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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第92期

第２四半期連結
累計期間

第93期
第２四半期連結
累計期間

第92期
第２四半期連結
会計期間

第93期
第２四半期連結
会計期間

第92期

会計期間

自  平成21年
    ２月１日
至  平成21年
    ７月31日

自  平成22年
    ２月１日
至  平成22年
    ７月31日

自  平成21年
    ５月１日
至  平成21年
    ７月31日

自  平成22年
    ５月１日
至  平成22年
    ７月31日

自  平成21年
    ２月１日
至  平成22年
    １月31日

売上高 (千円) 3,393,6703,697,0521,684,2991,852,8567,150,961

経常利益 (千円) 97,128 234,369 40,154 106,500 282,539

四半期(当期)純利益 (千円) 90,756 141,003 69,264 58,810 340,256

純資産額 (千円) ― ― 7,428,5807,706,5537,617,936

総資産額 (千円) ― ― 31,085,43130,983,87931,563,546

１株当たり純資産額 (円) ― ― 468.25 485.93 480.24

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 5.72 8.89 4.37 3.71 21.45

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ― ― 23.9 24.9 24.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △357,692 443,246 ― ― 333,783

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,443,238△106,722 ― ― △4,269,781

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,324,506△449,726 ― ― 3,567,879

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 430,764 425,869 539,071

従業員数 (名) ― ― 180 181 181

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当社グループは、当社、連結子会社４社およびその他の関係会社２社で構成され、「映画興行」「不動産

賃貸・販売」「ホテル」「飲食」「その他事業」を主な内容とし、各種サービスの事業活動を展開してお

ります。

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はあり

ません。

  また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年７月31日現在

従業員数(名) 181（125）

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年７月31日現在

従業員数(名) 72（28）

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは、映画興行、不動産賃貸・販売、ホテル業および飲食業を主たる事業としており、生産実

績は販売実績と同一となるため、その記載を省略しております。
　

(2) 受注実績

受注高は、販売実績と同一であるため、その記載を省略しております。
　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円) 前年同四半期比(％)

映画興行事業 651,954 9.9

不動産賃貸・販売事業 831,242 11.9

ホテル事業 147,909 24.1

飲食事業 93,401 △11.7

その他事業 128,348 4.1

合計 1,852,856 10.0

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財務状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　
４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当社グループが当四半期報告書提出日現在において判断したものでありま

す。

(1)　経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善により自立的な景気回復への期待が

高まる一方で、雇用や所得環境の改善には至っておらず、依然として厳しい状況が続いております。

　このような経済環境のなかで、当社グループは保有している資産価値の最大化を第一に考え、持続可能な

成長戦略を実践するべく、引き続き積極的な営業活動を展開し、収益力の向上に取り組んでまいりました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間の成績は、売上高1,852,856千円と前年同期に比べ168,557千円

（10.0％）の増収となり、営業利益は166,330千円と前年同期に比べ67,788千円の増益、経常利益は106,500

千円と前年同期に比べ66,345千円の増益、四半期純利益は58,810千円と前年同期に比べ10,453千円の減益

となりました。

　経営成績を事業の種類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）

　映画興行事業は、邦画作品では「のだめカンタービレ最終楽章　後編」「踊る大捜査線ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ

３」「借りぐらしのアリエッティ」、洋画作品では「ＳＥＸ　ＡＮＤ　ＴＨＥ　ＣＩＴＹ２」「アイアンマン
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２」、３Ｄ作品といたしまして「アリス・イン・ワンダーランド」「トイ・ストーリー３」などの話題作

品を上映いたしました。

　「ＯＳシネマズミント神戸」におきましては、日韓共同プロジェクトとして話題になった７作品の韓国映

画「テレシネマ７」の上映や、デジタルシネマシステムを有効活用した「踊る大捜査線ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ

３」の初日舞台挨拶の生中継など、新たな顧客の獲得に努めてまいりました。

　また、ロビーにおいてマジックショー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、社会貢献活動といたしまして「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェク

