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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 18,135 △5.4 614 69.2 264 448.6 181 △4.8
23年3月期 19,172 △20.9 363 ― 48 △71.0 190 ―

（注）包括利益 24年3月期 700百万円 （303.9％） 23年3月期 173百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 2.30 ― 1.4 0.8 3.4
23年3月期 2.42 ― 1.5 0.1 1.9

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  3百万円 23年3月期  13百万円

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

24年3月期 32,801 12,795 38.9 161.79
23年3月期 33,347 12,351 37.0 156.16

（参考） 自己資本   24年3月期  12,771百万円 23年3月期  12,327百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 858 △464 △480 2,356
23年3月期 502 703 △1,028 2,446

2.  配当の状況 

（注）平成25年３月期の配当予想額については、未定です。 
   詳細については、決算短信【添付資料】５ページ「（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当」をご覧ください。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 78 41.3 0.6
24年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 78 43.4 0.6
25年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 8,900 △3.3 △220 ― △400 ― △600 ― △7.60
通期 18,900 △6.0 △40 ― △420 ― △620 ― △7.85



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 80,130,000 株 23年3月期 80,130,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 1,191,954 株 23年3月期 1,190,464 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 78,938,812 株 23年3月期 78,939,824 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 9,405 △6.1 466 365.0 200 ― △189 ―
23年3月期 10,016 △28.8 100 ― △186 ― △467 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △2.40 ―
23年3月期 △5.92 ―

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

24年3月期 29,569 11,827 40.0 149.83
23年3月期 30,737 11,899 38.7 150.74

（参考） 自己資本 24年3月期  11,827百万円 23年3月期  11,899百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中です。 

※ 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、決算短信【添付資料】２ページ「（1）経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 
①当連結会計年度（以下「当年度」といいます。）の経営成績 
当年度におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある

中で、消費マインドの回復により個人消費が底堅く推移するなど、緩やかながら持ち直し

に転じました。 
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、

当期純利益を安定的継続的に拡大できる事業構造の実現を進めてまいりました。その結果、

当年度の連結業績は、入居ビルの建替え等による事業所の閉鎖や震災の影響等により売上

高は18,135百万円（前年度比5.4％減）となりましたが、アセットマネジメント事業におい

て一時的な収入が発生したこと等により営業利益は614百万円（前年度比69.2％増）、経常

利益は264百万円（前年度比448.6％増）となりました。一方、前年度に賃貸借契約解除に

伴う受取解約違約金等の特別利益がありましたので、当期純利益は181百万円（前年度比

4.8％減）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、関西の３館が近隣のシネマコンプレックスの影響を受け苦戦いたしま

したが、『ブラック・スワン』『ダンシング・チャップリン』『ゴーストライター』等のヒッ

ト作品があり、とりわけヒューマントラストシネマの２館が好調に推移しましたので、既

存館ベースでは、ほぼ前年度並みとなりました。しかし、震災・入居ビルの建替え・事業

再構築のため、「シネリーブル千葉ニュータウン」「テアトルダイヤ」を含む５館を平成23

年２月以降に閉館したことにより、全体としては前年度の売上高を大幅に下回りました。

なお、当年度末における映画館数は10館（前年度末比４館減）、スクリーン数は22スクリー

ン（前年度末比15スクリーン減）となりました。 
映画配給事業は、『一枚のハガキ』『ダンシング・チャップリン』が目標を上回る配給収入

を計上したことに加え、『それいけ！アンパンマン すくえ！ココリンと奇跡の星』がシリ

ーズ歴代第２位の好成績を上げましたので、前年度の売上高を上回りました。 

 広告事業は、事業再構築のため不採算事業から撤退したことにより、前年度の売上高を

下回りました。 

 

