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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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3月期第2四半期 12,828 7.1 △332 ― △482 ― △795 ―
21年3月期第2四半期 11,982 ― 382 ― 241 ― 98 ―

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3月期第2四半期 △10.07 ―
21年3月期第2四半期 1.24 ―

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3月期第2四半期 36,627 12,466 33.5 155.45
21年3月期 39,015 13,289 33.6 165.84

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,271百万円 21年3月期  13,091百万円

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3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 2.00 2.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 25,500 9.7 0 △100.0 0 ― △1,600 ― △20.27
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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） 

(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 
上記の予想は、本資料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、上記業績予想に関する事項は、５ページ【定性的情報】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 80,130,000株 21年3月期  80,130,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,187,859株 21年3月期  1,186,787株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 78,942,294株 21年3月期第2四半期 78,946,045株
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１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（以下「当四半期」といいます。）におけるわが国の経済は、企業収

益の低迷に伴う設備投資の減少や雇用情勢の悪化などが続き、個人消費も低迷し、依然景気停滞

の局面のまま推移いたしました。  

 このような経済環境のもと当社グループは、基幹３事業のそれぞれで安定した収益基盤を確立

することを目指して営業活動を展開いたしましたが、ホテル事業におきまして需要低迷の影響に

より収益が減少し、また不動産流動化事業におきまして急激に悪化した不動産市況が回復せず多

額の売却損を計上することになりました。 

 その結果、当四半期の連結業績は、映像関連事業においてシネリーブル系映画館の運営受託を

開始したこと、また不動産関連事業において販売用不動産の売却を進めたこと等により売上高は

12,828百万円（前年同四半期比7.1％増）となりましたが、利益面におきましては、営業損失332

百万円（前年同四半期比714百万円の減益)、経常損失482百万円（前年同四半期比723百万円の減

益)、四半期純損失795百万円（前年同四半期比893百万円の減益）と大変厳しい結果になりました。  

 

 事業の種類別セグメントの業績概況は以下のとおりであります。  

 

＜映像関連事業＞  

（映画興行事業）  

 映画興行事業は、『交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい』『ヱヴァンゲリヲン新劇

場版：破』『南極料理人』などの大ヒット作品があり単館系映画館の営業が順調であったことに加

え、本年４月１日よりシネリーブル系映画館（５館19スクリーン）の運営受託を開始したことに

より、前年同四半期の売上高を大幅に上回りました。なお、契約期間満了により本年８月30日を

もって「テアトルタイムズスクエア」を閉館いたしました。 

（映画の配給・買付・製作事業）  

 映画の配給・買付・製作事業は、前年同四半期に多額の配給収入等が計上されていたため、前

年同四半期の売上高を下回りました。  

（広告事業）  

 広告事業は、大口クライアントからの受注増加等により、前年同四半期の売上高を大幅に上回

りました。  

 

 以上の結果、映像関連事業の売上高は2,721百万円（前年同四半期比54.6％増)、営業利益は37

百万円（前年同四半期比176百万円の増益）となりました。  

 

＜ホテル飲食関連事業＞  

（ホテル事業）  

 スモールラグジュアリーホテル「ホテル西洋 銀座」は、宿泊部門は需要低迷のなか価格競争が

激化したことにより客室単価が低下し、料飲部門は個人消費の冷え込みにより来店客数が減少し

ましたので、前年同四半期の売上高を下回りました。  

 ビジネスホテル「池袋ホテルテアトル」は、マーケット全体の宿泊需要が低迷するなか近隣の

新規ホテル参入による競合激化により客室稼働率、客室単価ともに低下したため、前年同四半期

の売上高を下回りました。  

（飲食事業）  

 焼鳥専門店チェーン「串鳥」は、前年度に「串鳥番外地 東急プラザ店」の出店や「澄川店」の

店舗増床があったこと等により、前年同四半期の売上高を上回りました。  

 当社直営の都内飲食店３店舗は、新規顧客獲得を目指し宣伝販促を強化いたしましたが、外食

需要低迷の影響により前年同四半期の売上高を下回りました。なお、本年11月１日にカジュアル

個室ダイニング「システィーナ 新宿店」を出店いたしました。 

 キャバレー事業は、前年度に「歌舞伎町クラブハイツ」を閉店し「札幌クラブハイツ」１店舗

となりましたので、前年同四半期の売上高を大幅に下回りました。  

 

 以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は3,387百万円（前年同四半期比15.3％減)、営業損

失は103百万円（前年同四半期比103百万円の減益）となりました。  
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＜不動産関連事業＞  

