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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 18,822 3.8 △166 ― △492 ― △617 ―

24年3月期 18,135 △5.4 614 69.2 264 448.6 181 △4.8

（注）包括利益 25年3月期 △125百万円 （―％） 24年3月期 700百万円 （303.9％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 △7.82 ― △4.9 △1.5 △0.9

24年3月期 2.30 ― 1.4 0.8 3.4

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  3百万円

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

25年3月期 33,501 12,567 37.5 159.21

24年3月期 32,801 12,795 38.9 161.79

（参考） 自己資本   25年3月期  12,567百万円 24年3月期  12,771百万円

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

25年3月期 1,011 1,348 △1,271 3,445

24年3月期 858 △464 △480 2,356

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 78 43.4 0.6

25年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 78 ― 0.6

26年3月期(予想) ― 0.00 ― 1.00 1.00 9.9

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 7,800 △14.1 △150 ― △330 ― 1,600 ― 20.27

通期 16,200 △13.9 10 ― △190 ― 800 ― 10.13



※  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） 25年3月期 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 1,191,954 株 24年3月期 1,191,954 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 78,938,046 株 24年3月期 78,938,812 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 9,673 2.8 △76 ― △391 ― △50 ―

24年3月期 9,405 △6.1 466 365.0 200 ― △189 ―

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

25年3月期 △0.64 ―

24年3月期 △2.40 ―

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 31,013 12,189 39.3 154.42

24年3月期 29,569 11,827 40.0 149.83

（参考） 自己資本 25年3月期  12,189百万円 24年3月期  11,827百万円

※ 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につきましては、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・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、欧州債務危機問題の長期化や新興国の成長鈍

化等により先行き不透明な状況で推移いたしましたが、新政権が打ち出した経済政策によ

り円安、株価上昇の動きが見られ国内経済は回復の兆しを見せ始めました。 

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

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

ります。 

当連結会計年度の連結業績は、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」が震災から回復し好調に推移したこと等から売上高は

18,822 百万円（前年度比 3.8％増）となりましたが、契約期間満了が近づく賃貸商業施設運

営事業の損失が拡大したことや、とりわけ前年度との比較において、前連結会計年度に不

動産賃貸管理事業に計上した一時的な開発利益がなくなったこと等から、営業損失は 166

百万円（前年度は営業利益 614 百万円）、経常損失は 492 百万円（前年度は経常利益 264

百万円）、当期純損失は 617 百万円（前年度は当期純利益 181 百万円）となりました。 

  

■連結経営成績 （百万円）

前年度 当年度 増減

売上高 18,135 18,822 +687

営業利益 614 △166 △781

経常利益 264 △492 △756

当期純利益 181 △617 △799  

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。また前連結会計年度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）

前年度 当年度 増減

映像関連事業 3,533 3,401 △131

ホテル飲食関連事業 6,734 7,583 +848

不動産関連事業 6,075 6,280 +204

その他事業 1,790 1,557 △233

連結合計 18,135 18,822 +687

■セグメント別営業利益 （百万円）

前年度 当年度 増減

映像関連事業 55 93 +38

ホテル飲食関連事業 0 13 +12

不動産関連事業 1,089 459 △630

その他事業 103 △141 △245

調整額 △634 △590 +43

連結合計 614 △166 △781
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＜＜＜＜映像関連事業＞映像関連事業＞映像関連事業＞映像関連事業＞    

（映画興行事業）（映画興行事業）（映画興行事業）（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

力強化等に取り組みました。 

当連結会計年度の上映作品では、『夢売るふたり』、『かぞくのくに』やアニメーション作

品『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）』等がヒットいたしました。 

当連結会計年度の業績は、上記作品の貢献等により既存館ベースで前年度比増収となり、

前連結会計年度に４館を閉館したものの売上高は前年度並みとなりました。 

なお当連結会計年度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）（映画配給事業）（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