以上の結果、映像関連事業の売上高は3,533百万円（前年度比22.8％減）となりましたが、

不採算事業からの撤退により営業利益は55百万円（前年度比83.4％増）となりました。 

東京テアトル株式会社（9633）　平成24年３月期　決算短信東京テアトル株式会社（9633）　平成24年３月期　決算短信

2



＜ホテル飲食関連事業＞ 

ホテル事業は、スモールラグジュアリーホテル「ホテル西洋 銀座」においては、宿泊・

料飲部門ともに回復基調にありますが、震災の影響で外国人旅行客が大幅に減少した第１

四半期をカバーするまでには至らず、また、ビジネスホテル「池袋ホテルテアトル」を入

居ビルの建替えに伴い平成23年６月に閉館したことにより、前年度の売上高を大幅に下回

りました。 
飲食事業は、当社直営飲食店が前年度並みで推移するとともに、焼鳥専門店チェーン「串

鳥」が既存店ベースで前年度を上回り、さらには平成23年８月に「新さっぽろ店」、同年10

月に東京進出２店舗目となる「荻窪駅西口店」、そして平成24年２月に「旭川本店」を出店

したことにより、前年度の売上高を上回りました。なお、当年度末における店舗数は、当

社直営飲食店は前年度末と変わらず４店舗、焼鳥専門店チェーン「串鳥」は29店舗（前年

度末比３店舗増）となりました。 

 
 以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は 6,734 百万円（前年度比 5.1％減）、「池袋ホ

テルテアトル」の閉館により営業利益は０百万円（前年度比 99.7％減）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は、所有物件の賃料収入が減少しましたが、一時的な収入が

発生したこと等により前年度の売上高を大幅に上回りました。 
 プロパティマネジメント事業は、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、前年度の売上高を下回りました。 
 リニューアルマンション事業は、震災の影響によりマーケットが停滞しましたが、前年

度以上の販売件数を確保いたしましたので、前年度の売上高を上回りました。 
 アセットソリューション事業は、物件の販売が堅調に進捗しましたので、前年度の売上

高を上回りました。 
 サービサー事業は、大口債権の回収が遅れたこと等により、前年度の売上高を下回りま

した。 
 
 以上の結果、不動産関連事業の売上高は 7,577 百万円（前年度比 6.7％増）、アセットマ

ネジメント事業において一時的な収入が発生したこと等により営業利益は 1,193 百万円（前

年度比 30.8％増）となりました。 
 
＜レジャー関連事業＞ 
 レジャーホテル事業は、レジャーホテル「ホテルバル」を平成 22 年 9 月に売却したこと

により前年度の売上高を大幅に下回りました。 
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 レジャー関連事業は、以上の理由に加え前年度に小売事業から撤退したことにより、売

上高は 289 百万円（前年度比 27.6％減）となりましたが、営業損失は０百万円（前年度は

営業損失 13 百万円）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(百万円) 構成比(％) 前年度比増減(％) 

映像関連事業 3,533 19.5 △22.8 

ホテル飲食関連事業 6,734 37.1 △5.1 

不動産関連事業 7,577 41.8 6.7 

レジャー関連事業 289 1.6 △27.6 

計 18,135 100.0 △5.4 

 
②次年度の見通し 
 今後のわが国の経済は、震災からの復旧、復興需要が引き続き見込まれますが、欧州政

府債務危機の影響や原油価格の上昇、また電力供給の制約や原子力災害の影響により先行

き不透明な経営環境が続くものと予想されます。 
 このような情勢のもと当社グループは、平成 24 年度につきましては、構造改革の推進が

途上にあることから損失を計上する見込みであり、連結売上高 18,900 百万円、連結営業損

失 40 百万円、連結経常損失 420 百万円、連結当期純損失 620 百万円となる見通しです。 
 
（２）財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 
（資産の部） 

流動資産は、販売用不動産が増加したものの、現金及び預金が減少したこと等により、

前年度末と比較し 119 百万円減少し 6,528 百万円となりました。 
固定資産は、有形固定資産および無形固定資産において減価償却が進んだこと等に加

え、投資その他の資産において差入保証金の返還や繰延税金資産の減少があったこと等

により、前年度末と比較し 426 百万円減少し 26,273 百万円となりました。 
以上の結果、当年度末における資産の部は、前年度末と比較し545百万円減少し32,801

百万円となりました。 
（負債の部） 

負債の部は、有利子負債の減少等により、前年度末と比較し 989 百万円減少し 20,005
百万円となりました。 
（純資産の部） 

純資産の部は、土地再評価差額金が増加したこと等により、前年度末と比較し 444 百

万円増加し 12,795 百万円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 
当年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前年

