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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 4,564 14.6 △39 ― △99 ― △98 ―
24年3月期第1四半期 3,984 △9.5 △95 ― △189 ― △181 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △185百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △216百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △1.24 ―
24年3月期第1四半期 △2.30 ―

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

25年3月期第1四半期 34,243 12,531 36.5 158.44
24年3月期 32,801 12,795 38.9 161.79
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  12,507百万円 24年3月期  12,771百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
配当予想額については未定です。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
25年3月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 8,900 7.7 △220 ― △400 ― △600 ― △7.60
通期 18,900 4.2 △40 ― △420 ― △620 ― △7.85
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(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決算短信開示時点において、四半期財務諸表に
対するレビュー手続き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、実際の業績予想は今後、
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につきましては、添付資料５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。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 80,130,000 株 24年3月期 80,130,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,191,954 株 24年3月期 1,191,954 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 78,938,046 株 24年3月期1Q 78,939,536 株
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１．当四半期決算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、依

然として厳しい状況にあるものの、復興需要を背景として緩やかな持ち直しがみられまし

た。しかし欧州政府債務危機を巡る不確実性の高まりや、長期的な円高傾向による先行き

懸念等から、今後の本格的な景気回復に向けては依然として不透明な状況で推移いたしま

した。 
このような経済環境のもと、当社グループは当年度を初年度として平成 26 年度を 終年

度とする中期経営計画「To The Ｎext 2014」を本年６月 20 日に決定・公表し、それに基

づく経営構造改革への取り組みを開始いたしました。 
当四半期の連結業績は、不動産販売事業における中古マンション等の再生販売が好調で

あったことと前年同四半期に震災の影響を大きく受けたホテル事業が回復したことを主因

として、売上高は 4,564 百万円（前年同四半期比 14.6％増）、営業損失は 39 百万円（前年

同四半期は営業損失 95 百万円）、経常損失は 99 百万円（前年同四半期は経常損失 189 百万

円）、四半期純損失は 98 百万円（前年同四半期は四半期純損失 181 百万円）となりました。 

 

■連結経営成績 （百万円）
前年同四半期 当四半期 増減

売上高 3,984 4,564 +580
営業利益 △95 △39 +56
経常利益 △189 △99 +90
四半期純利益 △181 △98 +82  

 
セグメント別の業績概況は以下の通りです。なお本業であるオペレーション事業への回

帰に向けた構造改革を目的として、当四半期より｢レジャー関連事業｣を廃止するとともに

｢その他事業｣を新設し、｢不動産関連事業｣からサービサー事業とソフトウエア開発事業を、

｢レジャー関連事業｣からレジャーホテル事業をそれぞれ｢その他事業｣へセグメント変更し

ました。また前年同四半期の実績は新たなセグメントに組み替えた上で算出しております。 
 

■セグメント別売上高 （百万円）
前年同四半期 当四半期 増減

映像関連事業 828 769 △59
ホテル飲食関連事業 1,555 1,805 +250
不動産関連事業 1,189 1,660 +470
その他事業 409 329 △80

連結合計 3,984 4,564 +580

■セグメント別営業利益 （百万円）
前年同四半期 当四半期 増減

映像関連事業 1 12 +11
ホテル飲食関連事業 △52 19 +71
不動産関連事業 97 134 +36
その他事業 22 △58 △80
調整額 △164 △147 +16

連結合計 △95 △39 +56  
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＜映像関連事業＞ 
（映画興行事業） 
前年度に引き続き映画館の上映環境の向上に取り組み、単館系映画館にデジタル映写機 

を導入しました。 
 当四半期は、『レンタネコ』『ブライズメイズ 史上 悪のウエディングプラン』『KOTO 
KO』等を上映いたしましたが、全体として低調に推移したことや、前年度に入居ビルの建 
て替え、震災、事業再構築のため４館を閉館したこと等から前年同四半期比で減収となり 
ました。 
 なお当四半期末現在の映画館数およびスクリーン数は 10 館 22 スクリーンです。  
 
