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平成 24 年 6 月 20 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 

（コード番号 9633 東証第１部） 

問合せ先 取締役執行役員 

経営企画室長 坂 一郎 

（TEL 03-3561-8327） 

 
第８次中期経営計画の策定について 

 
 
 当社グループは 2010 年度を始期として 2012 年度終期とする第 7 次中期経営計画「チェンジ

～新しいテアトルに向けて～」を 2010 年 5 月に策定いたしました。しかしながら、2011 年 3
月に発生した東日本大震災や福島原発事故による放射能汚染の影響の長期化、想定を上回る円

高、中小企業等金融円滑化法（モラトリアム法）の延長など、当社グループの基幹事業へ多大

なる影響をもたらす環境変化が相次いで発生する事態となり、当社グループは、リニューアル

マンション事業（中古マンション再販）、ホテル飲食事業（特にホテル西洋銀座）ともにこれま

での成長戦略に基づいた中期計画の変更を余儀なくされ、最終年度である今期において当初の

数値目標の達成は困難と判断することとなりました。 
これまで当社グループは、映像事業におきまして不採算館の撤退、デジタル化整備、新会員

制度の発足他、飲食事業におきましては串鳥の新規出店の推進、不動産事業におきましてはリ

ニューアルマンション事業の組織整備による売り上げ拡大・安定化など一定の成果を挙げてま

いりましたが、今後も震災の影響の長期化や消費増税など厳しい経済環境の変化が予想される

中、これらの状況に機動的に対処すべく、銀座テアトルビルの売却を決め、本年 5 月にこれを

実行いたしました。また、今後は、銀座テアトルビル売却資金を原資とし、オペレーション事

業を中心とした強化・育成事業への再投資、財務体質の健全化、不採算事業の撤退といった収

益基盤安定化が不可欠であると考えております。 
これを受けまして、当社グループは、第７次中期経営計画について本年度終了を待たずに改

定することとし、今後の 3 年間を「本業であるオペレーション事業への回帰に向けた新たな経

営構造改革期」と位置づけ、今後の変化に向け構造改革を断行することを主旨として第８次中

期経営計画（「To The Next 2014」）を以下の通り策定いたしました。 
 
 

＜第８次中期経営計画の概要＞ 
 
１． 計画期間     2012 年度～2014 年度 

 
２． 計画の位置づけ 
 「本業であるオペレーション事業への回帰に向けた新たな経営構造改革期」 
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（1） 第 7 次中期経営計画（2010 年度～2012 年度）の経営実績について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2） 今中期経営計画の位置づけについて 

当社グループは銀座テアトルビルの売却実施による構造改革を断行し、オペレーション

事業＝「お客様に直に接し、サービスを提供する」事業を長期的に成長させてまいります。 
そのために、今中期経営計画の計画期間 2012 年度から 2014 年度は、まず銀座テアトル

ビルの売却実施とそれを受けての構造改革を断行するための期間とし、 
① 2015 年度以降、各事業が持続的な成長を続けるための営業基盤の整備 
②  有利子負債圧縮、財務基盤の強化 
③  事業の選択と集中、不採算事業の整理 

に取り組む「本業であるオペレーション事業への回帰に向けた新たな経営構造改革期」と

位置づけます。 
 
 
３． 基本方針  
 

「To The Next 2014」 
創業の志、オペレーション事業への回帰 
財務基盤の強化 
次期中期経営計画（2015 年度～）での業績発展に向けた事業の選択と集中 

   
 （1） 創業の志、オペレーション事業への回帰 

当社グループは 1946 年、戦後の荒廃した世の中で「国民大衆に健全且つ明朗な娯楽を提

供し、その生活を潤い付け今日の労苦を慰め、明日の活気と生産意欲を充実せしめたい」

という志をもとに銀座の地に創業し、オペレーション事業を展開してまいりました。 
本年 5 月、当社は創業の地である銀座テアトルビルの売却を決定いたしました。創業の地