度末より 89 百万円減少し 2,356 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主

な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） 

営業活動の結果、資金は 858 百万円の増加となりました。これは、たな卸資産の増加

103 百万円などがあったものの、減価償却費 526 百万円などの非資金項目の調整に加え、

税金等調整前当期純利益 519 百万円を計上していること等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） 

投資活動の結果、資金は 464 百万円の減少となりました。これは、飲食事業において

「串鳥」の新規出店のための設備投資など、有形固定資産取得 523 百万円があったこと

等によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は 480 百万円減少となりました。これは、有利子負債の減少 382
百万円や、配当金の支払 78 百万円があったこと等によるものです。 

 
（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(％) 34.1 33.6 35.2 37.0 38.9

時価ベースの自己資本比率(％) 35.7 41.1 32.0 26.8 28.9

キャッシュ･フロー対有利子負債比率(倍) 61.7 33.3 3.6 27.9 16.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 0.7 1.2 9.3 1.2 2.0

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 
  当社は、連結当期純利益を拡大し、1 株当たりの配当額を高め、株主の皆様への安定的

な利益還元を図りつつ、財務体質の強化および今後の事業展開を勘案した上で、業績に

応じた配当を行うことを基本方針としております。 
このような方針のもと、当期の期末配当につきましては、財務体質の強化ならびに事

業展開への備えを考慮し、前期実績と同じく 1 株当たり 1 円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 
当社グループは、当社および連結子会社９社の合計10社で構成されており、セグメン

トは、映像関連事業、ホテル飲食関連事業、不動産関連事業、レジャー関連事業であり

ます。 
「池袋ホテルテアトル」を、平成23年６月をもって閉館しビジネスホテルの経営から

撤退いたしました。また前年度、小売事業から撤退したことに伴い、セグメント名称を

小売レジャー関連事業からレジャー関連事業に変更いたしました。 
 
 当年度末時点における当社グループと各セグメントとの関係は、次のとおりでありま

す。 
 

セグメントの名称 主 な 事 業 内 容 会  社  名 

映 像 関 連 事 業

（映画興行事業） 
・映画の興行 
（映画配給事業） 
・映画の配給 
（広告事業） 
・総合広告サービス 
・映画の宣伝 
・イベント企画 

当 社 
㈱メディアボックス 

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の経営

・ホテル・レストランの家具・什器等の

購買代行 
・食品の販売 
（飲食事業） 
・飲食店・キャバレーの経営 

当 社 
㈱エイチ・エス・ジー 
札幌開発㈱ 

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 
（プロパティマネジメント事業） 
・不動産の賃貸 
・マンションの管理 
・施設管理 
（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 
（アセットソリューション事業） 
・収益不動産の管理付き販売・仲介 
（サービサー事業） 
・特定金銭債権の管理・回収 

当 社 
テアトルエンタープライズ㈱ 
東京テアトルリモデリング㈱ 
テアトル債権回収㈱ 
テアトルソフトウエア㈱ 

レ ジ ャ ー

関 連 事 業

（レジャーホテル事業) 
・レジャーホテルの経営 

㈲アイザック 
㈲ディーワンエンタープライズ

（注） 不動産関連事業の持分法適用関連会社であった㈱サーヴィンスカヤ西洋は、平成23年
８月に所有株式の一部を売却したことにより持分法の適用範囲から除外しております。 
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 事業の系統図は次のとおりであります。 
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３．経営方針 
 (1) 会社の経営の基本方針 
 当社グループは、「大衆に健全、且つ明朗な娯楽を提供する」ことを創業の理念とし、「ス

タイリッシュ コンフォート ＆ ハートフル エンターテインメント」～洗練された快適さ

や心に残る楽しさの創造により、快適さ楽しさを求めるより多くの人々の心を満たすヒュ

ーマン・コーポレーションを目指す～ということを経営理念とし映像関連事業、ホテル飲

食関連事業、不動産関連事業、レジャー関連事業の各事業でお客様にご満足いただけるこ

とを 高の喜びとして良質なサービスや商品を提供することをモットーに成長発展してい

くことにより、ステークスホルダーの方々から信頼される企業価値の高い企業グループと

なることを経営の基本方針としております。 
 
 (2) 中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 
 当社は、平成 22 年 5 月 11 日に発表した中期三ヵ年経営計画「チェンジ～新しいテアト

