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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 13,974 8.1 △25 ― △264 ― △264 ―
24年3月期第3四半期 12,932 △9.8 29 △66.5 △246 ― △336 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △162百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 85百万円 （―％）

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3四半期 △3.34 ―
24年3月期第3四半期 △4.26 ―

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3四半期 33,760 12,530 37.1 158.74
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3四半期  12,530百万円 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 ― 0.00 ―
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、対前期増減率）

（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

通期 18,900 4.2 △120 ― △480 ― △620 ― △7.85



(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6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3Q 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3Q 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3Q 78,938,046 株 24年3月期3Q 78,939,042 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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界景気の減速等を背景として弱 

含みで推移し、景気回復に向けては依然不透明な状況となりました。 
このような経済環境のもと、当社グループは当連結会計年度を初年度とし平成 26 年度を

終年度とする中期経営計画「To The Ｎext 2014」に基づく経営構造改革に取り組んでお

ります。 
当第３四半期連結累計期間の連結業績は、前年同期に震災の影響を受けた中古マンショ

ン等の再生販売事業やスモールラグジュアリーホテル「ホテル西洋 銀座」が回復し大幅な

増収となったこと等から、売上高は 13,974 百万円（前年同期比 8.1％増）となりましたが、

賃貸商業施設の運営事業の損失が拡大したこと等から営業損失は 25 百万円（前年同期は営

業利益 29 百万円）となり、経常損失は 264 百万円（前年同期は経常損失 246 百万円）、四

半期純損失は 264 百万円（前年同期は四半期純損失 336 百万円）となりました。 
 

  

■連結経営成績 （百万円）
前第３四半期（累計） 当第３四半期（累計） 増減

売上高 12,932 13,974 +1,041
営業利益 29 △ 25 △54
経常利益 △ 246 △ 264 △18
四半期純利益 △ 336 △ 264 +72  

 
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

回帰に向けた経営構造改革を目的として、第 1 四半期連結会計期間より｢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）
前第３四半期（累計） 当第３四半期（累計） 増減

映像関連事業 2,795 2,600 △195
ホテル飲食関連事業 5,025 5,681 +656
不動産関連事業 3,869 4,510 +641
その他事業 1,243 1,181 △61

連結合計 12,932 13,974 +1,041

■セグメント別営業利益 （百万円）
前第３四半期（累計） 当第３四半期（累計） 増減

映像関連事業 58 86 +28
ホテル飲食関連事業 16 63 +47
不動産関連事業 369 329 △40
その他事業 75 △58 △133
調整額 △490 △447 +43

連結合計 29 △25 △54  
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＜映像関連事業＞ 
（映画興行事業） 
映画興行事業は、サービスレベルの向上を目指しデジタル映写機や座席予約システムの

導入を進めるとともに、関西単館系映画館の営業力強化に向けて他社との連携による宣伝

力強化に取り組んでおります。 
当第３四半期連結累計期間の上映作品では、『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd 

A's』『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ（前編・後編）』等が売上に貢献いたしました。 
当第３四半期連結累計期間の業績は、上記ヒット作品もあり、売上高は前年同期並みと

なりました。 
なお当第３四半期連結会計期間末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） 
映画配給事業は、事業規模の拡大を図るため、新規クライアントからの受託作品獲得や

受託作品の一本当り興行収入の増加に取り組んでおります。 
当第３四半期連結累計期間の公開作品では、『それいけ！アンパンマン よみがえれ バ

ナナ島』がシリーズ歴代２位となる成績を記録し、平成 24 年 12 月より公開した『映画か

いけつゾロリだ・だ・だ・だいぼうけん！』も好調な滑り出しとなりました。 
当第３四半期連結累計期間の業績は、『それいけ！アンパンマン よみがえれ バナナ島』

『神☆ヴォイス』等が好成績であったことから前年同期比で増収となりました。 
 
（広告事業） 

広告事業は、映画会社とのネットワークや強みであるイベント運営を武器に、セールス

プロモーションの新規獲得と既存業務の拡大に取り組んでおります。 
当第３四半期連結累計期間の業績は、映画館デジタル化の追い風もあり、映画館用コマ

ーシャルを大手企業から新規に受注することができましたが、映画関連大手クライアント

の公開作品数の減少や前連結会計年度に不採算部門を整理したこと等により前年同期比で

大幅な減収となりました。 
 
以上の結果、映像関連事業の売上高は 2,600 百万円（前年同期比 7.0％減）となりました

が、映画興行事業が増益となったことが寄与し、営業利益は 86 百万円（前年同期比 48.2％
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、海外ビジネス客の回復の遅れと近

