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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６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３月期第１四半期 4,401 △31.2 △150     ― △194     ― △172     ― 
22年３月期第１四半期 6,397    2.9 37 △88.8 △8     ― △149     ― 

 

 
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３月期第１四半期 △2.18             ― 
22年３月期第１四半期 △1.89             ― 

 
（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３月期第１四半期 33,668 11,893 35.3 150.40 
22年３月期 35,009 12,336 35.2 156.01 

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期 11,872百万円 22年３月期 12,315百万円 

 
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３月期  ― 0.00  ― 2.00 2.00    
23年３月期  ―        

23年３月期(予想)  0.00  ― 2.00 2.00    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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 

第２四半期(累計) 10,600 △17.4 130     ― △70     ― △100     ― △1.27 
通  期 21,500 △11.3 700     ― 300   80.6 100     ― 1.27 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 
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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 ：有 
（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３月期１Ｑ 80,130,000株 22年３月期 80,130,000株 

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,189,772株 22年３月期 1,188,972株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 78,940,428株 22年３月期１Ｑ 78,942,409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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期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見通し等の将来に関する記述は、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、
業績予想に関する事項は、四半期決算短信【添付資料】４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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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 
 当第１四半期連結累計期間（以下「当四半期」といいます。）におけるわが国の経済は、輸出の増加や企

業収益の改善など自律的回復への基盤が整いつつありますが、失業率が高水準にある等、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、通期連結業績において営業利益、経常利益、当期純利益を

確実に黒字転換するとともに、その利益を安定的継続的に拡大できる収益構造の実現に向けて、積極的に

営業活動を展開いたしました。しかしながら、前年度から続く厳しい事業環境の中で基幹 3 事業の収益が

伸び悩んだことや前年度に不採算事業からの撤退を進めたこと等により、当四半期の連結業績は、売上高

は 4,401 百万円（前年同四半期比 31.2％減）、営業損失は 150 百万円（前年同四半期比 187 百万円の減益）、

経常損失は 194 百万円（前年同四半期比 185 百万円の減益）、四半期純損失は 172 百万円（前年同四半期

比 22 百万円の減益）の減収減益となりました。  
  
 セグメントごとの業績概況は以下のとおりであります。  
  
＜映像関連事業＞  
 映画興行事業は、『告白』『劇場版 銀魂』等のヒット作品がありましたが、全体としては低調であったた

め、前年同四半期の売上高を下回りました。 
 映画の配給事業は、当四半期に売上計上された配給作品が少なかったことや前年度に買付・製作事業か

ら撤退したこと等により、前年同四半期の売上高を大幅に下回りました。 
 広告事業は、大口クライアントからの受注減少等により、前年同四半期の売上高を下回りました。  
  
 以上の結果、映像関連事業の売上高は 930 百万円（前年同四半期比 20.8％減）、営業損失は 76 百万円（前

年同四半期比 36 百万円の減益）となりました。 
  
＜ホテル飲食関連事業＞  
 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影響により客室稼働率・

客室単価が低下し、また料飲部門は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

合激化により客室単価は低下しましたが、インターネット等を活用した営業活動が奏功し客室稼働率が上

昇したたため、前年同四半期の売上高を上回りました。 
 焼鳥専門店チェーン「串鳥」は、平成 21 年 11 月に「札幌駅前店」「仙台駅西口店」、平成 22 年５月に

東京第１号店となる「さっぽろ串鳥 吉祥寺南口店」を出店したことにより、前年同四半期の売上高を上回

りました。当社直営の飲食店は、平成 21 年 11 月にカジュアル個室ダイニング「システィーナ新宿店」を

出店したことや、インターネットを利用した営業が奏功し団体客を順調に獲得することができましたので、

前年同四半期の売上高を上回りました。 
 
 以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は 1,722 百万円（前年同四半期比 0.9％減）、営業損失は 48
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百万円（前年同四半期比 0 百万円の改善）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（不動産等の所有・運用・証券化）は、運営管理受託収入等が減少しました

ので、前年同四半期の売上高を下回りました。  
 プロパティマネジメント事業（不動産の転貸・管理受託）は、賃貸商業施設の賃料収入やマンション管

理受託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（中古マンションの再生販売）は、前年度に競合激化の影響により仕入が