ルに向けて～」（平成 22 年度～平成 24 年度）の重点政策である保有資産の有効活用の一環

として、平成 24 年 5 月 2 日付「固定資産の譲渡に関するお知らせ」のとおり、銀座テアト

ルビルの売却を決定いたしました。この譲渡益およびキャッシュフローを活用し、オペレ

ーション事業等への再投資、有利子負債の圧縮による財務体質の健全化、不採算事業の整

理といった安定収益基盤確立へ向けた構造改革を進めてまいります。これらの政策の詳細

な内容および数値計画を含めた新中期経営計画を現在策定中でございます。決定次第、改

めて発表させていただきます。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,539,452 2,453,506 

受取手形及び売掛金 632,224 588,969 

商品 47,404 49,420 

販売用不動産 938,964 1,028,844 

貯蔵品 28,453 27,916 

短期貸付金 240 － 

繰延税金資産 68,591 87,505 

その他 2,488,088 2,431,718 

貸倒引当金 △95,955 △139,654 

流動資産合計 6,647,463 6,528,226 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,833,167 6,641,780 

機械装置及び運搬具（純額） 181,808 155,787 

工具、器具及び備品（純額） 226,537 206,309 

土地 13,894,883 13,877,204 

リース資産（純額） 56,902 119,631 

建設仮勘定 36,610 57,472 

有形固定資産合計 21,229,910 21,058,186 

無形固定資産   

借地権 325,984 325,984 

ソフトウエア 53,617 28,998 

のれん 5,384 － 

その他 18,910 17,891 

無形固定資産合計 403,896 372,873 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,212,618 1,147,623 

関係会社株式 141,308 221,267 

長期貸付金 1,020 1,737 

差入保証金 2,545,113 2,366,836 

繰延税金資産 1,091,042 766,975 

その他 128,540 385,680 

貸倒引当金 △53,530 △47,475 

投資その他の資産 5,066,113 4,842,645 

固定資産合計 26,699,920 26,273,705 

資産合計 33,347,383 32,801,932 

負債の部   

流動負債   
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

支払手形及び買掛金 724,983 670,733 

短期借入金 550,000 390,000 

1年内返済予定の長期借入金 4,718,663 4,594,308 

1年内償還予定の社債 200,000 － 

リース債務 16,677 27,944 

未払金 487,234 352,514 

未払法人税等 125,636 105,972 

繰延税金負債 4,437 4,768 

賞与引当金 96,000 112,138 

災害損失引当金 36,985 － 

その他 667,056 668,689 

流動負債合計 7,627,675 6,927,069 

固定負債   

社債 180,000 180,000 

長期借入金 8,330,846 8,432,409 

リース債務 41,908 98,750 

長期未払金 29,103 24,352 

長期預り保証金 1,728,908 1,572,231 

繰延税金負債 242,787 182,494 

再評価に係る繰延税金負債 2,153,751 1,898,113 

退職給付引当金 472,177 514,262 

役員退職慰労引当金 138,891 127,779 

資産除去債務 49,774 48,531 

固定負債合計 13,368,149 13,078,924 

負債合計 20,995,824 20,005,993 

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 1,771,164 1,698,288 

自己株式 △236,802 △236,961 

株主資本合計 9,824,649 9,751,614 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △159,401 △218,364 

土地再評価差額金 2,982,365 3,238,003 

為替換算調整勘定 △320,083 － 

その他の包括利益累計額合計 2,502,880 3,019,638 

少数株主持分 24,029 24,685 

純資産合計 12,351,559 12,795,938 

負債純資産合計 33,347,383 32,801,932 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 19,172,067 18,135,165 

売上原価 13,872,444 12,619,148 

売上総利益 5,299,623 5,516,017 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 280,589 260,588 

