百万円、その他(リース債務)が299百万円増加し、短期借入金が1,400百万円、その他(預り金)が245

百万円減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,500百万円減少し、20,126百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金が2,560百万円減少したことによるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ75百万円増

加し785百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失2,654百万円、減価償却費1,134

百万円、減損損失708百万円、資産除去債務会計基準適用に伴う影響額520百万円、災害に伴う未払金

等の増加により124百万円の収入（前年同期比1,169百万円減）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出、固定資産の取得等により1,211百万

円の支出（前年同期比374百万円支出減）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金、長期借入金及びファイナンス・リース債務の

返済等があったものの、長期借入金の増加により1,162百万円の収入（前年同期は14百万円の支出）

となりました。 
  

平成23年８月11日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

③ 不動産事業

④ その他

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（総資産、負債及び純資産の状況）

（キャッシュ・フローの状況）

(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。 
  

重要な該当事項はありません。 

該当事項はありません。 
  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失が57,188千円、税金等調整前四半

期純損失が583,296千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変

動額は1,275,836千円であります。 

  

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はあり

ません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 簡便的な会計処理

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
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3. 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23年９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22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 785,724 719,798

売掛金 974,491 798,253

商品 179,795 144,528

貯蔵品 50,672 66,251

繰延税金資産 238,206 65,921

その他 2,059,666 1,616,359

貸倒引当金 △4,023 △3,883

流動資産合計 4,284,533 3,407,229

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,040,846 11,839,586

土地 10,725,430 10,346,926

その他（純額） 1,705,896 1,444,043

有形固定資産合計 23,472,172 23,630,555

無形固定資産 1,010,293 1,034,548

投資その他の資産

投資有価証券 2,345,737 2,387,633

差入保証金 9,874,771 9,847,371

繰延税金資産 808,890 816,585

その他 1,654,538 1,680,610

貸倒引当金 △2,220 △6,940

投資その他の資産合計 14,681,717 14,725,260

固定資産合計 39,164,184 39,390,364

資産合計 43,448,717 42,797,594
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９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22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,519,288 1,457,409

短期借入金 1,900,000 3,300,000

1年内返済予定の長期借入金 803,453 403,399

未払法人税等 8,707 42,955

引当金 92,677 43,362

災害損失引当金 72,553 －

その他 2,745,458 2,853,683

流動負債合計 7,142,138 8,100,811

固定負債

長期借入金 2,471,710 74,307

再評価に係る繰延税金負債 3,249,946 3,249,946

退職給付引当金 306,832 294,085

受入保証金 7,352,469 7,203,626

資産除去債務 1,270,603 －

その他 1,528,322 1,247,792

固定負債合計 16,179,884 12,069,759

負債合計 23,322,023 20,170,570

純資産の部

株主資本

資本金 7,028,813 7,028,813

資本剰余金 7,061,184 7,061,184

利益剰余金 3,133,725 5,694,461

自己株式 △1,378,289 △1,376,432

株主資本合計 15,845,433 18,408,026

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △202,474 △264,739

土地再評価差額金 4,483,735 4,483,735

評価・換算差額等合計 4,281,261 4,218,996

純資産合計 20,126,694 22,627,023

負債純資産合計 43,448,717 42,797,594
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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)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 23,786,522 20,368,336

売上原価 22,464,596 19,853,075

売上総利益 1,321,926 515,261

販売費及び一般管理費 772,862 739,800

営業利益又は営業損失（△） 549,064 △224,539

営業外収益

受取利息 13,799 13,791

受取配当金 22,093 22,987

その他 8,049 11,866

営業外収益合計 43,942 48,646

営業外費用

支払利息 68,706 73,667

持分法による投資損失 46,387 17,205

その他 5,975 24,931

営業外費用合計 121,068 115,804

経常利益又は経常損失（△） 471,937 △291,697

特別利益

固定資産売却益 920 －

投資有価証券売却益 199,860 －

特別利益合計 200,781 －

特別損失

固定資産売却損 688 5,611

固定資産除却損 20,078 16,530

投資有価証券評価損 － 146,109

減損損失 － 708,232

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 520,911

店舗閉鎖損失 － 236,366

災害による損失 － 699,164

その他 － 30,246

特別損失合計 20,766 2,363,172

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

651,952 △2,654,870

法人税等 216,997 △182,321

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,472,548

四半期純利益又は四半期純損失（△） 434,954 △2,472,548
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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)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

651,952 △2,654,870

減価償却費 1,094,082 1,134,055

減損損失 － 708,232

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 520,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） 195 △4,580

賞与引当金の増減額（△は減少） 58,756 49,314

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,748 12,747

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 72,553

固定資産売却損益（△は益） － 5,611

固定資産除却損 20,078 16,530

店舗閉鎖損失 － 182,621

投資有価証券売却損益（△は益） △199,860 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 146,109

