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平成 23 年６月 17 日 

各 位 

 

会社名  東京テアトル株式会社 

代表者名 代表取締役社長    前田  稔 

（コード９６３３ 東証第１部） 

問合せ先 取締役執行役員    浦田 雅裕 

管理本部長 

（TEL:03-3561-8325） 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 23 年５月 10 日に開示いたしました「平成 23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

について一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

該当箇所につきましては下線を付して表示しております。また、数値データにも訂正がありましたので、

訂正後の数値データも送信いたします。 

 

 

記 

 

 

 

４．連結財務諸表（９ページ） 

（１）連結貸借対照表（負債の部 流動負債） 

 

［訂正前］ 
  (単位：千円) 

  

前連結会計年度 

(平成 22 年３月 31

日) 

当連結会計年度 

(平成 23 年３月 31

日) 

  その他 859,560 704,042 

 

［訂正後］ 

  (単位：千円) 

  

前連結会計年度 

(平成 22 年３月 31

日) 

当連結会計年度 

(平成 23 年３月 31

日) 

  災害損失引当金 ― 36,985 

  その他 859,560 667,056 

 

(財) 財務会計基準機構会員 
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（19 ページ） 

 ４ 会計処理基準に関する事項 

（３）重要な引当金の計上基準 

 

［訂正前］ 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日至 平成23年３月31日) 

貸倒引当金 

（省略） 

貸倒引当金 

（省略） 

賞与引当金 

（省略） 

賞与引当金 

（省略） 

退職給付引当金 

（省略） 

退職給付引当金 

（省略） 

役員退職慰労引当金 

（省略） 

役員退職慰労引当金 

（省略） 

 

［訂正後］ 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日至 平成23年３月31日) 

貸倒引当金 

(省略) 

貸倒引当金 

（省略） 

賞与引当金 

(省略) 

賞与引当金 

（省略） 

 災害損失引当金 

 東日本大震災に伴う復旧費用等の支出に備
えるため、当連結会計年度末における見積額
を計上しております。 

退職給付引当金 

(省略) 

退職給付引当金 

(省略) 

役員退職慰労引当金 

(省略) 

役員退職慰労引当金 

(省略) 

 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（22ページ） 

（追加情報） 

 

［訂正前］ 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

(省略) （包括利益の表示に関する会計基準） 

(省略） 
（災害に関する損失） 
 東日本大震災に関連する損失つきましては、連結
損益計算書上で事業所等の原状回復費用など
57,388千円を特別損失「災害による損失」に計上し
ております。そのうち、連結貸借対照表上で35,851
千円を流動負債のその他に見積もり計上しており
ます。 

 

［訂正後］ 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

(省略) （包括利益の表示に関する会計基準） 

（省略） 

（削除） 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項（28ページ） 

（セグメント情報等） 

当連結会計年度(自  平成 22年４月１日  至  平成 23年３月 31日) 

 

［訂正前］ 
２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と

同一であります。 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

報告セグメント 

  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) 

合計 
（千円） 

調整額 
(千円) 

連結計上額 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対する 
売上高 

4,577,704 7,095,431 7,099,468 399,463 19,172,067 ― 19,172,067 

 (2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

6,209 1,704 887,097 ― 895,012 (895,012) ― 

   計 4,583,914 7,097,135 7,986,566 399,463 20,067,079 (895,012) 19,172,067 

 営業費用 4,553,568 7,033,447 7,074,053 412,702 19,073,771 (265,018) 18,808,753 

 営業利益又は営業損失(△) 30,345 63,688 912,513 △13,238 993,307 (629,993) 363,314 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

  

 資産 748,920 2,775,471 24,479,655 630,328 28,643,376 4,727,222 33,361,598 

 減価償却費 31,554 164,157 324,606 22,230 542,549 21,386 563,936 

 資本的支出 40,817 85,235 69,726 10,169 205,948 ― 205,948 

 

［訂正後］（注）表については差し替えとしており、変更箇所の下線を省略しております。 
２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載

と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。また、セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢

価格に基づいております。 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

従来までのセグメント情報の取扱に基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「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）等に準拠した場合と同様の情報が開示されているため、記載を省

略しております。 

 
当連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

報告セグメント 

  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) 

合計 

（千円） 

売上高 

 外部顧客に対する売上高 4,577,704 7,095,431 7,099,468 399,463 19,172,067 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
6,209 1,704 887,097 ― 895,012 

計 4,583,914 7,097,135 7,986,566 399,463 20,067,079 

セグメント利益又は損失(△) 30,345 63,688 912,513 △13,238 993,307 

セグメント資産 754,709 2,790,693 24,674,646 559,396 28,779,445 

その他の項目 

 減価償却費 31,554 164,157 326,492 21,433 543,638 

 有形固定資産及び無形固定資産

の増加額 
40,817 85,235 70,820 9,075 205,948 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項（29ページ） 

（セグメント情報等） 

当連結会計年度(自  平成 22年４月１日  至  平成 23年３月 31日) 

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関

する事項) 

 

［訂正前］ 
 (単位：千円) 