広告宣伝費 79,211 73,675 

人件費 2,719,581 2,691,033 

賞与引当金繰入額 64,867 83,044 

退職給付費用 44,031 67,423 

賃借料 260,781 291,999 

水道光熱費 171,143 174,996 

業務委託費 44,719 28,769 

その他 1,271,384 1,229,695 

販売費及び一般管理費合計 4,936,309 4,901,226 

営業利益 363,314 614,791 

営業外収益   

受取利息 4,073 4,984 

受取配当金 39,644 28,838 

持分法による投資利益 13,333 3,570 

匿名組合投資利益 58,961 － 

投資有価証券売却益 23,955 450 

協賛金収入 8,660 21,209 

その他 26,148 35,331 

営業外収益合計 174,777 94,385 

営業外費用   

支払利息 411,025 424,293 

出資金運用損 41,837 － 

為替差損 33,051 14,137 

その他 4,057 6,740 

営業外費用合計 489,971 445,172 

経常利益 48,119 264,004 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,444 － 

固定資産売却益 14,275 － 

投資有価証券売却益 21,939 － 

受取解約違約金 1,116,709 39,454 

合意解約金 － 293,487 

受取補償金 － 52,448 

受取和解金 － 59,936 

特別利益合計 1,154,367 445,326 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

特別退職金 255,679 13,043 

関係会社株式売却損 202,485 53,434 

投資有価証券評価損 81,159 － 

貸倒損失 155,667 － 

貸倒引当金繰入額 30,216 － 

固定資産売却損 15,223 － 

固定資産除却損 14,018 36,171 

減損損失 209,981 67,169 

解約違約金 23,960 － 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 17,913 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 19,373 － 

災害による損失 57,388 2,294 

事業所閉鎖損失 － 17,765 

特別損失合計 1,083,069 189,879 

税金等調整前当期純利益 119,418 519,451 

法人税、住民税及び事業税 195,909 139,020 

法人税等調整額 △271,044 196,966 

法人税等合計 △75,134 335,986 

少数株主損益調整前当期純利益 194,552 183,465 

少数株主利益 3,692 1,708 

当期純利益 190,860 181,756 
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 194,552 183,465 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △150,675 △58,963 

土地再評価差額金 － 255,638 

持分法適用会社に対する持分相当額 129,508 320,083 

その他の包括利益合計 △21,166 516,758 

包括利益 173,385 700,223 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 169,693 698,514 

少数株主に係る包括利益 3,692 1,708 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 4,552,640 4,552,640 

当期末残高 4,552,640 4,552,640 

資本剰余金   

当期首残高 3,737,647 3,737,647 

当期末残高 3,737,647 3,737,647 

利益剰余金   

当期首残高 1,738,186 1,771,164 

当期変動額   

剰余金の配当 △157,882 △78,939 

当期純利益 190,860 181,756 

持分法の適用範囲の変動 － △175,339 

その他 － △352 

当期変動額合計 32,978 △72,875 

当期末残高 1,771,164 1,698,288 

自己株式   

当期首残高 △236,599 △236,802 

当期変動額   

自己株式の取得 △203 △158 

当期変動額合計 △203 △158 

当期末残高 △236,802 △236,961 

株主資本合計   

当期首残高 9,791,874 9,824,649 

当期変動額   

剰余金の配当 △157,882 △78,939 

当期純利益 190,860 181,756 

自己株式の取得 △203 △158 

持分法の適用範囲の変動 － △175,339 

その他 － △352 

当期変動額合計 32,774 △73,034 

当期末残高 9,824,649 9,751,614 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △8,725 △159,401 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150,675 △58,963 

当期変動額合計 △150,675 △58,963 

当期末残高 △159,401 △218,364 

東京テアトル株式会社（9633）　平成24年３月期　決算短信東京テアトル株式会社（9633）　平成24年３月期　決算短信

14



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

土地再評価差額金   

当期首残高 2,982,365 2,982,365 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 255,638 

当期変動額合計 － 255,638 

当期末残高 2,982,365 3,238,003 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △449,592 △320,083 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 129,508 320,083 

当期変動額合計 129,508 320,083 

当期末残高 △320,083 － 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 2,524,047 2,502,880 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,166 516,758 

当期変動額合計 △21,166 516,758 

当期末残高 2,502,880 3,019,638 

少数株主持分   

当期首残高 20,337 24,029 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,692 655 