進まず当四半期は一時的に在庫薄となったため、販売数が減少し物件も小型化したこと等により、前年同

四半期の売上高を下回りました。なお、平成 22 年７月 30 日付で、マンション等のリフォームを行う連結

子会社㈱ティー・エー・ユニオンは、東京テアトルリモデリング㈱に商号変更いたしました。 
 サービサー事業（特定金銭債権の管理・回収）は、大口債権の回収が遅れ第 2 四半期連結会計期間以降

の計上となったため、前年同四半期の売上高を下回りました。 
 
 不動産関連事業の業績は、以上の理由に加え前年度に不動産流動化事業から撤退したことにより、売上

高は 1,616 百万円（前年同四半期比 49.1％減）と大幅な減収になり、営業利益も 155 百万円（前年同四半

期比 54.0％減）となりました。  
  
＜小売レジャー関連事業＞  
 小売事業は、当年度中の完全撤退に向けて、平成 22 年４月１日をもってバラエティショップ事業を事業

譲渡するとともに、カジュアルウェアショップ事業の店舗撤退を進めましたので、前年同四半期の売上高

を大幅に下回りました。なお、平成 22 年７月 25 日をもって、小売事業の全店舗の閉店が完了いたしまし

た。  
 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 131 百万円（前年同四半期比 57.7％減）となりましたが、

前年度より小売事業の店舗撤退を進めてきたことにより営業損失は 13 百万円（前年同四半期比 6 百万円の

改善）となりました。 
 
＜セグメントごとの売上高＞ 

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 930 21.1 △20.8 
 ホテル飲食関連事業 1,722 39.2 △0.9 
 不動産関連事業 1,616 36.7 △49.1 
 小売レジャー関連事業 131 3.0 △57.7 

合    計 4,401 100.0  △31.2 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 流動資産は、現金及び預金等の減少により前年度末と比較し914百万円減少し、5,580百万円とな

りました。 

 固定資産は、投資その他の資産において、保有有価証券の時価評価額の低下および匿名組合出資

金の一部返還により前年度末と比較し426百万円減少し、28,088百万円となりました。 

 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1,340百万円減少し、33,668百万

円となりました。 

（負債の部） 

 負債の部は、買掛金、未払法人税等および有利子負債の減少により前年度末と比較し898百万円減

少し、21,775百万円となりました。 

（純資産の部） 

 純資産の部は、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442百万円減少し、

11,893百万円となりました。 

 

②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、税金等

調整前四半期純損失の計上、法人税等の支払および銀行借入等の返済により700百万円減少し、

1,601百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当四半期末の営業活動による資金収支は△266百万円となりました。これは売上債権等の回収があ

りましたが、税金等調整前四半期純損失の計上、仕入債務および法人税等の支払が発生した事によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当四半期末の投資活動による資金収支は107百万円となりました。これは短期貸付金の増加があり

ましたが、保有有価証券の売却および匿名組合出資金の一部返還による収入が発生した事によるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当四半期末の財務活動による資金収支は△523百万円となりました。これは銀行借入等の返済およ

び配当金の支払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 

 第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成22年５月11日発表の「平成

22年３月期 決算短信」の業績予想から変更はありません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 
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(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

 

(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の適用 

 当第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、営業損失及び経常損失は603千円増加し、税金等調整前四半期純損失は21,043千円増

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55,398千円であり

ます。 

 

②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、前第３四半期連結会計期間より、固定資産の投資

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、前第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、前第１四半期連結累計期間は従来の方法によっております。 

 この結果、変更後の方法によった場合に比べて、前第１四半期連結会計期間末の「商品」は

177,251千円増加しております。 

 

③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、前第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、変更後の方法によった場合に比べて、前第１四半期連結累計期間の売上高は26,760千

円増加し、売上総利益及び営業利益は11,473千円減少しております。 
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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１四半期連結会計期間末 
(平成22年６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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,713,337 2,406,448 

受取手形及び売掛金 586,514 689,500 

商品 53,298 62,321 

販売用不動産 531,221 532,191 

貯蔵品 29,486 25,390 

短期貸付金 260,099 160,194 

繰延税金資産 64,854 95,138 

その他 2,418,498 2,586,549 

貸倒引当金 △76,990 △62,843 

流動資産合計 5,580,320 6,494,891 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,537,105 7,581,233 