ト」に参画し、特別上映会を継続的に実施いたしました。

　これらの結果、売上高は651,954千円と前年同期に比べ58,763千円(9.9％）の増収となり、営業利益は

25,998千円と前年同期に比べ18,002千円の増益となりました。

　
（不動産賃貸・販売事業）

　不動産賃貸業界は、テナントの統合や集約に伴う消極的移転が続いており、梅田周辺地区では、新規大型オ

フィスビル竣工による供給過剰により、賃料相場は下落しております。空室率は大阪ビジネス地区では

11.80％、東京ビジネス地区では9.10％まで上昇し、依然厳しい環境となっております。

　このような状況のなか、不動産賃貸事業におきましては、退店や賃料減額による影響を受けましたが、昨年

は美装化工事中であった「梅田楽天地ビル」が稼働し収益に寄与いたしました。

　その結果、当第２四半期連結会計期間末における保有ビルの稼働率は97.6％を維持することができまし

た。

　また、賃貸事業用マンション「メルヴェーユ十三東」も高稼働を維持しております。

　不動産販売事業におきましては、引き続き共同事業者と推進しております分譲マンション「レジデンス梅

田ローレルタワー」の売上を計上いたしました。

　これらの結果、売上高は831,242千円と前年同期に比べ88,359千円(11.9％）の増収となり、営業利益は

314,612千円と前年同期に比べ30,023千円の増益となりました。

　
（ホテル事業）

　大阪のホテル業界は、景気低迷のなかにも薄日が差し始め、客室稼働率は回復傾向を示しておりますが、業

界をリードしてきたインバウンド(訪日旅行)とビジネス需要が伸び悩み、2008年秋の世界的な金融危機以

前の水準までには回復しておりません。

　このような状況のなか、「梅田ＯＳホテル」におきましては、引き続きインターネット販売に重点を置き、

収益の向上に注力してまいりました。

　設備面においては、シングルルームの椅子新調、客室ユニットバス入口扉のステップ補修などを行い、客室

のグレードアップを図ってまいりました。

　これらの結果、近隣ホテルとの価格競争により客室単価は下落したものの、稼働率は上昇し、売上高は

147,909千円と新型インフルエンザの影響を大きく受けた前年同期に比べ28,744千円(24.1％）の増収とな

り、営業利益は2,770千円（前年同期は14,718千円の営業損失）となりました。

　
（飲食事業）

　飲食事業におきましては、各店舗において「安全・安心でよりおいしい商品を常に提供する」ことに取り

組み、新しいメニューの創出や販売促進活動を継続的に実施することで、収益の向上に努めてまいりまし

た。また、新たな事業領域への展開を図るべく、本年６月に大阪市北区曽根崎新地に串揚げ専門店「串桜」

を開業いたしました。

　しかしながら、消費者の生活防衛意識はいまだ根強く、近隣の競合店舗との低価格競争も影響し、売上高は

93,401千円と前年同期に比べ12,322千円（11.7％）の減収となり、営業損失は9,164千円（前年同期は

4,635千円の営業利益）となりました。

　
（その他事業）

　その他事業におきましては、アミューズメント施設の「ナムコランド三宮店」は、売上高128,348千円と新

型インフルエンザの影響を大きく受けた前年同期に比べ5,012千円（4.1％）の増収となり、営業利益は

13,518千円と前年同期に比べ3,067千円の増益となりました。
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(2)　財政状態の分析

当第２四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

579,666千円の減少となりました。これは主に有形固定資産616,184千円の増加がありましたが、販売用不

動産1,119,614千円の減少によるものであります。

　負債につきましては668,284千円の減少となりました。これは主に長期借入金430,238千円および買掛金

237,277千円の減少によるものです。

　純資産につきましては88,617千円の増加となりました。これは主に利益剰余金101,346千円の増加によ

るものであります。

　
(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四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425,869千円とな

り、第１四半期連結会計期間末に比べ157,344千円の減少となりました。

　当第２四半期連結会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175,841千円(前年同期の資金の減少は122,286千円)となりました。主な

増加要因は減価償却費212,925千円および税金等調整前四半期純利益100,507千円、主な減少要因は仕入

債務の減少額105,018千円であります。

(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24,243千円(前年同期の資金の減少は33,646千円)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12,235千円およびその他12,007千円であります。

