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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 18,848 6.2 △197 ― △468 ― △1,282 ―
21年3月期第3四半期 17,751 ― 456 ― 221 ― △3 ―

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3四半期 △16.24 ―
21年3月期第3四半期 △0.05 ―

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3四半期 36,074 12,252 33.9 154.97
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3四半期  12,233百万円 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、６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、６～７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 
上記の予想は、本資料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、上記業績予想に関する事項は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 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3四半期  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3四半期 78,942,248株 21年3月期第3四半期 78,945,599株
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【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 

 当第３四半期連結累計期間（以下「当四半期」といいます。）におけるわが国の経済は、輸出

や生産の増加など一部に景気回復の兆しが見えたものの、企業収益の低迷や雇用情勢の悪化が続

くなど、依然厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経済環境のもと当社グループは、基幹３事業の安定した収益基盤の確立を目指して

営業活動を展開いたしました。映像関連事業においては、映画興行事業の規模拡大と運営効率の

向上を目指し、新たにシネリーブル系映画館およびシネカノン系映画館の運営受託を開始いたし

ました。また、ホテル飲食関連事業においては、焼鳥専門店チェーン「串鳥」２店舗、都内飲食

店１店舗を出店いたしました。不動産関連事業においては、従来取得した販売用不動産の売却を

押し進めました。 

 その結果、当四半期の連結業績は、売上高は18,848百万円（前年同四半期比6.2％増）となり

ましたが、利益面におきましては、ホテル飲食関連事業におきまして需要低迷の影響により収益

が減少し、また不動産関連事業におきまして不動産不況の影響により多額の売却損を計上するこ

とになりましたので、営業損失197百万円（前年同四半期比654百万円の減益)、経常損失468百万

円（前年同四半期比690百万円の減益)、四半期純損失1,282百万円（前年同四半期比1,278百万円

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、平成21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）、平成21年12月１

日よりシネカノン系映画館（２館５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平成21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。 

（映画の配給事業） 

 映画の配給事業は、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上回りまし

た。 

 

 以上の結果、映像関連事業の売上高は3,926百万円（前年同四半期比42.3％増)、営業利益は54

百万円（前年同四半期比246百万円の増益）となりました。 
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＜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ホ

テルとの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、平成21年11月に「札幌駅前店」「仙台駅西口店」を出店したこと等に

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は、平成21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」を出店し4店舗体制となりましたが、外食需要低迷の影響により前年同四半期の売上高に

及びませんでした。 

 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5,268百万円（前年同四半期比13.8％減)、営業損

失は62百万円（前年同四半期比172百万円の減益）となりました。 

 

＜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。 

（リニューアルマンション事業） 

 リニューアルマンション事業（中古マンションの再生販売）は、前年同四半期並みの販売数を

確保しましたが、販売単価が低下したこと等により、前年同四半期の売上高を下回りました。 

（アセットソリューション事業） 

 アセットソリューション事業（不動産の販売・仲介）は、従来不動産流動化事業にて取得した

販売用不動産の売却と新規開発マンション「メゾンセナリオ小竹町」の販売を進めたこと等によ

り、前年同四半期の売上高を大幅に上回りました。 

（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。 
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 以上の結果、不動産関連事業の売上高は8,714百万円（前年同四半期比13.2％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381百万円（前年同四半期比69.9％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939百万円（前年同四半期比20.4％減)、コスト

削減を進めたこと等により営業損失は29百万円（前年同四半期比28百万円の改善）となりました。 

 

＜事業の種類別セグメント別の売上高＞ 

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 3,926  20.8  42.3 

 ホテル飲食関連事業 5,268  28.0  △13.8 

 不動産関連事業 8,714  46.2  13.2 

 小売レジャー関連事業 939  5.0  △20.4 

合    計 18,848  100.0  6.2 

 

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、3,061百万円減少し6,811百万円

となりました。 

 固定資産は、有形・無形固定資産において、減価償却費、減損損失の計上および在外子会社の

連結範囲の変更に伴う建物及び構築物等665百万円の減少がありましたが、投資その他の資産に

おいて、在外子会社の持分法適用による関係会社株式および繰延税金資産等785百万円の増加に

より前年度末と比較し、119百万円増加し29,263百万円となりました。 

 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、2,941百万円減少し36,074

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、1,904百万円減少し23,821百万円と

なりました。 
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（純資産の部） 

 純資産の部は、在外子会社の連結範囲の変更に伴う為替換算調整勘定の増加はありましたが、

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、1,037百万円減少し12,252百

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支出がありましたが、販売用不動産等の売却により434百万円増加し2,321百

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3,494百万円となりました。これは税金等調整前四半期

純損失1,327百万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△429百万円となりました。これは有形固定資産の取得

および短期貸付金等の支出が発生したことによります。 

（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△2,619百万円となりました。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11月10日発表の「平成22年３月期 第２四半期決算

短信」の業績予想から変更はありません。 

 

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 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚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 