受託作品一本当り興行収入の増加に取り組んでおります。 

当連結会計年度の公開作品では、シリーズ 24 作目となる『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位となる興行成績を記録し、シリーズ化を目指し公

開した『映画かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん！』も好調な成績を記録しました。 

当連結会計年度の業績は、上記作品が好成績であったことから前年度比で大幅な増収と

なりました。 

（広告事業）（広告事業）（広告事業）（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みました。 

当連結会計年度の業績は、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、宣伝業務を受注している映画関連クラ

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

度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 3,401 百万円（前年度比 3.7％減）となりましたが、

不採算館の撤退効果に加えて映画配給事業の増益が寄与し、営業利益は 93 百万円（前年度

比 68.5％増）となりました。 

 

＜ホテル飲食関連事業＞＜ホテル飲食関連事業＞＜ホテル飲食関連事業＞＜ホテル飲食関連事業＞    

（ホテル事業）（ホテル事業）（ホテル事業）（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、個人客利用を促進する各種販促の

実施や、企画商品の投入により稼働率重視の営業を進めるとともに婚礼営業の外部業務委

託による受注件数の増加に取り組みました。 

当連結会計年度の業績は、平成 24 年の春夏に展開した 25 周年プランならびに本年１月

から展開している閉館プランが好評を得て宿泊・料飲ともに個人客が増加するとともに、
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婚礼の受注件数が伸びたことにより、前年度比で大幅な増収となりました。 

なお、既にお知らせしているとおり、｢ホテル西洋 銀座｣は本年５月末日をもって営業を

終了いたします。 

（飲食事業）（飲食事業）（飲食事業）（飲食事業）    

主力の焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣は、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、店舗網の拡大に取り組んでおります。その結

果、既存店ベースで前年度並みの売上高を確保し、さらに前連結会計年度に３店舗、当連

結会計年度に３店舗を出店したことから、前年度比で増収となりました。 

また都内ダイニング＆バーも新業態開発に取り組み、平成 24 年７月、地中海バール第１

号店となる｢TOKYO Mar Mare｣を出店し、前年度比で増収となりました。 

当連結会計年度における飲食事業全体の業績は、上記理由から前年度比で増収となりま

した。 

当連結会計年度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

てまいりましたキャバレー｢札幌クラブハイツ｣は本年２月末日をもって閉店いたしました。 

  

■飲食店舗数

前年度末 当年度末 増減

北海道 23 25 +2

仙台 4 5 +1

東京 2 2 0

焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣計 29 32 +3

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 0 -1

36 39 +3合　計  

 

以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は 7,583 百万円（前年度比 12.6％増）、営業利

益は 13 百万円（前年度比 6429.6％増）となりました。 

 

＜不動産関連事業＞＜不動産関連事業＞＜不動産関連事業＞＜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）（不動産賃貸管理事業）（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。 

当連結会計年度の業績は、前連結会計年度に計上した一時的な開発収入がなくなったこ

とに加え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

なったこと等から前年度比で減収となりました。 

なお、賃貸商業施設運営事業の５事業所のうち｢ＰＡＴ稲毛｣は本年４月 22 日をもって、

｢ＰＡＴ坂戸｣も本年 4 月 23 日をもって、建物賃貸借契約の期間満了に伴い営業を終了いた

しました。 

（不動産販売事業）（不動産販売事業）（不動産販売事業）（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、首都圏の中古マンション流通市場が震災か

ら回復したものの販売価格は下落傾向で推移する中で、資金回転率の向上と１件当たりの
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収益性を重視したマネジメントに取り組みました。 

当連結会計年度の業績は、市場動向を見ながら仕入れを厳選したことや資金回転率を向

上させたことにより販売件数、販売価格がともに増加し、さらにマンション等のリフォー

ム事業においても、オープンルームの開催や既存顧客の掘り起こし等販売強化に取り組ん

だことにより受注件数が増加し、前年度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 6,280 百万円（前年度比 3.4％増）となりました