(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減少は308,942千円(前年同期の資金の増加は73,600千円)となりました。主な増

加要因は長期借入れによる収入565,000千円、主な減少要因は長期借入金の返済による支出888,691千円

であります。

　
(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更および新たに生じた課題はありません。

　
(5)　研究開発活動

　該当事項はありません。

　
(6)　資本の財源及び資金の流動性についての分析

　(3)「キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年９月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 16,000,00016,000,000
大阪証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株

計 16,000,00016,000,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年５月１日～
平成22年７月31日

― 16,000 ― 800,000 ― 66,506
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

阪急不動産株式会社
大阪府大阪市北区角田町１－１号
東阪急ビルディング

2,399 15.00

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(管理信託口・79101)
(注１)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,050 12.81

東宝不動産株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目５－２ 2,000 12.50

東宝株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目２－２ 1,473 9.21

阪急阪神ホールディングス
株式会社

大阪府池田市栄町１－１ 1,126 7.04

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 100 0.63

建石産業株式会社 大阪府池田市建石町７－13 88 0.55

日新火災海上保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台２丁目３番地 55 0.34

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 50 0.32

山口　喬 東京都千代田区 34 0.21

計 ― 9,378 58.61

(注) １　日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義の当社株式は、社内預金引当信託契約の信託財産として東宝株式

会社が信託しているものであります。

２　当社は、自己株式140,703 株(0.88％)を保有しておりますが、表記しておりません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 140,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,505,000
15,505 ―

単元未満株式 普通株式 355,000 ― ―

発行済株式総数 16,000,000― ―

総株主の議決権 ― 15,505 ―

(注) 　単元未満株式数には、自己株式703株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
オーエス株式会社

大阪市北区
小松原町３番３号

140,000 ― 140,000 0.88

計 ― 140,000 ― 140,000 0.88

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　２月 　３月 　４月 　５月 　６月 　７月

最高(円) 465 450 477 470 475 478

最低(円) 442 441 444 456 455 447

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部の実績によります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年５月１日から平成21年７月31日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年２月１日から平成21年７月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年５月１日から平成22年７月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年２月１日から平成22年７月31日まで)は、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  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年５月１

日から平成21年７月31日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年２月１日から平成21年７月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連

結会計期間(平成22年５月１日から平成22年７月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年２月

１日から平成22年７月31日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により

四半期レビューを受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査

法人となりました。
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１【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22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22年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 425,869 539,071

売掛金 289,770 243,471

販売用不動産 759,311 1,878,926

商品 21,113 13,717

貯蔵品 1,600 983

前払費用 116,221 85,892

繰延税金資産 156,552 157,104

その他 53,650 49,309

貸倒引当金 △5,348 △5,352

流動資産合計 1,818,739 2,963,124

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,127,822 22,577,809

減価償却累計額 △11,277,239 △10,935,263

建物及び構築物（純額） 11,850,582 ※
 11,642,546

機械装置及び運搬具 328,227 326,295

減価償却累計額 △150,195 △138,916

機械装置及び運搬具（純額） 178,031 187,378

工具、器具及び備品 836,085 767,263

減価償却累計額 △575,381 △534,747

工具、器具及び備品（純額） 260,704 232,515

土地 15,295,016 ※
 14,905,710

有形固定資産合計 27,584,335 26,968,151

無形固定資産

ソフトウエア 113,975 142,285

その他 12,264 12,549

無形固定資産合計 126,239 154,835

投資その他の資産

投資有価証券 307,940 ※
 330,612

長期貸付金 5,983 9,154

長期前払費用 199,123 203,901

差入保証金 512,254 511,754

建設協力金 395,319 391,487

繰延税金資産 7,788 4,652

その他 4,582 1,799

貸倒引当金 △4,577 △4,577

投資その他の資産合計 1,428,414 1,448,784

固定資産合計 29,138,989 28,571,771

繰延資産

社債発行費 26,150 28,650

繰延資産合計 26,150 28,650

資産合計 30,983,879 31,563,546
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 198,067 435,344