隣ホテルのオープンにより競合激化する中で、企画商品を投入し稼働重視の営業で個人客

の利用拡大に取り組むとともに、本年５月末日の営業終了に向けこれまでご利用いただい
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たお客様への感謝を込めた閉館企画を展開しております。 
当第３四半期連結累計期間の業績は、宿泊・料飲ともに企画商品が好評を得て個人客の

利用が高まるとともに、平成 24 年 10 月に国際通貨基金（IMF）の年次総会が東京都で開

催され団体客を獲得できたこと、さらに婚礼の受注件数・単価が伸びたことにより、前年

同期比で大幅な増収となりました。 
 

（飲食事業） 
主力の焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣は、既存店売上高を前年同期並みに維持することを目

指し、施設改修投資や、串の１本売り、ドリンクタイムセールス等の販促活動を推進する

とともに、店舗網の拡大にも積極的に取り組んでおります。その結果、既存店ベースで前

年同期並みの売上高を確保し、さらに前連結会計年度に３店舗を出店し、当第３四半期連

結累計期間に２店舗を出店したことから、前年同期比で増収となりました。 
また都内ダイニング＆バーも、新業態による店舗展開を目指し、平成 24 年７月に地中海

バール｢TOKYO Mar Mare｣を出店したことから、前年同期比で増収となりました。 
当第３四半期連結累計期間における飲食事業全体の業績は、出店効果により前年同期比

で増収となりました。 
当第３四半期連結会計期間末の飲食店舗数は下表の通りです。なお、43 年の長きに亘り

営業を続けてまいりました｢札幌クラブハイツ（キャバレー）｣は本年２月末日をもって閉

店することとなりました。 
 

  

■飲食店舗数
前年度末 当第３四半期末 増減

北海道 23 24 +1
仙台 4 5 +1
東京 2 2 0

焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣計 29 31 +2
串焼専門店｢串鳥番外地｣ 2 2 0
都内ダイニング＆バー 4 5 +1
キャバレー 1 1 0

36 39 +3合　計  
 
以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は 5,681 百万円（前年同期比 13.1％増）、営業

利益は 63 百万円（前年同期比 286.5％増）となりました。 
 
＜不動産関連事業＞ 
（不動産賃貸管理事業） 

不動産賃貸管理事業は、安定収益基盤の確立を目指し、保有資産の有効活用・入替や、

賃貸商業施設運営事業の契約期間満了に向けた対応に取り組んでおります。 
当第３四半期連結累計期間の業績は、賃貸商業施設運営事業の一部事業所の賃料収入が、

契約期間満了が近づき減収となったことに加え、施設管理事業において前年同期に震災特

需のあった営繕工事の受注が減少したこと等から前年同期比で減収となりました。 
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（不動産販売事業） 
主力の中古マンション等の再生販売事業は、資金回転率を重視したマネジメントに取り

組んでおります。 
当第３四半期連結累計期間の業績は、不動産流通市場が震災前の水準に回復したことに

より販売単価が上昇したことや、マンション等のリフォーム事業において営業体制を強化

したことにより受注件数が増加したことから、前年同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 4,510 百万円（前年同期比 16.6％増）となりま

したが、賃貸商業施設運営事業の減益が影響し、営業利益は 329 百万円（前年同期比 10.8％
減）となりました。 
 
＜その他事業＞ 
当第３四半期連結累計期間の業績は、レジャーホテル事業は前年同期並みの売上高を確

保しましたが、サービサー事業は中小企業等金融円滑化法が１年間再延長され厳しい事業

環境が続いたことから前年同期比で減収となり、ソフトウエア開発事業も案件の減少によ

り前年同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 1,181 百万円（前年同期比 5.0％減）となり、営業損

失は 58 百万円（前年同期は営業利益 75 百万円）となりました。 
 

（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、現金及び預金の増加等に加え、固定資産からの振替により流動資産その他が

増加したこと等により、前連結会計年度末と比較し 2,067 百万円増加し 8,716 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

資その他の資産において差入保証金及びその他が流動資産への振替により減少したこと等

により、前連結会計年度末と比較し 1,108 百万円減少し 25,044 百万円となりました。 

以上の結果、資産の部は、前連結会計年度末と比較し 958 百万円増加し 33,760 百万円と

なりました。 

 

（負債の部） 
負債の部は、有利子負債が減少したものの、流動負債その他が増加したこと等により、前

連結会計年度末と比較し 1,224 百万円増加し 21,230 百万円となりました。 
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（純資産の部） 
純資産の部は、四半期純損失の計上や配当金の支払等により、前連結会計年度末と比較し

265 百万円減少し 12,530 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 
通期の業績予想につきましては、平成24年11月７日発表の「平成25年３月期 第２四半期

決算短信」の業績予想から変更はありません。 

 

東京テアトル株式会社（9633）　平成25年３月期 第３四半期決算短信東京テアトル株式会社（9633）　平成25年３月期 第３四半期決算短信

6



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３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,453,506 3,397,899