が、不動産賃貸管理事業において賃貸商業施設運営事業の損失が拡大したことや前連結会

計年度に計上した一時的な開発利益がなくなったことが影響し、営業利益は 459 百万円（前

年度比 57.9％減）となりました。 

 

＜その他事業＞＜その他事業＞＜その他事業＞＜その他事業＞    

当連結会計年度の業績は、レジャーホテル事業は市場の縮小や競合激化等により、サー

ビサー事業も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

らいずれも前年度比で減収となり、ソフトウエア開発事業も受注の減少により前年度比で

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 1,557 百万円（前年度比 13.1％減）となり、営業損

失は 141 百万円（前年度は営業利益 103 百万円）となりました。 

 

②次連結会計年度の見通し 

今後のわが国の経済は、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、景

気のゆるやかな持ち直しが期待されるものの、海外経済の下振れ懸念など先行き不透明な

状況が続くものと考えられます。 

このような情勢のもと当社グループは、中期経営計画「To The Ｎext 2014」の２年度と

して引き続きグループの経営構造改革を推進いたします。 

平成 25 年度の連結業績につきましては、銀座テアトルビルの売却による固定資産売却益

3,782 百万円の計上を見込んでおりますが、経営構造改革の推進に伴う一時的な損失の発生

が見込まれることや、売上高、営業利益、経常利益の改善効果は年度の途中から実現する

見込みであることなどから、売上高 16,200 百万円（前年度比 13.9％減）、営業利益 10 百万

円（前年度は営業損失 166 百万円）、経常損失 190 百万円（前年度は経常損失 492 百万円）、

当期純利益 800 百万円（前年度は当期純損失 617 百万円）となる見込みでございます。 

なお中期経営計画最終年度の見通しについては｢３．経営方針（２）中長期的な会社の経

営戦略および対処すべき課題｣をご覧ください。 
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（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、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 2,107 百万円増加し、8,755 百

万円となりました。 

固定資産は、時価上昇による投資有価証券の増加等があったものの、差入保証金及び

投資その他の資産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 1,407 百万円減少し 24,745 百万円となりました。 

以上の結果、当連結会計年度末における資産の部は、前連結会計年度末と比較し 699

百万円増加し 33,501 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、前受金及び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 928 百万円増加し 20,934 百万円となりました。 

（純資産の部） 

純資産の部は、その他有価証券評価差額金の増加があったものの、当期純損失の計上

や配当金の支払等による減少があったため、前連結会計年度末と比較し 228 百万円減少

し 12,567 百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計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、

前連結会計年度末より 1,088 百万円増加し、3,445 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 1,011 百万円の増加となりました。これは、税金等調整前当期

純損失 682 百万円を計上しているものの、たな卸資産の減少 395 百万円やその他の資産

の増減額の減少 314 百万円等に加え、減価償却費 528 百万円や貸倒引当金の増加 207 百

万円などの非資金項目の調整による増加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 1,348 百万円の増加となりました。これは、主に飲食事業にお

いて「串鳥」の新規出店や改装のための設備投資など有形固定資産の取得 427 百万円等

があったものの、有形固定資産の売却に係る手付金収入 1,800 百万円があったこと等に

よるものであります。 

（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 1,271 百万円の減少となりました。これは、配当金の支払 78

百万円に加え、有利子負債の減少 1,193 百万円があったことによるものであります。
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 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 平成25年３月期 

自己資本比率(％) 33.6 35.2 37.0 38.9 37.5 

時価ベースの自己資本比率(％) 41.1 32.0 26.8 28.9 27.1 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率(倍) 33.3 3.6 27.9 16.0 12.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.2 9.3 1.2 2.0 2.4 

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および当期・次期の配当 

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、経営構造改革の進捗がみられ

たこと等から、前期と同じく１株につき１円といたしたいと存じます。 

また、次期の利益配分につきましても、同額の配当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、その他事業であります。 

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、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いたしました。 

 