短期借入金 4,216,722 ※
 4,195,110

1年内償還予定の社債 1,000,000 ※
 1,000,000

未払金 55,707 131,654

未払費用 272,301 260,927

未払法人税等 50,076 14,049

未払消費税等 78,167 32,779

賞与引当金 40,259 40,540

その他 212,584 232,894

流動負債合計 6,123,886 6,343,300

固定負債

社債 1,200,000 ※
 1,200,000

長期借入金 8,907,507 ※
 9,337,745

長期預り保証金 2,418,196 2,453,679

繰延税金負債 1,571,603 1,534,964

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 295,194 314,982

固定負債合計 17,153,439 17,602,309

負債合計 23,277,325 23,945,609

純資産の部

株主資本

資本金 800,000 800,000

資本剰余金 66,646 66,646

利益剰余金 3,866,079 3,764,733

自己株式 △89,419 △87,827

株主資本合計 4,643,306 4,543,552

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 28,779 39,916

土地再評価差額金 3,034,467 3,034,467

評価・換算差額等合計 3,063,246 3,074,384

純資産合計 7,706,553 7,617,936

負債純資産合計 30,983,879 31,563,546
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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)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
　至 平成22年７月31日)

売上高 3,393,670 3,697,052

売上原価 2,722,646 2,905,732

売上総利益 671,024 791,320

一般管理費 ※
 475,217

※
 438,522

営業利益 195,806 352,798

営業外収益

受取利息 4,285 4,173

受取配当金 13,642 4,132

協賛金収入 － 2,857

その他 5,205 3,008

営業外収益合計 23,133 14,170

営業外費用

支払利息 110,935 111,537

その他 10,875 21,062

営業外費用合計 121,811 132,599

経常利益 97,128 234,369

特別利益

関係会社事業損失引当金戻入額 10,391 －

特別利益合計 10,391 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 5,785

固定資産除却損 5,175 207

特別損失合計 5,175 5,993

税金等調整前四半期純利益 102,345 228,376

法人税、住民税及び事業税 14,455 45,861

法人税等調整額 △2,866 41,510

法人税等合計 11,589 87,372

四半期純利益 90,756 141,003
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年５月１日
　至 平成22年７月31日)

売上高 1,684,299 1,852,856

売上原価 1,364,419 1,474,454

売上総利益 319,879 378,402

一般管理費 ※
 221,338

※
 212,071

営業利益 98,541 166,330

営業外収益

受取利息 2,034 2,076

受取配当金 2,898 3,641

協賛金収入 － 2,857

その他 3,956 2,687

営業外収益合計 8,890 11,262

営業外費用

支払利息 57,180 55,992

その他 10,096 15,099

営業外費用合計 67,277 71,091

経常利益 40,154 106,500

特別利益

関係会社事業損失引当金戻入額 10,391 －

特別利益合計 10,391 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 5,785

固定資産除却損 250 207

特別損失合計 250 5,993

税金等調整前四半期純利益 50,296 100,507

法人税、住民税及び事業税 △2,345 41,018

法人税等調整額 △16,621 678

法人税等合計 △18,967 41,697

四半期純利益 69,264 58,810
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
　至 平成22年７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 102,345 228,376

減価償却費 429,508 425,577

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34 △3

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） 13,677 △19,788

受取利息及び受取配当金 △17,927 △8,305

支払利息 110,935 111,537

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,785

有形固定資産除却損 4,967 207

売上債権の増減額（△は増加） △7,972 △46,298

たな卸資産の増減額（△は増加） △408,049 140,601

長期前払費用の増減額（△は増加） 4,528 1,407

仕入債務の増減額（△は減少） △594 △237,277

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △80,404 △10,491

未払消費税等の増減額（△は減少） 682 45,388

預り金の増減額（△は減少） 203,149 －

預り保証金の増減額（△は減少） △439,502 △35,482

その他 20,421 △38,698

小計 △100,442 562,535

利息及び配当金の受取額 14,173 4,475

利息の支払額 △113,934 △112,864

法人税等の支払額 △157,488 △10,900

営業活動によるキャッシュ・フロー △357,692 443,246

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 △3,462,640 △96,479

有形固定資産の売却による収入 17,010 －

無形固定資産の取得による支出 △11,279 －

その他 13,671 △10,243

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,443,238 △106,722

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 180,000 120,000

短期借入金の返済による支出 △180,000 △120,000

長期借入れによる収入 4,880,000 1,365,000

長期借入金の返済による支出 △1,513,488 △1,773,626

自己株式の取得による支出 △2,332 △1,592

配当金の支払額 △39,673 △39,508

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,324,506 △449,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △476,424 △113,202