を失うことは誠に残念なことではありますが、当社はこれを機にあらためてこの創業の志に

立ち戻り、お客様に信頼され、期待されるためのオペレーション事業の再構築を進めます。

そのために創業以来、事業の形を変えながらも当社グループが一貫して実践してきた「お客

様に満足いただけるサービスの提供を基本姿勢とし、お客様や、お客様に直に接するスタッ

フの声を新たな顧客満足の創造に繋げる」というマネジメントのあり方を再確認、再検証し

た上でより一層進化させてまいります。 
 

単位：百万円
2010年度 2011年度 2012年度
実績 計画 実績 計画 予想 計画

映像関連事業 4,583 5,300 3,537 4,700 3,550 5,400
ホテル飲食関連事業 7,097 7,700 6,737 8,200 7,400 8,900
不動産関連事業 7,986 9,000 8,430 11,000 8,600 12,200
小売レジャー関連事業 399 400 289 250 290 250

調整額 ▲ 895 ▲ 900 ▲ 859 ▲ 1,150 ▲ 940 ▲ 1,250
売上高 19,172 21,500 18,135 23,000 18,900 25,500
映像関連事業 30 100 55 150 100 200
ホテル飲食関連事業 63 270 0 320 20 350
不動産関連事業 912 1,060 1,193 1,080 420 1,150
小売レジャー関連事業 ▲ 13 ▲ 40 0 0 0 0

調整額 ▲ 629 ▲ 690 ▲ 634 ▲ 700 ▲ 580 ▲ 700
営業利益 363 700 614 850 ▲ 40 1,000
経常利益 48 300 264 450 ▲ 420 600
当期利益 190 100 181 175 ▲ 620 250
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当社グループは 1946 年、映画館「テアトル銀座」を開業し、アメリカ映画の封切館とし

て営業することで、「銀座で映画館は成功しない」というジンクスを打ち破る成功を収めま

した。その後、映画館「テアトル東京」では、充実した接客マニュアルによる従業員教育の

徹底、当時先進的であったリクライニングシートの導入など、当時の映画館としては先進

的・革新的なサービスを取り入れ、創業の志であるお客様の満足を徹底して追求することで、

支持を受けてまいりました。 
その後、時代の趨勢の中で形を変えつつも、当社グループはその志を受け継いでまいりま

した。映画興行事業ではお客様のニーズをとらえ、各映画館の特色を活かした独自の作品セ

レクトや数多くの企画上映を実施しております。焼鳥チェーン「串鳥」においては安価で良

質な焼鳥をお客様へ提供するため、焼き手、サービススタッフをはじめとする従業員教育を

徹底し、食材を管理するセントラルキッチンを整備してまいりました。こうした創業の志は

現在も当社グループの多くの事業に活かされております。 
それらを踏まえ、今中期経営計画では当社グループ全ての事業において、お客様に直に接

する「人」や「空間」に徹底してこだわり、 
・お客様へのサービスを支えるスタッフ教育の徹底 
・お客様のニーズにマッチした商品やサービスの開発・提供 
・お客様との接点である店舗・設備・商品を支える様々なバックアップシステムの整備 

に努め、その中で多くのチャレンジを重ねながら当社の独自性を確立させてまいります。 
 
前中期経営計画期間におきましては、当社グループは、結果として不動産事業を中心とし

たキャピタルゲインに依存した収益構造が続いてまいりましたが、今中期経営計画期間に

おいて、銀座テアトルビル売却に伴う資金を活用し、オペレーション事業の収益を着実に

積上げてまいります。 
オペレーション事業の中核と位置づける焼鳥チェーン「串鳥」の展開を中心とした飲食事

業の積極的な展開を進めてまいります。また、創業以来継続しております映像事業につい

ては独自の編成方針に基づく興行事業を中心とした基盤づくりを進めてまいります。不動

産事業においては、エンドユーザーであるお客様と直に接することができるリニューアル

マンション事業・リフォーム事業といった住宅に関わる事業を中核に据え、オペレーショ

ン事業との融合に取り組んでまいります。 
 

（2）財務基盤の強化 
   当社の前期売上は 18,135 百万円、総資産は 32,801 百万円でありますが、前期末有利子

負債残高は連結で 13,596 百万円（単体で 12,603 百万円）あり、売上比 75％、総資産比 41％

と大きな比重を占めております。またこれに伴う支払利息（前期）も年間 424 百万円（単

体 407 百万円）となっており、これまでも利益を圧迫する（特に単体業績）大きな要因と

なっておりました。 

   このたび、保有資産の有効活用の一環として売却いたしました銀座テアトルビルの資金

の一部を活用することにより、この有利子負債残高を約 2,000 百万円程度まで圧縮を図り、

次の成長への礎となる財務体質の改善を図ります。これにより、支払利息を減少させ、収

益を安定化させます。 
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  （3）次期中期経営計画（2015 年度～）での業績発展に向けた事業の選択と集中 
当社はこれまでの急速的な拡大志向から堅実な安定成長志向へ移行するに当たり、この