（アセットマネジメント事業）  

 アセットマネジメント事業（不動産等の所有・運用・証券化）は、賃料収入の減少等により前

年同四半期の売上高を下回りました。  

（プロパティマネジメント事業）  

 プロパティマネジメント事業（不動産の転貸・管理受託）は、マンションの管理受託が拡大し

ましたが、賃貸商業施設のテナント誘致が競合激化により進まなかったこと等により、前年同四

半期の売上高を下回りました。  

（不動産流動化事業）  

 不動産流動化事業（不動産の再生販売・仲介）は、販売用不動産の売却を推し進めたこと等に

より、前年同四半期の売上高を大幅に上回りました。  

 リニューアルマンション事業は、底堅い実需を受けて堅調に物件の仕入・販売が進捗しました

ので、前年同四半期の売上高を上回りました。 

（サービサー事業）  

 サービサー事業（特定金銭債権の管理・回収）は、債権の回収が順調に進みましたので、前年

同四半期の売上高を大幅に上回りました。  

 

 以上の結果、不動産関連事業の売上高は6,108百万円（前年同四半期比12.1％増)、販売用不動

産の利益率が低下したこと等により営業利益は140百万円（前年同四半期比86.3％減）となりまし

た。  

 

＜小売レジャー関連事業＞  

（小売事業）  

 小売事業は、カジュアルウェアショップ事業の不振や非効率店舗を撤退したこと等により、前

年同四半期の売上高を下回りました。  

（レジャーホテル事業）  

 レジャーホテル事業は、需要の低迷や近隣ホテルとの競合激化等により、前年同四半期の売上

高を下回りました。  

 

 以上の結果、小売レジャー関連事業の売上高は611百万円（前年同四半期比21.3％減)、コスト

削減を進めたこと等により営業損失は33百万円（前年同四半期比11百万円の改善）となりました。 

 

＜事業の種類別セグメントの売上高＞ 

事業の種類別セグメントの名称 売 上 高 構 成 比 前年同四半期比増減

 百万円 ％ ％

 映像関連事業 2,721 21.2 54.6 

 ホテル飲食関連事業 3,387 26.4 △15.3 

 不動産関連事業 6,108 47.6 12.1 

 小売レジャー関連事業 611 4.8 △21.3 

合    計 12,828 100.0 7.1 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

 流動資産は、販売用不動産の売却等により前年度末と比較し、2,333百万円減少し7,539百万円

となりました。 

 固定資産は、保有有価証券の時価評価額および繰延税金資産の増加がありましたが、減価償却

費、減損損失、貸倒引当金の計上および差入保証金の約定返還により前年度末と比較し、55百万

円減少し29,087百万円となりました。 

 以上の結果、当四半期末における資産の部は、前年度末と比較し、2,388百万円減少し36,627

百万円となりました。 

（負債の部） 

 負債の部は、有利子負債の減少により前年度末と比較し、1,565百万円減少し24,160百万円とな
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りました。 

（純資産の部） 

 純資産の部は、保有有価証券の時価評価額の増加がありましたが、四半期純損失の計上および

配当金の支払により前年度末と比較し、823百万円減少し12,466百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、銀行借

入等の返済による減少がありましたが、販売用不動産等の売却により277百万円増加し2,164百万

円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当四半期の営業活動による資金収支は2,551百万円となりました。これは税金等調整前四半期純

損失973百万円の計上がありましたが、減価償却費等の非資金項目を加え、販売用不動産の売却に

よる収入が発生したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当四半期の投資活動による資金収支は△100百万円となりました。これは有形固定資産の取得等

によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当四半期の財務活動による資金収支は△2,168百万円となりました。これは銀行借入等の返済に

よるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成21年10月27日に公表した業績予想からの変更はありませ

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

5

東京テアトル株式会社(9633)　平成22年３月期　第２四半期決算短信



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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,251,982 1,965,956

受取手形及び売掛金 916,137 780,422

商品 474,941 554,585

販売用不動産 1,651,348 4,014,176

貯蔵品 30,128 27,546

短期貸付金 205,896 354,311

繰延税金資産 130,784 273,055

その他 1,950,223 1,928,931

貸倒引当金 △72,044 △26,438

流動資産合計 7,539,399 9,872,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,336,595 8,694,950

機械装置及び運搬具（純額） 210,824 206,443

工具、器具及び備品（純額） 366,339 439,699

土地 14,010,231 14,022,624

リース資産（純額） 52,760 21,011

建設仮勘定 78,100 －

有形固定資産合計 23,054,851 23,384,729

無形固定資産   

借地権 403,385 403,917

ソフトウエア 86,337 92,558

のれん 13,460 16,152

その他 22,567 27,195

無形固定資産合計 525,750 539,824

投資その他の資産   

投資有価証券 1,695,128 1,573,538

長期貸付金 1,790 1,500

差入保証金 2,855,429 3,044,187

繰延税金資産 736,460 312,273

その他 336,537 301,733

貸倒引当金 △118,084 △14,386

投資その他の資産合計 5,507,262 5,218,846

固定資産合計 29,087,864 29,143,401

資産合計 36,627,263 39,015,949
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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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,043,825 763,882