機械装置及び運搬具（純額） 211,654 210,490 

工具、器具及び備品（純額） 328,982 336,845 

土地 14,042,818 14,042,818 

リース資産（純額） 60,486 64,281 

建設仮勘定 10,000 13,100 

有形固定資産合計 22,191,048 22,248,770 

無形固定資産   

借地権 325,984 325,984 

ソフトウエア 68,090 72,667 

のれん 9,422 10,768 

その他 20,784 20,970 

無形固定資産合計 424,281 430,390 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,327,586 1,723,223 

関係会社株式 278,594 279,889 

長期貸付金 1,190 1,330 

差入保証金 2,653,186 2,691,944 

繰延税金資産 1,036,683 917,998 

その他 199,071 282,566 

貸倒引当金 △23,171 △61,391 

投資その他の資産合計 5,473,141 5,835,561 

固定資産合計 28,088,471 28,514,722 

資産合計 33,668,792 35,009,614 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 642,974 952,936 

短期借入金 1,035,000 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 5,281,927 4,987,282 

1年内償還予定の社債 880,000 880,000 

リース債務 14,616 15,001 

未払金 478,433 527,878 

未払法人税等 39,313 194,714 

繰延税金負債 720 797 

賞与引当金 91,482 140,164 

その他 912,534 859,560 

流動負債合計 9,377,003 8,958,336 

固定負債   

社債 200,000 200,000 

長期借入金 7,077,754 8,369,358 

リース債務 46,948 50,154 

長期未払金 29,739 37,167 

長期預り保証金 1,814,844 1,824,520 

繰延税金負債 300,360 300,080 

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 580,420 610,395 

役員退職慰労引当金 138,891 169,591 

資産除去債務 55,398 － 

固定負債合計 12,398,109 13,715,019 

負債合計 21,775,112 22,673,355 

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 1,408,206 1,738,186 

自己株式 △236,714 △236,599 

株主資本合計 9,461,779 9,791,874 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △129,680 △8,725 

土地再評価差額金 2,982,365 2,982,365 

為替換算調整勘定 △441,883 △449,592 

評価・換算差額等合計 2,410,802 2,524,047 

少数株主持分 21,097 20,337 

純資産合計 11,893,679 12,336,259 

負債純資産合計 33,668,792 35,009,614 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,397,220 4,401,244 

売上原価 4,822,734 3,282,732 

売上総利益 1,574,486 1,118,511 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 26,828 21,957 

役員報酬 77,662 67,186 

人件費 764,253 653,624 

賞与引当金繰入額 92,336 67,944 

退職給付費用 20,881 17,582 

賃借料 97,301 74,723 

水道光熱費 42,659 35,272 

その他 415,499 330,915 

販売費及び一般管理費合計 1,537,423 1,269,206 

営業利益又は営業損失（△） 37,062 △150,694 

営業外収益   

受取利息 1,894 786 

受取配当金 18,239 24,838 

匿名組合投資利益 8,417 61,510 

協賛金収入 － 6,071 

為替差益 35,609 － 

その他 7,132 4,535 

営業外収益合計 71,293 97,742 

営業外費用   

支払利息 111,694 99,098 

持分法による投資損失 － 1,949 

出資金運用損 － 23,106 

その他 5,625 17,659 

営業外費用合計 117,319 141,814 

経常損失（△） △8,963 △194,765 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 21,939 

受取解約違約金 40,146 1,945 

特別利益合計 40,146 23,884 

特別損失   

固定資産除却損 5,392 636 

減損損失 143,469 10,259 

商品廃棄損 1,812 － 

差入保証金償却損 4,000 － 

投資有価証券評価損 28,119 － 

解約違約金 － 727 

事務所移転費用 6,503 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,440 

特別損失合計 189,297 32,063 

税金等調整前四半期純損失（△） △158,115 △202,944 

法人税、住民税及び事業税 52,534 36,926 

法人税等調整額 △71,409 △68,534 

法人税等合計 △18,874 △31,607 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △171,337 

少数株主利益 9,896 760 

四半期純損失（△） △149,137 △172,097 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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損失（△） △158,115 △202,944 

減価償却費 163,540 147,353 

減損損失 143,469 10,259 

のれん償却額 1,346 1,346 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,751 △24,073 

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,672 △48,681 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,341 △29,975 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △30,700 