たび策定する中期計画では、まずグループでの事業の健全性確保のために、事業の選択と

集中を進めてまいります。 

現在、収益悪化が予想されている不動産関連事業の賃貸商業施設の運営事業において、

本中期経営計画期間内で契約期間満了に向けての対応を円滑にすすめていくことで、300

百万円程度の損失圧縮を見込んでおります。 

また，本中期経営計画期間内で収益悪化の兆候がみられる事業が発生した場合にも事業

の抜本的改革や事業からの撤退等、迅速な対応を進めてまいります。 

 

以上の不採算事業の整理と、オペレーション事業の育成の成果を踏まえ、2015 年度以降

の次期中期経営計画においてはグループの事業のさらなる収益性の向上、事業の成長を目

指してまいります。 

 
 
４． 数値目標 

2014 年度には連結売上高 17,500 百万円、連結営業利益 400 百万円、連結当期利益 200
百万円を目指します。株主の皆様に安定した利益還元を達成すべく、当社単体でも営業利

益 160 百万円、当期利益 80 百万円を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○グループ連結損益目標 単位：百万円

2012年度 2014年度
売上 18,900 17,500
営業利益 ▲ 40 400
経常利益 ▲ 420 370
当期利益 ▲ 620 200

○セグメント（銀座テアトルビル関連除く） 単位：百万円
売上 2012年度 2014年度
映像関連事業 3,400 4,000
ホテル飲食関連事業 5,100 5,300
不動産関連事業 6,250 7,000
その他事業 1,800 1,500

調整額 ▲ 350 ▲ 300
グループ合計 16,200 17,500
営業利益 2012年度 2014年度
映像関連事業 80 120
ホテル飲食関連事業 160 220
不動産関連事業 140 600
その他事業 60 20

調整額 ▲ 580 ▲ 560
グループ合計 ▲ 140 400

○銀座テアトルビル損益
2012年度 2014年度

売上 2,700 　 0
営業利益 100 0
※不動産賃貸・スモールラグジュアリーホテルの運営・映画館の運営の合計

銀座テアトルビルの売却

銀座テアトルビル
売却資金・利益を活用
↓
育成事業への再投資
　各事業の成長

有利子負債圧縮

不採算事業の整理
　賃貸商業施設運営事業
　300百万円の損失圧縮
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尚、今回の中期経営計画期間より、中期経営計画における政策との整合性を保つために、

以下の通り、セグメントの分類を変更させていただきます。 
 映像関連事業・・・・映画興行事業、映画配給事業、広告事業 
 ホテル飲食関連事業・ホテル事業、飲食事業 
 不動産関連事業・・・アセットマネジメント事業、プロパティマネジメント事業、リニュー

アルマンション事業、アセットソリューション事業、リフォーム事業 
 その他事業・・・・・サービサー事業、ソフトウエア開発事業、レジャーホテル事業 

セグメントの分類変更に伴い、テアトル債権回収（株）、テアトルソフトウエア（株）を不

動産関連事業からその他事業へ、（有）アイザック、（有）ディーワンエンタープライズをレ

ジャー関連事業からその他事業へそれぞれセグメント変更いたしました。以上に伴い、レジ

ャー関連事業のセグメントを廃止させていただきます。 
 
 
５． 配当方針 
 当社グループは、安定的な配当の実施を基本方針としており、その実現のためにも本中期

経営計画では将来グループが安定的に利益をあげられるための基盤整備に注力いたします。

中期経営計画期間中の配当に関しましても、株主の皆様への安定的な利益還元を目標とさせ

ていただきますが、構造改革や事業の成長投資の進捗及びグループのキャッシュフローの見

通しに応じて、その都度決定させていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○中期貸借対照表イメージ 単位：百万円