短期借入金 830,000 3,235,600

1年内返済予定の長期借入金 5,383,138 4,745,772

1年内償還予定の社債 380,000 230,000

リース債務 9,727 4,453

未払金 563,805 549,221

未払法人税等 123,507 154,771

繰延税金負債 893 22

賞与引当金 148,757 168,975

その他 980,056 743,114

流動負債合計 9,463,711 10,595,814

固定負債   

社債 800,000 1,080,000

長期借入金 8,587,648 8,690,829

リース債務 43,443 16,702

長期未払金 63,769 71,081

長期預り保証金 2,059,048 2,126,318

繰延税金負債 215,397 217,093

再評価に係る繰延税金負債 2,153,751 2,153,751

退職給付引当金 604,392 605,009

役員退職慰労引当金 169,591 169,591

固定負債合計 14,697,043 15,130,376

負債合計 24,160,755 25,726,191

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,552,640 4,552,640

資本剰余金 3,737,647 3,737,647

利益剰余金 2,658,275 3,612,531

自己株式 △236,439 △236,235

株主資本合計 10,712,123 11,666,582

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,032 △191,223

土地再評価差額金 2,643,072 2,643,072

為替換算調整勘定 △1,031,968 △1,026,432

評価・換算差額等合計 1,559,072 1,425,416

少数株主持分 195,312 197,758

純資産合計 12,466,508 13,289,758

負債純資産合計 36,627,263 39,015,949
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,982,042 12,828,819

売上原価 8,353,979 10,152,075

売上総利益 3,628,062 2,676,744

販売費及び一般管理費   

役員報酬 181,195 151,125

人件費 1,652,991 1,560,526

賞与引当金繰入額 82,642 108,705

退職給付費用 48,756 41,741

賃借料 217,278 186,197

その他 1,063,046 960,979

販売費及び一般管理費合計 3,245,910 3,009,275

営業利益又は営業損失（△） 382,151 △332,531

営業外収益   

受取利息 16,263 4,862

受取配当金 23,959 19,136

匿名組合投資利益 16,175 13,584

保険解約返戻金 18,789 －

為替差益 － 24,522

その他 16,998 17,939

営業外収益合計 92,187 80,046

営業外費用   

支払利息 218,032 222,062

その他 14,919 7,736

営業外費用合計 232,951 229,799

経常利益又は経常損失（△） 241,387 △482,284

特別利益   

受取解約違約金 1,840 47,735

特別利益合計 1,840 47,735

特別損失   

貸倒引当金繰入額 5,378 103,697

貸倒損失 － 6,371

固定資産売却損 19,860 －

固定資産除却損 9,438 85,431

減損損失 － 251,644

商品廃棄損 － 32,796

差入保証金償却損 － 4,000

投資有価証券評価損 7,626 31,011

解約違約金 1,580 1,920

事務所移転費用 － 6,417

過年度損益修正損 － 15,639

特別損失合計 43,883 538,930

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（△）

199,344 △973,478

法人税、住民税及び事業税 47,284 115,174

法人税等調整額 35,473 △299,538

法人税等合計 82,758 △184,364

少数株主利益 18,505 6,195

四半期純利益又は四半期純損失（△） 98,080 △795,310
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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（△）

199,344 △973,478

減価償却費 324,085 320,923

減損損失 － 251,644

のれん償却額 4,780 2,692

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,766 149,303

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,322 △20,218

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,834 △616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99,601 －

受取利息 △16,263 △4,862

受取配当金 △23,959 △19,136

支払利息 218,032 222,062

受取解約違約金 － △47,735

投資有価証券評価損益（△は益） 7,626 31,011

貸倒損失 － 6,371

固定資産除却損 11,904 29,292

固定資産売却損益（△は益） 19,860 －

差入保証金償却額 － 4,000

商品評価損 － 154,473

商品廃棄損 － 32,796

前期損益修正損益（△は益） － 15,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △378,183 2,252,619