当期変動額合計 3,692 655 

当期末残高 24,029 24,685 

純資産合計   

当期首残高 12,336,259 12,351,559 

当期変動額   

剰余金の配当 △157,882 △78,939 

当期純利益 190,860 181,756 

自己株式の取得 △203 △158 

持分法の適用範囲の変動 － △175,339 

その他 － △352 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,474 517,414 

当期変動額合計 15,300 444,379 

当期末残高 12,351,559 12,795,938 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 119,418 519,451 

減価償却費 565,025 526,426 

減損損失 209,981 67,169 

のれん償却額 5,384 5,384 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 180,024 37,644 

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,163 16,137 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △156,131 42,085 

役員退職慰労金 △30,700 △11,112 

災害損失引当金の増減額（△は減少） 35,851 △35,851 

受取利息 △4,073 △4,984 

受取配当金 △39,644 △28,838 

持分法による投資損益（△は益） △13,333 △3,570 

支払利息 411,025 424,293 

為替差損益（△は益） 33,051 2,149 

受取解約違約金 △45,619 △39,454 

投資有価証券売却損益（△は益） △45,895 △450 

投資有価証券評価損益（△は益） 81,159 － 

貸倒損失 155,667 － 

固定資産除却損 12,014 25,674 

固定資産売却損益（△は益） 948 － 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 17,913 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 19,373 － 

関係会社株式売却損益（△は益） 202,485 53,434 

商品評価損 － 12,376 

解約違約金 23,960 － 

出資金運用損益（△は益） 41,837 △8,078 

たな卸資産の増減額（△は増加） △394,918 △103,736 

売上債権の増減額（△は増加） △98,392 43,254 

仕入債務の増減額（△は減少） △227,953 △54,249 

その他の資産の増減額（△は増加） 241,898 143,675 

その他の負債の増減額（△は減少） △224,817 △241,047 

小計 1,031,378 1,387,784 

利息及び配当金の受取額 53,241 50,892 

利息の支払額 △434,630 △426,504 

法人税等の支払額 △147,126 △153,670 

営業活動によるキャッシュ・フロー 502,863 858,502 
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31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 △30,267 － 

投資有価証券の売却による収入 114,064 22,475 

短期貸付金の増減額（△は増加） 5,180 240 

長期貸付けによる支出 △240 △1,500 

長期貸付金の回収による収入 1,250 8,464 

有形固定資産の取得による支出 △239,210 △523,644 

有形固定資産の売却による収入 490,564 － 

無形固定資産の取得による支出 △16,166 △4,933 

無形固定資産の売却による収入 607 － 

出資金の払込による支出 － △7,280 

匿名組合出資金の払戻による収入 200,000 － 

定期預金の預入による支出 △74,904 △69,305 

定期預金の払戻による収入 86,500 66,001 

関係会社株式の売却による収入 166,076 44,830 

投資活動によるキャッシュ・フロー 703,454 △464,650 

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） 150,000 △160,000 

長期借入れによる収入 5,120,000 5,185,000 

長期借入金の返済による支出 △5,427,132 △5,207,792 

社債の発行による収入 180,000 － 

社債の償還による支出 △880,000 △200,000 

リース債務の返済による支出 △15,469 △18,505 

自己株式の取得による支出 △203 △158 

配当金の支払額 △155,861 △78,442 

少数株主への配当金の支払額 － △1,053 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,028,667 △480,951 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,051 △2,149 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,599 △89,249 

現金及び現金同等物の期首残高 2,301,425 2,446,025 

現金及び現金同等物の期末残高 2,446,025 2,356,775 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更） 

当第２四半期連結会計期間より、保有株式の一部を売却したため、㈱サーヴィンスカヤ西洋

を持分法適用の範囲から除外しております。  

   

（追加情報）  

当第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

 (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およ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の国内

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、「映像関連事業」、「ホテル飲食関連事業」、「不動産関連事業」および「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、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。なお、平

成23年６月に「池袋ホテルテアトル」を閉館したことに伴い、ビジネスホテルの経営から撤退

いたしました。「不動産関連事業」は、不動産の所有・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。「レジャー関連事業」は、レジャーホテルの経営をし

ております。なお、前連結会計年度において小売事業から撤退したことに伴い、当連結会計年

度より「小売レジャー関連事業」から「レジャー関連事業」に名称変更いたしました。 
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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

益および振替高は、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22年４月１日  至  平成23年３月31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 

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 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31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 