（映画配給事業） 
『ブライズメイズ 史上 悪のウエディングプラン』『劇場版 ライバル伝説 光と影』等

の配給作品を公開いたしました。 
当四半期は、前年度ヒットいたしました『神☆ヴォイス』の配給収入を計上したこと等

により前年同四半期比で増収となりました。 
 

（広告事業） 
 新規顧客の獲得と既存業務の拡大に取り組んでおりますが、当四半期は、映画館で上映

するコマーシャルを大手企業から新規に受注したこと等により前年同四半期比で増収とな

りました。 
 

 以上の結果、映像関連事業の売上高は 769 百万円（前年同四半期比 7.2％減）となりまし

たが、映画配給事業および広告事業の増益が寄与し営業利益は 12 百万円（前年同四半期比

718.1％増）となりました。 
 
＜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、前年同四半期に、震災による影響

を大きく受けましたが、宿泊、料飲、婚礼ともに震災前の水準を上回る勢いで回復すると

ともに、宿泊、レストランで提供した創業 25 周年プランが客数および販売単価の上昇に貢

献したこと等から前年同四半期比で大幅な増収となりました。 
 
（飲食事業） 

節約意識の高まりから厳しい事業環境が続いておりますが、主力の焼鳥専門店チェーン

｢串鳥｣は、震災による影響を受けた仙台地区の店舗が回復したこと等により既存店ベース

で前年同四半期並みの売上高を確保し、さらに前年度に北海道に２店舗、東京に１店舗、

当四半期に仙台に１店舗の合計４店舗を出店したことにより前年同四半期比で増収となり

ました。また都内ダイニング＆バーも、パーティ利用客の獲得に努めた結果、前年同四半
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期並みの売上高を確保いたしました。 
 なお当四半期末現在の飲食店舗数は、当四半期中に１店舗増加し 37 店舗となりました。 
 

   

■飲食店舗数
前年度末 当四半期末 増減

北海道 23 23 0
仙台 4 5 +1
東京 2 2 0

焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣ 29 30 +1
串焼専門店｢串鳥番外地｣ 2 2 0
都内ダイニング＆バー 4 4 0
キャバレー 1 1 0

36 37 +1合　計  
 
以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は 1,805 百万円（前年同四半期比 16.1％増）、

営業利益は 19 百万円（前年同四半期は営業損失 52 百万円）となりました。 
 
＜不動産関連事業＞ 
（不動産賃貸管理事業） 

契約期間満了が近づく賃貸商業施設の賃料収入が減少いたしましたが、当社保有物件お

よび転貸物件は高稼働を維持しましたので、前年同四半期並みの売上高を確保いたしまし

た。 
 
（不動産販売事業） 
不動産流通市場が震災前の水準に回復したこと等から中古マンション等の再生販売にお

いて売上計上戸数が大幅に増加し、既存顧客や取引先を通じて受注を獲得したこと等によ

りマンション等のリフォームにおいても受注件数が増加し、前年同四半期比で大幅な増収

となりました。 
 

以上の結果、不動産関連事業の売上高は 1,660 百万円（前年同四半期比 39.5％増）、営業

利益は 134 百万円（前年同四半期比 37.5％増）となりました。 
 
＜その他事業＞ 

レジャーホテル事業およびソフトウエア開発事業は、前年同四半期並みの売上高を確保

いたしました。サービサー事業は、中小企業等金融円滑化法が１年間再延長されたこと等

により厳しい事業環境が続き、前年同四半期比で大幅な減収となりました。 
 
以上の結果、その他事業の売上高は 329 百万円（前年同四半期比 19.6％減）、営業損失は

58 百万円（前年同四半期は営業利益 22 百万円）となりました。 
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（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、現金及び預金が増加したこと等に加え、流動資産その他において固定資産

からの振替による増加があったこと等により、前年度末と比較し 2,662 百万円増加し 9,310
百万円となりました。 
固定資産は、有形固定資産及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、

投資その他の資産その他において流動資産への振替による減少があったこと等により、前

年度末と比較し 1,220 百万円減少し 24,932 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 1,441 百万円増加し

34,243 百万円となりました。 
（負債の部） 
 負債の部は、流動負債その他が増加したこと等により、前年度末と比較し 1,706 百万円

増加し 21,712 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等により、前年度末と比較し 264
百万円減少し 12,531 百万円となりました。 
 
（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 24 年５月９日発表

の「平成 24 年３月期 決算短信」の業績予想から変更はありません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,453,506 4,296,407 

受取手形及び売掛金 588,969 558,594 

商品 49,420 50,563 

販売用不動産 1,028,844 1,033,371 

貯蔵品 27,916 26,490 

繰延税金資産 87,505 69,041 

その他 2,552,287 3,454,827 

貸倒引当金 △139,654 △178,432 

流動資産合計 6,648,796 9,310,864 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,641,780 6,635,452 