 当連結会計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） 

・飲食店の経営 

当 社 

㈱エイチ・エス・ジー 

札幌開発㈱ 

不動産関連事業 

（不動産賃貸管理事業） 

・不動産の賃貸 

・施設管理 

・マンションの管理 

・不動産等の証券化 

（不動産販売事業） 

・中古マンション等の再生販売 

・マンション等のリフォーム 

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㈱ 

そ の 他 事 業 

（サービサー事業） 

・特定金銭債権の管理・回収 

（レジャーホテル事業) 

・レジャーホテルの経営 

（ソフトウエア開発事業） 

・ソフトウエアの開発 

テアトル債権回収㈱ 

㈲アイザック 

㈲ディーワンエンタープライズ 

テアトルソフトウエア㈱ 
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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、不動産関連事業などの各事業で、お客様にご満足いただけることを最高の喜

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 

 当社グループは、当連結会計年度を初年度とし平成 26 年度を最終年度とする中期経営計

画「To The Next 2014」を策定し、銀座テアトルビルの売却による資金を活用し、①本業

であるオペレーション事業の再構築、②財務体質の強化、③将来に向けた事業の選択と集

中に引き続き取り組んでまいります。 

 

基幹三事業の具体的な取り組みは以下の通りです。 

 

＜映像関連事業＞＜映像関連事業＞＜映像関連事業＞＜映像関連事業＞    

創業事業である映画興行事業において、中期経営計画期間中に２館６スクリーンの新規

出館を目指し、ミニシアターチェーンの確立を図ってまいります。また、映画配給事業は、

こうした興行網の基盤を活用しつつ、自社配給作品一本あたりの興収規模を拡大してまい

ります。 

 

＜ホテル飲食関連事業＞＜ホテル飲食関連事業＞＜ホテル飲食関連事業＞＜ホテル飲食関連事業＞    

複数業態による飲食事業の展開を目指し、その核となる焼鳥専門店チェーン「串鳥」は

計画期間中に７店舗の出店（初年度に３店舗を出店済み、残り２ヵ年で４店舗を出店予定）

を進めるとともに、本州エリアにて工場の新設を目指してまいります。また、都内ダイニ

ング＆バー４店舗を運営するノウハウを活かし、初年度に地中海バール１号店となる

｢TOKYO Mar Mare｣を出店しました。次年度以降も店舗展開を進めてまいります。さらに

「ホテル西洋 銀座」のブランドを継承し、「パティスリー西洋銀座」および｢デリショップ

西洋銀座｣として新たな展開を積極的に進め、飲食事業における中食市場への進出を図って

まいります。 
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＜不動産関連事業＞＜不動産関連事業＞＜不動産関連事業＞＜不動産関連事業＞    

マーケットニーズが拡大してい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

育成事業と位置付け、営業管理体制の整備を進めるとともに、販売物件の内覧会などを活

用して地域のお客様へのリフォームの提案や営業を拡大し、事業の拡大を図ってまいりま

す。 

 

以上の各事業の取り組みのために銀座テアトルビル売却による資金の一部を活用し、全

体で 40 億円程度の投資等を実施し、中期経営計画最終年度である平成 26 年度には、売上

高 17,500 百万円、営業利益 400 百万円、経常利益 370 百万円、当期純利益 200 百万円を

目指し、平成 27 年度以降の次期中期経営計画期間において事業のさらなる収益性の向上や

事業の成長を目指していくための基盤を整備してまいります。 

 

中期経営計画数値目標 単位：百万円

平成24年度（実績） 平成25年度（目標） 平成26年度（目標）

売上高 18,822 16,200 17,500

営業利益 △ 166 10 400

経常利益 △ 492 △ 190 370

当期純利益 △ 617 800 200  
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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24年３月31日)