売上債権の増減額（△は増加） △55,460 △142,086

仕入債務の増減額（△は減少） △150,773 279,942

営業貸付金の増減額（△は増加） 139,478 148,095

その他の資産の増減額（△は増加） △173,244 101,706

その他の負債の増減額（△は減少） △174,498 93,504

小計 △158,265 2,887,944

利息及び配当金の受取額 40,223 23,998

利息の支払額 △224,237 △232,938

法人税等の支払額 △414,738 △127,625

営業活動によるキャッシュ・フロー △757,017 2,551,379

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △98,100 －

投資有価証券の売却による収入 5,647 3,531

短期貸付金の増減額（△は増加） △120 80

長期貸付けによる支出 △2,000 △1,500

長期貸付金の回収による収入 1,594 1,450

有形固定資産の取得による支出 △246,471 △78,423

有形固定資産の売却による収入 1,000 －

無形固定資産の取得による支出 △7,625 △16,991

定期預金の預入による支出 △78,419 △39,400

定期預金の払戻による収入 － 31,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △424,494 △100,053

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） 508,484 △2,405,600

長期借入れによる収入 2,720,000 3,120,000

長期借入金の返済による支出 △2,275,372 △2,585,813

社債の償還による支出 △130,000 △130,000

リース債務の返済による支出 － △3,485

自己株式の取得による支出 △408 △203

配当金の支払額 △234,035 △157,207

少数株主への配当金の支払額 △19,576 △6,522
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財務活動によるキャッシュ・フロー 569,090 △2,168,833

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,340 △4,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △633,761 277,825

現金及び現金同等物の期首残高 2,690,655 1,886,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,056,893 2,164,345
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

映像関連事
業 

(千円) 

ホテル飲食
関連事業

(千円) 

不動産関連
事業 

(千円) 

小売レジャ
ー関連事業

(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 

1,759,978 3,997,284 5,447,716 777,062 11,982,042 － 11,982,042

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

4,134 2,830 565,741 329 573,036 (573,036) －

計 1,764,113 4,000,115 6,013,458 777,391 12,555,078 (573,036) 11,982,042

営業利益又は営業損失(△) △138,471 △47 1,028,564 △45,515 844,530 (462,378) 382,151

(注) １ 事業区分は、事業の内容及び類似性を考慮し決定しております。 

各事業区分の主要な事業内容 

(1) 映像関連………………映画の興行・配給・買付・製作、試写室の経営、総合広告サービス、映画の宣

伝、イベント企画 

(2) ホテル飲食関連………スモールラグジュアリーホテル・ビジネスホテルの経営、ホテル・レストラン

の家具・什器等の購買代行、飲食店・キャバレーの経営 

(3) 不動産関連……………不動産等の所有・運用・証券化、不動産の転貸、マンションの管理、施設管理、

不動産の販売、不動産の仲介、住宅等の建築・リフォーム、特定金銭債権の管

理・回収 

(4) 小売レジャー関連……雑貨・衣料の販売、レジャーホテルの経営 

２ 【定性的情報・財務諸表等】４．その他に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、当社及び国内

連結子会社の棚卸資産の評価方法を原価法（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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「不動産関連事業」

の営業利益は、38,708千円減少しております。 

３ 【定性的情報・財務諸表等】４．その他に記載のとおり、当社の機械装置については、従来耐用年数を

５～17年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より８～11年に変更しております。この結果、

従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「ホテル飲食関連事業」

が８千円減少し、「映像関連事業」が736千円、「不動産関連事業」が3,731千円増加しております。 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

映像関連事
業 

(千円) 

ホテル飲食
関連事業

(千円) 

不動産関連
事業 

(千円) 

小売レジャ
ー関連事業

(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 

2,721,606 3,387,116 6,108,185 611,911 12,828,819 － 12,828,819

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

3,412 2,749 472,826 312 479,300 (479,300) －

計 2,725,018 3,389,865 6,581,012 612,223 13,308,120 (479,300) 12,828,819

営業利益又は営業損失(△) 37,987 △103,517 140,505 △33,553 41,421 (373,953) △332,531

(注) １ 事業区分は、事業の内容及び類似性を考慮し決定しております。 

各事業区分の主要な事業内容 

(1) 映像関連………………映画の興行・配給・買付・製作、試写室の経営、総合広告サービス、映画の宣

伝、イベント企画 

(2) ホテル飲食関連………スモールラグジュアリーホテル・ビジネスホテルの経営、ホテル・レストラン

の家具・什器等の購買代行、飲食店・キャバレーの経営 

(3) 不動産関連……………不動産等の所有・運用・証券化、不動産の転貸、マンションの管理、施設管理、

不動産の販売、不動産の仲介、住宅等の建築・リフォーム、特定金銭債権の管

理・回収 

(4) 小売レジャー関連……雑貨・衣料の販売、レジャーホテルの経営 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

在外子会社の売上高の金額は全セグメントの合計額の10％未満であるため、所在地別セグメント情

報の記載は省略しております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

在外子会社の売上高の金額は全セグメントの合計額の10％未満であるため、所在地別セグメント情

報の記載は省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

在外子会社の売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

在外子会社の売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

12

東京テアトル株式会社(9633)　平成22年３月期　第２四半期決算短信