レジャー 

関連事業 
合計 

売上高  

 外部顧客に対する売上高 3,533,743 6,734,739 7,577,315 289,366 18,135,165 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
3,343 2,943 853,261  859,548 

計 3,537,086 6,737,683 8,430,577 289,366 18,994,714 

 セグメント利益又は損失(△) 55,646 199 1,193,185 △149 1,248,881 

セグメント資産 673,409 2,911,504 24,657,266 535,235 28,777,416 

その他の項目  

 減価償却費 23,458 152,723 307,318 22,762 506,262 

 有形固定資産及び無形 

固定資産の増加額 
72,769 448,247 21,063 17,577 559,657 
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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) 

 (単位：千円) 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 20,067,079 18,994,714 

セグメント間取引消去 △895,012 △859,548 

連結財務諸表の売上高 19,172,067 18,135,165 

  
  

 (単位：千円) 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 993,307 1,248,881 

セグメント間取引消去 △17,400 △7,965 

全社費用 △612,593 △626,125 

連結財務諸表の営業利益 363,314 614,791 

  
 (単位：千円) 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 28,779,445 28,777,416 

全社資産（注） 7,561,196 6,925,584 

その他の調整額 △2,993,258 △2,901,068 

連結財務諸表の資産合計 33,347,383 32,801,932 

（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) 

報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表 

計上額 
その他の項目 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

減価償却費 543,638 506,262 21,386 20,163 565,025 526,426 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

205,948 559,657 ― 3,250 205,948 562,907 

 

 (１株当たり情報) 

 
 

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

 

 
当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

 
１株当たり純資産額 156円16銭 
１株当たり当期純利益 2円42銭 

 

１株当たり純資産額 161円79銭 
１株当たり当期純利益 2円30銭 

   
(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載をしており

ません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（千円） 190,860 181,756 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 190,860 181,756 

普通株式の期中平均株式数（株） 78,939,824 78,938,812 
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３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 

（平成23年３月31日) 
当連結会計年度末 

（平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 12,351,559 12,795,938 

純資産の部から控除する金額（千円） 24,029 24,685 

（うち少数株主持分） (24,029) (24,685) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 12,327,529 12,771,253 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（株） 

78,939,536 78,938,046 

 

（重要な後発事象） 

固定資産の譲渡 

当社は、平成24年５月２日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産を譲渡することを

決議し、平成24年５月７日付で譲渡に関する契約を締結しております。 

１．譲渡の理由 

 当社は、中期三ヵ年計画の重点政策として、保有資産の有効活用・収益最大化へ向けた取り組

みを進めてまいりました。その結果、当社の安定収益基盤確立とその後の長期にわたる成長戦略

を描くためには、事業への再投資や有利子負債の圧縮による財務体質の改善が不可欠であり、そ

れらの早期実現に向けては、銀座テアトルビルの売却が最善の策であると判断いたしました。 

 

２．譲渡資産の内容 

資産の内容及び所在地 譲渡価額 帳簿価額 現況 

名  称：銀座テアトルビル 

所 在 地：東京都中央区銀座一丁目11番2号（住居表示） 

土  地：2,254.39㎡ 

建  物：18,951.34㎡ 

17,886百万円 12,914百万円      
店舗・ホテル・

劇場・映画館他 

 

３．譲渡の相手先の概要 

譲渡先は国内の一般事業会社ですが、譲渡先との取り決めにより開示を控えさせていただきま

す。なお、当社と譲渡先との資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

４．譲渡の日程 

取締役会決議   平成 24 年 5 月 2 日 

契約締結   平成 24 年 5 月 7 日 

物件引渡日    譲渡先との協議により別途引渡日を決定いたします。 
                               

５．損益に与える影響額 

上記の固定資産譲渡が平成25年3月期以降の業績に与える影響につきましては現在精査中でござ

います。 

 

５．その他 

役員の異動 

該当事項はありません。 

東京テアトル株式会社（9633）　平成24年３月期　決算短信東京テアトル株式会社（9633）　平成24年３月期　決算短信

21


	96-4 サマリー.pdf
	96-4短信_添付資料の目次.pdf
	短信20120507　財表より前.pdf
	96-4 連結財表.pdf
	96-4　経理の状況　注記.pdf