現金及び現金同等物の期首残高 907,189 539,071

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 430,764

※
 425,869
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【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年２月１日  至  平成22年７月31日)

（四半期連結損益計算書）

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「協賛金収入」(前

第２四半期連結累計期間2,857千円)は、営業外収益に対する重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間よ

り区分掲記しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「預

り金の増減額（△は減少）」（当第２四半期連結累計期間4,648千円）は重要性が低下したため、当第１四半期連

結累計期間より「その他」に含めて表示しております。

 

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年５月１日  至  平成22年７月31日)

（四半期連結損益計算書）

前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「協賛金収入」(前

第２四半期連結会計期間2,857千円)は、営業外収益に対する重要性が増加したため、当第２四半期連結会計期間よ

り区分掲記しております。

 

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四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。

 

　

【追加情報】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年２月１日  至  平成22年７月31日)

販売用不動産の保有目的の変更

　従来、販売用不動産として保有しておりました不動産の一部について、当連結会計年度より保有目的を変更し、固

定資産に振り替えて表示しております。その振替時帳簿価額はそれぞれ土地389,306千円、建物及び構築物523,593

千円、工具、器具及び備品58,099千円であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第２四半期連結会計期間末

(平成22年７月31日)

前連結会計年度末

(平成22年１月31日)

　　　担保資産及び担保付債務 ※　　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債務につい

　て、事業の運営において重要なものであり、か　

　つ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が

　認められるものはありません。

　（担保資産）

建物 8,440,209千円

土地 14,633,738千円

計 23,073,948千円

　（担保付債務）

社債に係る銀行保証 2,200,000千円

短期借入金 2,849,570千円

長期借入金 4,277,930千円

計 9,327,500千円

　(内、登記留保に係る債務が1,400,000千円あり
　ます。)

　上記以外に投資有価証券26,756千円を宅地建物

　取引業法上の営業保証金として大阪法務局に供託

　しております。

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

第２四半期連結累計期間

前第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)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年２月１日 

　至　平成22年７月31日)

※　　一般管理費のうち主なもの

役員報酬及び給与手当 249,650千円

賞与引当金繰入額 15,365千円

退職給付費用 20,541千円

 

※　　一般管理費のうち主なもの

役員報酬及び給料手当 232,703千円

賞与引当金繰入額 17,772千円

退職給付費用 23,163千円

　

第２四半期連結会計期間

前第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)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年５月１日 

　至　平成22年７月31日)

※　　一般管理費のうち主なもの

役員報酬及び給与手当 115,710千円

賞与引当金繰入額 15,365千円

退職給付費用 9,838千円

 

※　　一般管理費のうち主なもの

役員報酬及び給料手当 105,010千円

賞与引当金繰入額 17,772千円

退職給付費用 11,704千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第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)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年２月１日 

　至　平成22年７月31日)

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

　貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　現金及び預金勘定 430,764千円

　現金及び現金同等物 430,764千円

　

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

　貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　現金及び預金勘定 425,869千円

　現金及び現金同等物 425,869千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年７月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年２月１日

 至  平成22年７月31日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 16,000,000

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 140,703

　

３  新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年４月27日
定時株主総会

普通株式 39,657 2.50平成22年１月31日 平成22年４月28日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年９月13日
取締役会

普通株式 39,648 2.50平成22年７月31日 平成22年10月15日 利益剰余金
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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)

　
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
593,191742,882119,165105,724123,3351,684,299― 1,684,299