当連結会計年度

(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,453,506 3,511,274

受取手形及び売掛金 588,969 665,654

商品 49,420 43,279

販売用不動産 1,028,844 644,741

貯蔵品 27,916 19,955

繰延税金資産 87,505 735,472

その他 2,552,287 3,480,353

貸倒引当金 △139,654 △344,808

流動資産合計 6,648,796 8,755,923

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,233,751 14,266,974

減価償却累計額 △7,591,971 △7,671,528

建物及び構築物（純額） 6,641,780 6,595,445

機械装置及び運搬具 584,876 585,890

減価償却累計額 △429,088 △454,812

機械装置及び運搬具（純額） 155,787 131,077

工具、器具及び備品 1,072,499 994,565

減価償却累計額 △866,189 △782,124

工具、器具及び備品（純額） 206,309 212,441

土地 13,877,204 13,855,124

リース資産 167,662 248,736

減価償却累計額 △48,030 △83,477

リース資産（純額） 119,631 165,258

建設仮勘定 57,472 －

有形固定資産合計 21,058,186 20,959,348

無形固定資産

借地権 325,984 325,984

ソフトウエア 28,998 53,006

リース資産 － 2,452

その他 17,891 17,098

無形固定資産合計 372,873 398,541

投資その他の資産

投資有価証券 1,147,623 1,957,019

関係会社株式 221,267 －

長期貸付金 1,737 822

差入保証金 2,246,267 1,152,936

繰延税金資産 766,975 94,396

その他 385,680 233,067

貸倒引当金 △47,475 △50,318

投資その他の資産合計 4,722,076 3,387,924

固定資産合計 26,153,136 24,745,815

資産合計 32,801,932 33,501,738
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(単位：千円)

前連結会計年度

(平成24年３月31日)

当連結会計年度

(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 670,733 819,205

短期借入金 390,000 3,322,334

1年内返済予定の長期借入金 4,594,308 3,873,643

リース債務 27,944 43,395

未払金 352,514 424,541

未払法人税等 105,972 68,438

前受金 181,292 1,970,112

繰延税金負債 4,768 3,429

賞与引当金 112,138 116,819

資産除去債務 － 113,797

その他 487,396 828,809

流動負債合計 6,927,069 11,584,526

固定負債

社債 180,000 180,000

長期借入金 8,432,409 5,264,403

リース債務 98,750 134,090

長期未払金 24,352 22,959

長期預り保証金 1,572,231 978,245

繰延税金負債 182,494 137,097

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 514,262 578,402

役員退職慰労引当金 127,779 127,779

資産除去債務 48,531 28,764

固定負債合計 13,078,924 9,349,856

負債合計 20,005,993 20,934,383

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 1,002,030

自己株式 △236,961 △236,961

株主資本合計 9,751,614 9,055,355

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △218,364 273,995

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 3,511,999

少数株主持分 24,685 －

純資産合計 12,795,938 12,567,355

負債純資産合計 32,801,932 33,501,738
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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23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日)

売上高 18,135,165 18,822,545

売上原価 12,619,148 13,402,166

売上総利益 5,516,017 5,420,379

販売費及び一般管理費

役員報酬 260,588 250,008

広告宣伝費 73,675 94,997

人件費 2,691,033 2,876,826

賞与引当金繰入額 83,044 90,632

退職給付費用 67,423 74,675

賃借料 291,999 321,242

水道光熱費 174,996 189,259

貸倒引当金繰入額 48,423 221,391

その他 1,210,041 1,467,682

販売費及び一般管理費合計 4,901,226 5,586,716

営業利益又は営業損失（△） 614,791 △166,337

営業外収益

受取利息 4,984 731

受取配当金 28,838 38,461

持分法による投資利益 3,570 －

投資有価証券売却益 450 －

協賛金収入 21,209 25,295

貸倒引当金戻入額 2,336 13,946

その他 32,995 19,515

営業外収益合計 94,385 97,950

営業外費用

支払利息 424,293 419,128

為替差損 14,137 3,825

その他 6,740 1,498

営業外費用合計 445,172 424,453

経常利益又は経常損失（△） 264,004 △492,841

特別利益

固定資産売却益 － 1,739

受取解約違約金 39,454 22,211

合意解約金 293,487 185,000

受取補償金 52,448 －

受取和解金 59,936 －

負ののれん発生益 － 4,465

資産除去債務戻入益 － 11,814

特別利益合計 445,326 225,229
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（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日)