持分法による投資損益（△は益） 46,387 17,205

受取利息及び受取配当金 △35,892 △36,779

支払利息 68,706 73,667

売上債権の増減額（△は増加） △110,225 △273,636

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,737 △19,688

仕入債務の増減額（△は減少） △190,203 40,993

前払費用の増減額（△は増加） △90,368 △15,377

前受金の増減額（△は減少） △34,616 17,747

預り金の増減額（△は減少） 762,928 △245,429

差入保証金の増減額（△は増加） 21,289 △27,400

預り保証金の増減額（△は減少） △153,181 148,842

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,758 △66,630

長期未払金の増減額（△は減少） △174,200 △8,000

その他 △150,937 430,430

小計 1,601,638 225,183

利息及び配当金の受取額 35,789 36,676

利息の支払額 △66,962 △66,613

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △276,888 △70,800

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,293,577 124,445
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △1,390,044 △1,146,888

固定資産の売却による収入 2,108 17,650

投資有価証券の売却による収入 229,860 －

貸付けによる支出 △466,724 △25,000

貸付金の回収による収入 46,690 44,781

事業譲受による支出 － △101,658

その他 △7,380 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,585,490 △1,211,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 △1,400,000

長期借入金の返済による支出 △242,490 △202,543

長期借入れによる収入 － 3,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △110,524 △143,879

自己株式の取得による支出 △7,072 △2,496

自己株式の処分による収入 3,016 639

配当金の支払額 △157,684 △89,124

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,755 1,162,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,668 75,926

現金及び現金同等物の期首残高 1,020,046 709,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 713,377 785,724

㈱東急レクリエーション（9631）平成23年12月期　第３四半期決算短信

― 9 ―



該当事項はありません。 
  

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分および事業種類の類似性等によっております。 

２ 各事業の主要な役務 
 (1) 映像事業………………………映画館の経営、イベントの企画制作他 
 (2) スポーツ・レジャー事業……ボウリング場およびフットサル場等のスポーツ・レジャー施設の経営 
 (3) 不動産賃貸事業………………ビル・住宅等の賃貸業、ホテルの経営 
 (4) コンビニエンス事業…………コンビニエンスストアの経営 
 (5) ビル管理事業…………………ビル管理業務 
 (6) その他事業……………………飲食店およびゲームセンター等の経営他 
  

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

当社の連結子会社は、全て日本国内に所在しており、また、重要な在外支店がないので該当いたし

ません。 
  

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

海外売上高がないため、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

【事業の種類別セグメント情報】

映像事業 

(千円)

スポーツ・ 

レジャー 

事業 

(千円)

不動産 

賃貸事業 

(千円)

コンビニエ

ンス事業 

(千円)

ビル管理 

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
12,331,473 1,426,846 6,668,096 2,273,606 477,217 609,281 23,786,522 ─ 23,786,522

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ ─ 43,798 ─ 719,411 3,447 766,657 (766,657) ─

計 12,331,473 1,426,846 6,711,895 2,273,606 1,196,629 612,728 24,553,179 (766,657) 23,786,522

営業利益又は 

営業損失(△)
232,050 69,058 921,600 55,094 79,890 △22,956 1,334,737 (785,673) 549,064

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当社グループ(当社及び連結子会社)の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離され

た財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期

的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、取り扱うサービスの観点から事業を区分し、各事業部門が包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは事業別のセグメントから構成されており、「映像事業」、「スポー

ツ・レジャー事業」及び「不動産事業」の３つを報告セグメントとしております。各報告セグメント

の主要な事業内容は以下のとおりであります。 

映像事業……………………… 映画館の経営、イベントの企画制作 

スポーツ・レジャー事業…… ボウリング場・フットサル場等の経営及びコンビニエンスストア・飲食店の経営 

不動産事業…………………… ビル・住宅等の賃貸、ホテルの経営 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理事業、アミューズメント

事業、ランキン事業を含んでおります。ランキン事業は、平成23年５月１日に東京急行電鉄㈱より事業譲受
した新規事業セグメントであります。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△733,428千円には、セグメント間取引消去△585千円、各報告セグメ
ントに配分していない全社費用△732,842千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰
属しない当社の一般管理部門に係る費用であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
  

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 
  

該当事項はありません。 
  

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

(注)１
合計

調整額 

(注)２

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)３映像事業
スポーツ・ 

レジャー事業
不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 9,216,661 3,789,492 6,423,300 19,429,454 938,881 20,368,336 ― 20,368,336

  セグメント間の内部 

 売上高又は振替高
― ― 43,798 43,798 690,503 734,302 △734,302 ―

計 9,216,661 3,789,492 6,467,099 19,473,253 1,629,385 21,102,638 △734,302 20,368,336

セグメント利益 

又は損失(△)
△388,574 39,767 828,684 479,878 29,010 508,888 △733,428 △224,539

(追加情報)

(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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