受取利息 △1,894 △786 

受取配当金 △18,239 △24,838 

持分法による投資損益（△は益） － 1,949 

支払利息 111,694 99,098 

為替差損益（△は益） － 16,865 

受取解約違約金 △40,146 △1,945 

投資有価証券売却損益（△は益） － △21,939 

投資有価証券評価損益（△は益） 28,119 － 

固定資産除却損 1,691 636 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,440 

差入保証金償却額 4,000 － 

商品評価損 71,124 － 

解約違約金 － 727 

出資金運用損益（△は益） － 23,106 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,132,203 5,896 

売上債権の増減額（△は増加） 15,409 102,986 

仕入債務の増減額（△は減少） 101,822 △309,962 

営業貸付金の増減額（△は増加） 57,682 200 

その他の資産の増減額（△は増加） 193,945 264,123 

その他の負債の増減額（△は減少） 84,161 △8,894 

小計 1,814,554 △9,752 

利息及び配当金の受取額 20,133 35,148 

利息の支払額 △103,276 △91,137 

法人税等の支払額 △125,523 △201,220 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,605,889 △266,961 

東京テアトル株式会社(9633)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

9



(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 － △280 

投資有価証券の売却による収入 1,798 78,770 

匿名組合出資金の払戻による収入 － 196,000 

短期貸付金の増減額（△は増加） △100,060 △100,105 

長期貸付けによる支出 △1,500 － 

長期貸付金の回収による収入 2,609 140 

有形固定資産の取得による支出 △35,608 △59,157 

有形固定資産の売却による収入 － 8,625 

無形固定資産の取得による支出 △8,996 △9,311 

定期預金の預入による支出 △22,223 △19,001 

定期預金の払戻による収入 7,200 12,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △156,780 107,680 

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） △2,007,940 635,000 

長期借入れによる収入 1,900,000 100,000 

長期借入金の返済による支出 △1,319,084 △1,096,958 

リース債務の返済による支出 △1,043 △3,590 

自己株式の取得による支出 △203 △115 

配当金の支払額 △158,574 △158,301 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,586,846 △523,966 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,317 △16,865 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158,055 △700,112 

現金及び現金同等物の期首残高 1,886,520 2,301,425 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,728,464 1,601,313 

東京テアトル株式会社(9633)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

10



(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

1,174,043 1,738,311 3,173,574 311,290 6,397,220 － 6,397,220

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,274 1,178 235,801 159 240,414 （240,414） －

計 1,177,318 1,739,490 3,409,376 311,449 6,637,634 （240,414） 6,397,220

営業利益又は営業損失（△） △39,929 △48,835 337,449 △19,825 228,858 （191,795） 37,062

(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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

 

【セグメント情報】 

1. 報告セグメントの概要 

当社グループ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。 

当社は、営業本部にサービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱うサービスについて国内の包

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、事業部を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、
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「映像関連事業」、「ホテル飲食関連事業」、「不動産関連事業」及び「小売レジャー関連事業」の

４つを報告セグメントとしております。 

「映像関連事業」は、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

ト企画をしております。「ホテル飲食関連事業」は、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・キャバレーの経営をしておりま

す。「不動産関連事業」は、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、収益不動産の管理付き販売・仲介、特定金銭債権の管理・回収

をしております。「小売レジャー関連事業」は、衣料の販売、レジャーホテルの経営をしております。 

 

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 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
映像関連事

業 
ホテル飲食
関連事業

不動産関連
事業 

小売レジャ
ー関連事業

合計 

調整額 

(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(注)２ 

売上高    

外部顧客に対する売
上高 

930,217 1,722,962 1,616,320 131,743 4,401,244 － 4,401,244

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

331 1,059 229,710 － 231,101 △231,101 －

計 930,549 1,724,022 1,846,031 131,743 4,632,346 △231,101 4,401,244

セグメント利益又はセ
グメント損失（△） 

△76,331 △48,776 155,243 △13,331 16,804 △167,498 △150,694

(注)１ セグメント利益の調整額△167,498千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用167,322千円及
びその他の調整額176千円を含んでおります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であり
ます。 

２ セグメント利益は、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。 

 

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「映像関連事業」及び「不動産関連事業」の一部資産グループにおいて、キャッシュ・フローが継

続してマイナスとなっており、将来キャッシュ・フローも当該事業用資産の見積期間内においてマイ

ナスと見込まれ、その使用価値を回収することは困難と認められることから、当該資産グループを減

損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計

期間においては10,259千円であります。 

 

(追加情報) 

当第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。 

 

(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１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 
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