①資産の計上区分の変更 

 従来、製作委員会等への出資に係わる支出は、流動資産の「商品」に計上しておりましたが、

映画の買付・製作事業からの撤退を行ったために、当第３四半期連結会計期間より、固定資産の
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投資その他の資産「その他」に計上する方法に変更いたしました。 

 また、当第３四半期連結会計期間より映画の買付・製作事業からの撤退を取締役会にて決定し

たため、第１四半期連結会計期間及び第２四半期連結会計期間は従来の方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結会計期間末の「その他」は

108,683千円増加し、「商品」は同額減少しております。 

②収益及び費用の計上区分の変更 

 従来、製作委員会等への出資に係わる収益及び対応する費用は、売上高及び売上原価に計上し

ておりましたが、映画の買付・製作事業からの撤退を行ったために、当四半期より、収益及び対

応する費用は営業外損益として相殺計上する方法に変更いたしました。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当四半期の売上高は14,952千円減少し、売上総

利益及び営業利益はそれぞれ53,020千円増加しております。 

 また、当第３四半期連結会計期間より映画の買付・製作事業からの撤退を取締役会にて決定し

たため、第１四半期連結累計期間及び第２四半期連結累計期間は従来の方法によっております。

従って、第２四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合、売上高は36,817千円減少し、

売上総利益及び営業利益はそれぞれ39,330千円増加いたします。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,416,598 1,965,956

受取手形及び売掛金 835,261 780,422

商品 275,595 554,585

販売用不動産 1,033,850 4,014,176

貯蔵品 31,255 27,546

短期貸付金 260,254 354,311

繰延税金資産 114,615 273,055

その他 1,925,257 1,928,931

貸倒引当金 △81,338 △26,438

流動資産合計 6,811,351 9,872,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,059,203 8,694,950

機械装置及び運搬具（純額） 131,688 206,443

工具、器具及び備品（純額） 377,376 439,699

土地 14,092,342 14,022,624

リース資産（純額） 57,067 21,011

建設仮勘定 45,000 －

有形固定資産合計 22,762,678 23,384,729

無形固定資産   

借地権 382,529 403,917

ソフトウエア 79,476 92,558

のれん 12,114 16,152

その他 21,901 27,195

無形固定資産合計 496,022 539,824

投資その他の資産   

投資有価証券 1,582,555 1,573,538

関係会社株式 312,445 －

長期貸付金 1,850 1,500

差入保証金 2,813,562 3,044,187

繰延税金資産 974,428 312,273

その他 431,970 301,733

貸倒引当金 △112,498 △14,386

投資その他の資産合計 6,004,314 5,218,846

固定資産合計 29,263,015 29,143,401

資産合計 36,074,366 39,015,949
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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12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,093,052 763,882

短期借入金 650,000 3,235,600

1年内返済予定の長期借入金 5,073,366 4,745,772

1年内償還予定の社債 380,000 230,000

リース債務 12,454 4,453

未払金 593,597 549,221

未払法人税等 142,398 154,771

繰延税金負債 816 22

賞与引当金 91,691 168,975

その他 996,148 743,114

流動負債合計 9,033,526 10,595,814

固定負債   

社債 800,000 1,080,000

長期借入金 8,630,659 8,690,829

リース債務 45,213 16,702

長期未払金 35,253 71,081

長期預り保証金 2,014,289 2,126,318

繰延税金負債 322,163 217,093

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 617,169 605,009

役員退職慰労引当金 169,591 169,591

固定負債合計 14,788,091 15,130,376

負債合計 23,821,618 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 2,171,273 3,612,531

自己株式 △236,439 △236,235

株主資本合計 10,225,121 11,666,582

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △132,036 △191,223

土地再評価差額金 2,643,072 2,643,072

為替換算調整勘定 △502,644 △1,026,432

評価・換算差額等合計 2,008,392 1,425,416

少数株主持分 19,234 197,758

純資産合計 12,252,748 13,289,758

負債純資産合計 36,074,366 39,015,949
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 17,751,317 18,848,413

売上原価 12,470,890 14,536,705

売上総利益 5,280,427 4,311,708

販売費及び一般管理費   

役員報酬 266,071 221,078

人件費 2,510,422 2,410,372

賞与引当金繰入額 76,377 81,588

退職給付費用 72,183 54,845

賃借料 324,482 295,901

その他 1,574,141 1,445,209

販売費及び一般管理費合計 4,823,679 4,508,995

営業利益又は営業損失（△） 456,747 △197,287

営業外収益   

受取利息 23,082 6,951

受取配当金 28,711 23,966

匿名組合投資利益 22,687 20,299

保険解約返戻金 18,789 －

協賛金収入 － 17,329

為替差益 － 24,031

その他 21,957 17,800

営業外収益合計 115,228 110,378

営業外費用   

支払利息 330,806 320,531

出資金運用損 － 53,020

その他 19,207 8,167

営業外費用合計 350,013 381,719

経常利益又は経常損失（△） 221,961 △468,628

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,040

受取解約違約金 2,068 47,735

特別利益合計 2,068 48,775

特別損失   

関係会社株式売却損 － 255,967

貸倒引当金繰入額 5,192 103,414

貸倒損失 － 6,371

固定資産売却損 77,831 －

固定資産除却損 11,869 87,395

減損損失 － 252,726

商品評価損 － 31,480

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 133,601 32,328

解約違約金 1,580 78,920

事務所移転費用 － 6,417

過年度損益修正損 － 16,143

特別損失合計 230,074 907,960

税金等調整前四半期純損失（△） △6,044 △1,327,813
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 41,262 163,936