受取手形及び売掛金 588,969 692,685

商品 49,420 57,351

販売用不動産 1,028,844 1,164,136

貯蔵品 27,916 29,415

短期貸付金 － 200

繰延税金資産 87,505 132,949

その他 2,552,287 3,527,532

貸倒引当金 △139,654 △285,654

流動資産合計 6,648,796 8,716,515

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,641,780 6,518,436

機械装置及び運搬具（純額） 155,787 137,873

工具、器具及び備品（純額） 206,309 218,198

土地 13,877,204 13,855,124

リース資産（純額） 119,631 171,438

建設仮勘定 57,472 22,995

有形固定資産合計 21,058,186 20,924,067

無形固定資産

借地権 325,984 325,984

ソフトウエア 28,998 51,522

リース資産 － 2,594

その他 17,891 17,318

無形固定資産合計 372,873 397,420

投資その他の資産

投資有価証券 1,147,623 1,473,813

関係会社株式 221,267 －

長期貸付金 1,737 989

差入保証金 2,246,267 1,195,540

繰延税金資産 766,975 871,842

その他 385,680 235,357

貸倒引当金 △47,475 △54,859

投資その他の資産合計 4,722,076 3,722,684

固定資産合計 26,153,136 25,044,172

資産合計 32,801,932 33,760,688
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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３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 670,733 940,447

短期借入金 390,000 2,472,000

1年内返済予定の長期借入金 4,594,308 4,068,554

リース債務 27,944 37,101

未払金 352,514 414,182

未払法人税等 105,972 78,264

繰延税金負債 4,768 4,286

賞与引当金 112,138 83,556

その他 668,689 2,934,106

流動負債合計 6,927,069 11,032,498

固定負債

社債 180,000 180,000

長期借入金 8,432,409 6,060,623

リース債務 98,750 146,753

長期未払金 24,352 24,004

長期預り保証金 1,572,231 1,005,406

繰延税金負債 182,494 137,466

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 514,262 568,517

役員退職慰労引当金 127,779 127,779

資産除去債務 48,531 49,202

固定負債合計 13,078,924 10,197,865

負債合計 20,005,993 21,230,364

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 1,355,311

自己株式 △236,961 △236,961

株主資本合計 9,751,614 9,408,637

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 △116,318

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 3,121,685

少数株主持分 24,685 －

純資産合計 12,795,938 12,530,323

負債純資産合計 32,801,932 33,760,688
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日

至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日

至 平成24年12月31日)

売上高 12,932,958 13,974,150

売上原価 9,298,468 9,903,364

売上総利益 3,634,490 4,070,785

販売費及び一般管理費

役員報酬 196,114 188,282

広告宣伝費 53,088 72,798

人件費 1,994,870 2,130,082

賞与引当金繰入額 61,342 72,117

退職給付費用 46,933 50,598

賃借料 218,500 243,578

水道光熱費 164,348 184,949

貸倒引当金繰入額 45,197 162,838

その他 824,645 990,973

販売費及び一般管理費合計 3,605,041 4,096,218

営業利益又は営業損失（△） 29,449 △25,433

営業外収益

受取利息 4,873 483

受取配当金 28,723 38,325

協賛金収入 16,637 18,943

持分法による投資利益 3,570 －

その他 18,400 25,079

営業外収益合計 72,206 82,831

営業外費用

支払利息 317,015 316,892

その他 30,683 5,323

営業外費用合計 347,698 322,216

経常損失（△） △246,043 △264,817

特別利益

固定資産売却益 － 1,739

受取解約違約金 17,125 －

受取補償金 12,825 －

受取和解金 59,936 －

負ののれん発生益 － 4,465

特別利益合計 89,887 6,204
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日

至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日

至 平成24年12月31日)

特別損失

特別退職金 13,043 －

関係会社株式売却損 53,434 －

投資有価証券評価損 51,765 －

固定資産除却損 32,744 4,440

減損損失 － 47,414

解約違約金 － 28,400

災害による損失 2,294 －

事業所閉鎖損失 17,765 －

和解金 － 1,210

特別損失合計 171,048 81,465

税金等調整前四半期純損失（△） △327,204 △340,079

法人税、住民税及び事業税 109,448 127,040

法人税等調整額 △101,505 △202,165

法人税等合計 7,942 △75,125

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △335,146 △264,954

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,464 △914

四半期純損失（△） △336,610 △264,039
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日

至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日

至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △335,146 △264,954

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △155,529 102,046

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 320,083 －

その他の包括利益合計 420,192 102,046

四半期包括利益 85,046 △162,907

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 83,581 △161,992

少数株主に係る四半期包括利益 1,464 △914
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（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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