・2012年3月末 ・2015年3月末予測

総資産 32,801 有利子 13,596
負債

総資産 22,000 有利子負債 2,000
その他 6,000

その他 6,410 負債
負債

純資産 14,000
銀座 12,914 純資産 12,795
テアトルビル

32,801 22,000

純資産比率 39.01% 純資産比率 63.64%



 - 6 - 

６． 銀座テアトルビル売却効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （1）育成・成長事業への再投資 

今中期経営計画期間中、4,000 百万円の事業成長へ向けた投資を実施いたします。 
 
 
 
 
 
 
 

 
（2）有利子負債圧縮による財務体質改善 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７． セグメント別政策 
 
（１）映像関連事業 
映画興行事業を事業の基盤と位置づけ、東名阪の主要エリアに複数スクリーンを擁するミ

ニシアター興行網の確立と、興行網を活かした配給事業の拡大により 100 百万円を超える営

業利益を安定して確保できる構造を作り上げます。 
 

セグメント 概要 金額（百万円）

映像関連事業 東名阪チェーン確立へ向けた映画館出館 600
ホテル飲食事業 串鳥出店/新業態開発/新規工場設立による生産能力向上 900
不動産関連事業
　不動産販売 リニューアルマンション事業/リフォーム事業安定拡大 400
　不動産賃貸 新規賃貸物件購入 2,000
管理部門 管理部門効率化 100
合計 4,000

単位：百万円
連結損益 2012年度 2014年度
売上 2,700 　 0
営業利益 100 0

売却価格 17,886
帳簿価格 12,914
※2012年3月末簿価

○損益効果
・売上/営業利益は減少
・売却益が期間内に発生
※売却益発生の計上時期・金額は未定

○資金効果
・17,886百万円の売却資金獲得

○損益効果 単位：百万円
2012年度 2014年度

支払利息（連結） 420 40

○資金効果
2012年3月末 2014年3月末

有利子負債残高（連結） 13,596 2,000

・支払利息減により380百万円の経常利益押し上げ効果

・銀座テアトルビル売却資金を活用し、10,000百万円以
上の有利子負債圧縮
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① ミニシアター興行網の整備 
2014 年度までに 2 サイト 6 スクリーンの新規出館を目指し、東名阪チェーンの確立と都内

スクリーン数の確保によってインディペンデント映画市場のシェアを拡大します。 
 

  ② 興行網を活かした配給事業の拡大 
興行網の活用に加え、映画配給事業の拡大に必要な宣伝機能の整備や機動的な出資、他社

とのアライアンスを実施し、自社配給作品の 1 本当たりの興収規模を拡大します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（2）ホテル飲食関連事業 
オペレーション事業拡大の核として、焼鳥チェーン「串鳥」の拡大に加え、新規業態にも

挑戦し、一定の規模を持った複数業態によるチェーン展開を目指します。 
 

① 焼き鳥チェーン「串鳥」の拡大 
期間中 7 店舗を道内地方都市、首都圏、仙台にて新規出店いたします。また、2015 年度

以降の首都圏エリア出店加速へ向けた基盤整備と、グループ内の飲食事業相互のシナジー

発揮を目指し、2014 年度までに首都圏エリアにて工場の新規設立を目指します。 
 
② 新業態への挑戦 

都内で洋食ベースの居酒屋 4 店舗を展開し、安定した収益を確保し続けているノウハウ

を活かし、チェーン展開の可能な新業態への挑戦として地中海バール（洋風海鮮居酒屋）

「TOKYO Mar Mare」(トーキョー・マルマーレ）を 2012 年 7 月にオープンします。 
  ホテル西洋銀座のブランド、ノウハウを活かした飲食事業の新業態も検討します。 

いずれもまず 1 店舗目を成功させた上で、今中期経営計画期間中にチェーン展開へ挑戦

いたします。 
 
 
 
 
 

○映像関連事業（銀座テアトルビル関連数値除く） 単位：百万円
2012年度 ・東名阪チェーン確立 2014年度

売上 3,400 2014年度末までに 4,000
営業利益 80 2サイト6スクリーンの出館 120

○受託配給本数 ・受託配給の拡大 単位：本
作品規模 2012年度 東名阪チェーンの活用 2014年度
興収3億以上 1 機能整備 3
興収1億以上3億未満 2 　宣伝機能整備 1
興収1億未満 11 　機動的な出資対応 9
計 14 　他社とのアライアンス 13