特別損失

特別退職金 13,043 8,891

関係会社株式売却損 53,434 －

投資有価証券評価損 － 37,045

固定資産除却損 36,171 48,326

減損損失 67,169 150,823

解約違約金 － 32,225

災害による損失 2,294 －

事業所閉鎖損失 17,765 18,672

和解金 － 119,210

特別損失合計 189,879 415,195

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）

519,451 △682,807

法人税、住民税及び事業税 139,020 94,701

法人税等調整額 196,966 △159,273

法人税等合計 335,986 △64,571

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△）

183,465 △618,235

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,708 △914

当期純利益又は当期純損失（△） 181,756 △617,320
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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23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△）

183,465 △618,235

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58,963 492,360

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 516,758 492,360

包括利益 700,223 △125,874

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 698,514 △124,959

少数株主に係る包括利益 1,708 △914
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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23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日

至 平成25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 1,771,164 1,698,288

当期変動額

剰余金の配当 △78,939 △78,938

当期純利益又は当期純損失（△） 181,756 △617,320

持分法の適用範囲の変動 △175,339 －

その他 △352 －

当期変動額合計 △72,875 △696,258

当期末残高 1,698,288 1,002,030

自己株式

当期首残高 △236,802 △236,961

当期変動額

自己株式の取得 △158 －

当期変動額合計 △158 －

当期末残高 △236,961 △236,961

株主資本合計

当期首残高 9,824,649 9,751,614

当期変動額

剰余金の配当 △78,939 △78,938

当期純利益又は当期純損失（△） 181,756 △617,320

自己株式の取得 △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 △73,034 △696,258

当期末残高 9,751,614 9,055,355

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 △159,401 △218,364

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58,963 492,360

当期変動額合計 △58,963 492,360

当期末残高 △218,364 273,995

土地再評価差額金

当期首残高 2,982,365 3,238,003

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 3,238,003 3,238,003
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（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日)

為替換算調整勘定

当期首残高 △320,083 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 320,083 －

当期変動額合計 320,083 －

当期末残高 － －

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 2,502,880 3,019,638

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 516,758 492,360

当期変動額合計 516,758 492,360

当期末残高 3,019,638 3,511,999

少数株主持分

当期首残高 24,029 24,685

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 655 △24,685

当期変動額合計 655 △24,685

当期末残高 24,685 －

純資産合計

当期首残高 12,351,559 12,795,938

当期変動額

剰余金の配当 △78,939 △78,938

当期純利益又は当期純損失（△） 181,756 △617,320

自己株式の取得 △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） 517,414 467,675

当期変動額合計 444,379 △228,583

当期末残高 12,795,938 12,567,355
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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23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日

至 平成25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又は税金等調整前当期純

損失（△）

519,451 △682,807

減価償却費 526,426 528,817

減損損失 67,169 150,823

のれん償却額 5,384 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,644 207,997

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,137 4,681

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,085 64,140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,112 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） △35,851 －

資産除去債務の増減額（△は減少） － △12,334

受取利息 △4,984 △731

受取配当金 △28,838 △38,461

持分法による投資損益（△は益） △3,570 －

支払利息 424,293 419,128

為替差損益（△は益） 2,149 －

受取解約違約金 △39,454 △22,211

投資有価証券売却損益（△は益） △450 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 37,045