機械装置及び運搬具（純額） 155,787 150,743 

工具、器具及び備品（純額） 206,309 208,899 

土地 13,877,204 13,877,204 

リース資産（純額） 119,631 112,951 

建設仮勘定 57,472 16,836 

有形固定資産合計 21,058,186 21,002,087 

無形固定資産   

借地権 325,984 325,984 

ソフトウエア 28,998 24,043 

その他 17,891 17,855 

無形固定資産合計 372,873 367,883 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,147,623 1,273,142 

関係会社株式 221,267 － 

長期貸付金 1,737 1,501 

差入保証金 2,246,267 1,319,622 

繰延税金資産 766,975 777,200 

その他 385,680 238,147 

貸倒引当金 △47,475 △46,879 

投資その他の資産合計 4,722,076 3,562,735 

固定資産合計 26,153,136 24,932,705 

資産合計 32,801,932 34,243,570 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 670,733 675,080 

短期借入金 390,000 1,082,000 

1年内返済予定の長期借入金 4,594,308 4,503,280 

リース債務 27,944 29,388 

未払金 352,514 312,156 

未払法人税等 105,972 34,263 

繰延税金負債 4,768 5,176 

賞与引当金 112,138 80,915 

その他 668,689 2,696,633 

流動負債合計 6,927,069 9,418,894 

固定負債   

社債 180,000 180,000 

長期借入金 8,432,409 7,942,074 

リース債務 98,750 92,167 

長期未払金 24,352 24,236 

長期預り保証金 1,572,231 1,318,443 

繰延税金負債 182,494 137,644 

再評価に係る繰延税金負債 1,898,113 1,898,113 

退職給付引当金 514,262 524,460 

役員退職慰労引当金 127,779 127,779 

資産除去債務 48,531 48,755 

固定負債合計 13,078,924 12,293,674 

負債合計 20,005,993 21,712,569 

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 1,698,288 1,521,091 

自己株式 △236,961 △236,961 

株主資本合計 9,751,614 9,574,416 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △218,364 △305,189 

土地再評価差額金 3,238,003 3,238,003 

その他の包括利益累計額合計 3,019,638 2,932,814 

少数株主持分 24,685 23,770 

純資産合計 12,795,938 12,531,001 

負債純資産合計 32,801,932 34,243,570 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,984,086 4,564,622 

売上原価 2,934,347 3,277,534 

売上総利益 1,049,739 1,287,088 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 67,418 66,380 

広告宣伝費 16,898 22,968 

人件費 606,897 668,754 

賞与引当金繰入額 55,236 63,089 

退職給付費用 16,203 17,178 

賃借料 69,150 80,448 

水道光熱費 39,171 44,558 

貸倒引当金繰入額 2,922 44,886 

その他 271,035 317,842 

販売費及び一般管理費合計 1,144,933 1,326,106 

営業損失（△） △95,194 △39,018 

営業外収益   

受取利息 31 86 

受取配当金 13,767 22,746 

協賛金収入 7,465 13,494 

持分法による投資利益 1,379 － 

その他 3,352 10,013 

営業外収益合計 25,995 46,341 

営業外費用   

支払利息 102,597 101,173 

その他 17,433 5,270 

営業外費用合計 120,030 106,444 

経常損失（△） △189,229 △99,121 

特別利益   

受取解約違約金 450 － 

特別利益合計 450 － 

特別損失   

特別退職金 11,043 － 

固定資産除却損 15,721 1,057 

事業所閉鎖損失 12,539 － 

災害による損失 886 － 

特別損失合計 40,190 1,057 

税金等調整前四半期純損失（△） △228,970 △100,178 

法人税、住民税及び事業税 23,939 27,548 

法人税等調整額 △72,449 △28,552 

法人税等合計 △48,510 △1,004 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △180,460 △99,174 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 751 △914 

四半期純損失（△） △181,211 △98,259 
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △180,460 △99,174 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △51,007 △86,824 

持分法適用会社に対する持分相当額 15,299 － 

その他の包括利益合計 △35,708 △86,824 

四半期包括利益 △216,168 △185,999 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △216,920 △185,084 

少数株主に係る四半期包括利益 751 △914 

東京テアトル株式会社（9633） 平成25年３月期 第１四半期決算短信

9



（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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