法人税等調整額 △46,651 △212,873

法人税等合計 △5,388 △48,936

少数株主利益 3,297 3,435

四半期純損失（△） △3,952 △1,282,312
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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損失（△） △6,044 △1,327,813

減価償却費 484,046 478,181

減損損失 － 252,726

のれん償却額 7,170 4,038

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,357 153,011

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,087 △77,284

退職給付引当金の増減額（△は減少） △201 12,159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99,601 －

受取利息 △23,082 △6,951

受取配当金 △28,711 △23,966

支払利息 330,806 320,531

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,040

受取解約違約金 － △47,735

投資有価証券評価損益（△は益） 133,601 32,328

貸倒損失 － 6,371

固定資産除却損 17,216 30,711

固定資産売却損益（△は益） 77,831 －

関係会社株式売却損益（△は益） － 255,967

差入保証金償却額 － 4,000

商品評価損 － 185,953

商品廃棄損 － 32,796

解約違約金 － 77,000

出資金運用損益（△は益） － 53,020

前期損益修正損益（△は益） － 16,143

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,846 2,950,431

売上債権の増減額（△は増加） △70,069 △101,704

仕入債務の増減額（△は減少） 120,529 349,358

営業貸付金の増減額（△は増加） 108,048 193,676

その他の資産の増減額（△は増加） △110,738 43,495

その他の負債の増減額（△は減少） △237,824 86,869

小計 285,399 3,952,276

利息及び配当金の受取額 51,793 30,918

利息の支払額 △336,488 △331,324

法人税等の支払額 △474,781 △157,811

営業活動によるキャッシュ・フロー △474,076 3,494,058

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 △217,993 －

投資有価証券の売却による収入 8,421 26,305

短期貸付金の増減額（△は増加） △99,980 △99,620

長期貸付けによる支出 △2,000 △2,100

長期貸付金の回収による収入 2,119 1,590

有形固定資産の取得による支出 △342,671 △292,729

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 △36,245 △16,991

出資金の払込による支出 － △4,725

借地権売却に伴う支払額 △57,970 －

定期預金の預入による支出 △78,827 △53,254

定期預金の払戻による収入 － 37,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △25,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △824,146 △429,972
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 374,040 △2,585,600

長期借入れによる収入 4,525,000 4,330,000

長期借入金の返済による支出 △3,397,766 △4,062,574

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 － △6,319

自己株式の取得による支出 △675 △203

配当金の支払額 △235,110 △157,940

少数株主への配当金の支払額 △19,576 △6,522

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,115,912 △2,619,161

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65,809 △10,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,121 434,586

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 2,442,534 2,321,106
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

2,759,342 6,113,238 7,698,595 1,180,139 17,751,317 － 17,751,317 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

4,846 4,009 846,212 329 855,397 （855,397） － 

計 2,764,189 6,117,248 8,544,808 1,180,469 18,606,715 （855,397） 17,751,317 

営業利益又は営業損失（△） △192,029 110,526 1,267,525 △57,978 1,128,043 （671,295） 456,747 

(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３四半期連結累計期間の「不動産関連事業」の営業

利益は、112,566千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３四半期連結累計期間の営業利益は、「ホテル飲食関連事業」

が12千円減少し、「映像関連事業」が1,104千円、「不動産関連事業」が5,597千円増加しております。 
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

3,926,085 5,268,612 8,714,450 939,265 18,848,413 － 18,848,413 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,617 3,328 684,821 312 692,078 （692,078） － 

計 3,929,702 5,271,940 9,399,272 939,577 19,540,492 （692,078） 18,848,413 

営業利益又は営業損失（△） 54,637 △62,070 381,124 △29,045 344,646 （541,933） △197,287 

(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、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、

中古マンションの再生販売、不動産の販売・仲介、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、従来、製作委員会等への出資に係わる収益及

び対応する費用は、売上高及び売上原価に計上しておりましたが、映画の買付・製作事業からの撤退を

行ったために、当第３四半期連結会計期間より、収益及び対応する費用は営業外損益として相殺計上す

る方法に変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間

の「映像関連事業」の売上高は14,952千円減少し、売上総利益及び営業利益はそれぞれ53,020千円増加

しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高の合計は連結売上高の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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高の合計は連結売上高の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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

15

東京テアトル株式会社(9633)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

15