→獲得作品の大型化
　興収3億以上の作品3本獲得

・1サイトあたり出館効果
売上 350
営業利益 20
スクリーン数 3
投資額 280
※3スクリーン　通年稼働想定
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 （3）不動産関連事業 

当社グループがオペレーション事業への回帰を目指す中で、不動産事業もエンドユーザー

としてのお客様に向けてのサービスが提供できるリニューアルマンション事業とリフォー

ム事業を強化育成事業と位置づけ、収益の安定拡大を目指します。 
 
 
 
 
 

① リニューアルマンション事業とリフォーム事業の育成 
リニューアルマンション事業を中心とする中古住宅販売事業においては、在庫期間短縮

による資金効率向上を目指し、営業管理体制の整備やリフォーム事業との連携により、収

益の安定拡大を目指してまいります。 
リニューアルマンション事業の周辺事業として派生したリフォーム事業は、リニューア

ルマンション事業の販売物件を活用した内覧会や説明会により、地域のお客様へリフォー

ムの提案・営業を拡大してまいります。また、リニューアルマンション事業と連携し、よ

りお客様のニーズにあった商品開発を進めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

② 保有資産の活用・入替による安定収益確保 
銀座テアトルビル売却、その他保有資産の老朽化に伴う賃貸収入減に対し、代替となる

○ホテル飲食関連事業（銀座テアトルビル関連除く） 単位：百万円
損益 2012年度 ・串鳥の拡大 2014年度
売上 5,100 5,300
営業利益 160 220

・首都圏工場の設立
100百万円強の投資
→生産能力増強
　 都内他業態との連携推進
　 串鳥首都圏出店の加速

・新業態の開発・出店

売上 80
営業利益 7
投資額 50
※損益は通年稼働想定

・串鳥1店あたり出店効果
売上 80～100
営業利益 8～10
投資額 60～80
※損益は通年稼働想定

○不動産関連事業（銀座テアトルビル関連除く） 単位：百万円
損益 2012年度 2014年度
売上 6,250 7,000
営業利益 140 600

○リニューアルマンション事業/リフォーム事業 単位：百万円
損益 2012年度 ・資金効率向上 2014年度
売上 3,300 営業管理体制の整備 5,100
営業利益 140 リフォーム事業との連携による商品性の向上 200

→在庫期間短縮・1人あたり扱い件数増
1人、1ヶ月あたりの販売件数
1.03件（2012年度）→1.28件（2014年度）

○リフォーム事業外部顧客売上 単位：百万円・人
2012年度 ・リニューアルマンション事業の 2014年度

外部顧客売上 200 販売物件を活用した外部顧客への販促 450
営業人員数 5 →外部顧客からの受注拡大 10

　 戸建リフォームも含めた事業領域の拡大



 - 9 - 

新規不動産の購入、適切な修繕対応等を進め、グループの安定収益基盤を確保します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

③ 賃貸商業施設運営事業の契約期間満了に向けた対応 
賃貸商業施設運営事業においては、中期経営計画期間中に主要 5 拠点中、4 拠点の契約期

間が満了します。当該地点は既存設備の経年劣化や周辺環境の変化に伴う競争激化により

採算性の悪化が懸念されることから、原則として契約終了に向けた対応を進め、2014 年度

には 300 百万円程度の損失圧縮を目指します。 
 

 
 （４）管理部門 

① 財務戦略の再構築 
銀座テアトルビルの売却資金を活用し借入金を大幅圧縮いたします。あわせて、2015 年

度以降の事業成長へ向けた財務戦略を再構築いたします。 
 

② 管理部門固定経費の削減 
管理部門の効率化を進め、固定費の削減を図ります。 
 

③ 人材再編による生産性の向上 
人材育成の強化、効率的な人材配置を推進し、グループ全体での人の生産性を高めてまい

ります。 
                                      
                                     以上 

○自社所有物件損益（銀座テアトルビル除く） 単位：百万円
損益 2012年度 ・老朽化物件の入替 2014年度
売上 785 929
営業利益 535 ・銀座テアトルビル売却資金 646

を活用した新規賃貸不動産購入

・新規購入資産イメージ
売上 180
ＮＯＩ 160
投資額 2,000
※損益は通年稼働想定