資産 金額 
報告セグメント計 28,634,376 

全社資産 4,727,222 

連結財務諸表の資産合計 33,361,598 

 

   (単位：千円) 

その他の項目 報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表 

計上額 

減価償却費 542,549 21,386 563,936 

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 205,948 ― 205,948 

 

 

［訂正後］ 
 (単位：千円) 

資産 金額 
報告セグメント計 28,779,445 

全社資産（注） 7,561,196 

その他の調整額 △2,993,258 

連結財務諸表の資産合計 33,347,383 

（注）親会社における余資運用資金（現預金等）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る

投資等であります。 

 

   (単位：千円) 
その他の項目 報告セグメント計 調整額 

連結財務諸表 
計上額 

減価償却費 543,638 21,386 565,025 

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 205,948 ― 205,948 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項（30ページ） 

（税効果会計関係） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳 

（繰延税金資産）②固定資産 

 

［訂正前］ 

 

前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

 ②固定資産  

  繰越欠損金 803,229千円 

  退職給付引当金 235,363千円 

  役員退職慰労引当金 69,370千円 

  減損損失 452,236千円 

  未実現利益の消去 15,066千円 

  有価証券評価差額金 29,832千円 

  為替換算調整勘定 143,993千円 

  その他 5,639千円 
  繰延税金負債（固定）との

相殺 
△87,874千円 

   計 1,666,857千円 

  評価性引当額 △748,858千円 

   合計 917,998千円 
 

 ②固定資産  

  繰越欠損金 712,548千円 

  退職給付引当金 184,119千円 

  役員退職慰労引当金 56,955千円 

  減損損失 149,849千円 

  未実現利益の消去 13,731千円 

   為替換算調整勘定 47,330千円 

  資産除去債務 19,377千円 

  その他 6,003千円 
  繰延税金負債（固定）との

相殺 
△25,718千円 

   計 1,164,198千円 

  評価性引当額 △73,155千円 

   合計 1,091,042千円 
 

 

［訂正後］ 

 

前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

 ②固定資産  

  繰越欠損金 803,229千円 

  退職給付引当金 235,363千円 

  役員退職慰労引当金 69,370千円 

  減損損失 452,236千円 

  未実現利益の消去 15,066千円 

  有価証券評価差額金 29,832千円 

  為替換算調整勘定 143,993千円 

  その他 5,639千円 
  繰延税金負債（固定）との

相殺 △87,874千円 

   計 1,666,857千円 

  評価性引当額 △748,858千円 

   合計 917,998千円 
 

 ②固定資産  

  繰越欠損金 1,158,501千円 

  退職給付引当金 184,119千円 

  役員退職慰労引当金 56,955千円 

  減損損失 247,733千円 

  未実現利益の消去 13,731千円 

   有価証券評価差額金 75,310千円 
   為替換算調整勘定 47,330千円 
  資産除去債務 20,139千円 

  その他 9,427千円 
  繰延税金負債（固定）との

相殺 △25,718千円 

   計 1,787,531千円 

  評価性引当額 △696,489千円 

   合計 1,091,042千円 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項（31ページ） 

（税効果会計関係） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳 

 

［訂正前］ 

前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

税金等調整前当期純損失のため、注記を省略し
ております。 

法定実効税率 40.44％ 

（調整）  

 子会社における未認識税務利益 △66.11％ 

 住民税均等割等 △16.48％ 
 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 △3.30％ 

親会社における未認識税務利益 △9.83％ 

 その他 △7.64％ 
税効果会計適用後の法人税等の負
担率 △62.92％ 

 

 

 

［訂正後］ 

前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

税金等調整前当期純損失のため、注記を省略し
ております。 

法定実効税率 40.44％ 

（調整）  

 子会社における未認識税務利益 △66.11％ 

 住民税均等割等 △16.48％ 
 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

△3.30％ 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △3.44％ 

親会社における未認識税務利益 △9.83％ 

 その他 △4.2％ 
税効果会計適用後の法人税等の負
担率 △62.92％ 

 
 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項（32ページ） 

（賃貸等不動産関係） 

当連結会計年度(自 平成 22年４月１日 至 平成 23年３月 31日) 

 

［訂正前］ 

 
当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用オフィスビル（土地を含む）を有しており

ます。平成 23 年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 712,327 千円（賃貸収益は売上高に、主

な賃貸費用は売上原価に計上）であります。 

 

［訂正後］ 

 

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用オフィスビル（土地を含む）を有しており

ます。平成 23 年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 726,098 千円（賃貸収益は売上高に、主

な賃貸費用は売上原価に計上）であります。 
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５．個別財務諸表（37ページ） 

（２）損益計算書（販管費及び一般管理費） 

 

［訂正前］ 
  (単位：千円) 

  

前事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23 年３月 31

日) 

 法務費用 57,393 40,338 

 その他 136,490 116,545 

 

［訂正後］ 
  (単位：千円) 

  

前事業年度 

(自 平成 21 年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23 年３月 31

日) 

 法務費用 57,393 50,086 

 その他 136,490 106,796 

 

 

以上 

 