　(2) セグメント間の

　　　内部売上高又は

　　　振替高

─ 39,363 ─ ─ ─ 39,363(39,363) ―

計 593,191782,245119,165105,724123,3351,723,662(39,363)1,684,299

営業利益又は

営業損失(△)
7,995284,589△14,7184,63510,450292,952(194,410)98,541

(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。

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

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年５月１日  至  平成22年７月31日)

　
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
651,954831,242147,90993,401128,3481,852,856― 1,852,856

　(2) セグメント間の

　　　内部売上高又は

　　　振替高

─ 42,419 ─ 396 ─ 42,816(42,816) ―

計 651,954873,662147,90993,798128,3481,895,673(42,816)1,852,856

営業利益又は

営業損失(△)
25,998314,6122,770△9,16413,518347,735(181,405)166,330

(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。

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

EDINET提出書類

オーエス株式会社(E04593)

四半期報告書

20/27



　

前第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)

　
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
1,105,4351,536,500263,787213,878274,0683,393,670― 3,393,670

　(2) セグメント間の

　　　内部売上高又は

　　　振替高

─ 93,098 ─ ─ ─ 93,098(93,098) ―

計 1,105,4351,629,599263,787213,878274,0683,486,769(93,098)3,393,670

営業利益又は

営業損失(△)
1,819577,047△4,31915,36028,589618,497(422,691)195,806

(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。

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

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年２月１日  至  平成22年７月31日)

　
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
1,259,3551,689,782301,160189,136257,6183,697,052― 3,697,052

　(2) セグメント間の

　　　内部売上高又は

　　　振替高

─ 83,247 ─ 396 ─ 83,644(83,644) ―

計 1,259,3551,773,029301,160189,533257,6183,780,696(83,644)3,697,052

営業利益又は

営業損失(△)
49,855646,23316,144△10,14528,153730,240(377,442)352,798

(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。

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
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【所在地別セグメント情報】

　前第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)及び当第２四半期連結会計

期間(自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日)並びに前第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)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年７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】

　前第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)及び当第２四半期連結会計期

間(自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日)並びに前第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)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31日)

　海外売上高がないため記載を省略しております。

　
(有価証券関係)

　当社グループの所有する有価証券は、企業集団の事業の運営において重要なものではありません。

　
(デリバティブ取引関係)

　当社グループは金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、記載をしてお

りません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年７月31日)

前連結会計年度末
(平成22年１月31日)

　 　

　 485.93円
　

　 　

　 480.24円
　

　
２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年２月１日
至  平成22年７月31日)

１株当たり四半期純利益金額 5.72円

　 　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
 

１株当たり四半期純利益金額 8.89円

　 　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
 

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額算定上の基礎

項目
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年２月１日
至  平成22年７月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 90,756 141,003

普通株式に係る四半期純利益(千円) 90,756 141,003

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,867,254 15,860,720

　
第２四半期連結会計期間

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年５月１日
至  平成22年７月31日)

１株当たり四半期純利益金額 4.37円

　 　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。

 

１株当たり四半期純利益金額 3.71円

　 　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。

 

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額算定上の基礎

項目
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年５月１日
至  平成22年７月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 69,264 58,810

普通株式に係る四半期純利益(千円) 69,264 58,810

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,866,265 15,859,621
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(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年1月31日以前のリース取

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を採用しておりますが、当四半期連結会計

期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載をし

ておりません。

　

２ 【その他】

第93期(平成22年２月１日から平成23年１月31日まで)中間配当については、平成22年９月13日開催の取

締役会において、平成22年７月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配

当を行うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　39,648千円

　②　１株当たりの金額                                ２円50銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成22年10月15日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年９月14日

オーエス株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　吉　　田　　享　　司　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　脇　　田　　勝　　裕　　印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオー

エス株式会社の平成21年2月1日から平成22年1月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

21年5月1日から平成21年7月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年2月1日から平成21年7月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オーエス株式会社及び連結子会社の平成21年7

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年９月14日

オーエス株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    吉    田    享    司    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    河    崎    雄    亮    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオー

エス株式会社の平成22年2月1日から平成23年1月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

22年5月1日から平成22年7月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年2月1日から平成22年7月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オーエス株式会社及び連結子会社の平成22年7

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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