固定資産除却損 25,674 33,168

固定資産売却損益（△は益） － △1,739

関係会社株式売却損益（△は益） 53,434 －

商品評価損 12,376 2,789

出資金運用損益（△は益） △8,078 △357

負ののれん発生益 － △4,465

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,736 395,415

売上債権の増減額（△は増加） 43,254 △61,012

仕入債務の増減額（△は減少） △54,249 148,471

その他の資産の増減額（△は増加） 143,675 314,807

その他の負債の増減額（△は減少） △241,047 31,214

小計 1,387,784 1,514,380

利息及び配当金の受取額 50,892 39,193

利息の支払額 △426,504 △418,048

法人税等の支払額 △153,670 △124,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 858,502 1,011,280
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（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 22,475 4,336

関係会社株式の取得による支出 － △19,305

関係会社株式の売却による収入 44,830 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 240 △130

長期貸付けによる支出 △1,500 －

長期貸付金の回収による収入 8,464 1,414

有形固定資産の取得による支出 △523,644 △427,687

有形固定資産の売却による収入 － 23,819

有形固定資産の売却に係る手付金収入 － 1,800,000

無形固定資産の取得による支出 △4,933 △40,231

出資金の払込による支出 △7,280 △24,213

定期預金の預入による支出 △69,305 △73,803

定期預金の払戻による収入 66,001 104,333

投資活動によるキャッシュ・フロー △464,650 1,348,532

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） △160,000 2,932,334

長期借入れによる収入 5,185,000 810,000

長期借入金の返済による支出 △5,207,792 △4,898,671

社債の償還による支出 △200,000 －

リース債務の返済による支出 △18,505 △36,754

自己株式の取得による支出 △158 －

配当金の支払額 △78,442 △78,422

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 △480,951 △1,271,514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,149 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89,249 1,088,298

現金及び現金同等物の期首残高 2,446,025 2,356,775

現金及び現金同等物の期末残高 2,356,775 3,445,074
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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及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、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」及び「その他事業」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、食品の販売、飲食店の経営をしております。なお、平成25年

２月に「札幌クラブハイツ」を閉館したことに伴いキャバレーの経営から撤退いたしました。

「不動産関連事業」は、不動産の賃貸、施設管理、マンションの管理、不動産等の証券化、中古

マンション等の再生販売、マンション等のリフォームをしております。「その他事業」は特定金

銭債権の管理・回収、レジャーホテルの経営、ソフトウエアの開発をしております。 

なお、当連結会計年度より、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、当社グループの経営資源の配分の決定及び業績を評価するための区分を変更し、それ

に伴い報告セグメントの区分を変更しております。 

従来は「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」の

４つを報告セグメントとしておりましたが、「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ております。 

前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の報告セグメントの区分に基づき作成し

たものを開示しております。 

 

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 

報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。また、セグメント間の

内部売上高又は振替高は、主に市場実勢価格に基づいております。 
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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 その他事業 合計 

売上高   

 外部顧客に対する売上高 3,533,743 6,734,739 6,075,687 1,790,994 18,135,165 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 

3,343 2,943 849,342 16,611 872,241 

計 3,537,086 6,737,683 6,925,029 1,807,606 19,007,406 

 セグメント利益 55,646 199 1,089,504 103,524 1,248,875 

セグメント資産 673,409 2,911,504 22,660,407 2,532,094 28,777,416 

その他の項目   

 減価償却費 23,458 152,723 300,238 29,842 506,262 

 有形固定資産及び無形固定資産

の増加額 

72,769 448,247 12,765 25,875 559,657 

 

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25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 その他事業 合計 

売上高   

 外部顧客に対する売上高 3,401,854 7,583,312 6,280,346 1,557,032 18,822,545 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 

7,320 4,889 812,223 12,936 837,370 

計 3,409,174 7,588,201 7,092,569 1,569,969 19,659,915 

 セグメント利益又は損失(△) 93,751 13,047 459,202 △141,841 424,159 

セグメント資産 925,454 3,221,336 21,851,459 1,938,211 27,936,462 

その他の項目   

 減価償却費 32,181 167,791 280,308 31,890 512,172 

 有形固定資産及び無形固定資産

の増加額 

83,452 412,471 117,032 43,863 656,819 

 

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 19,007,406 19,659,915 

セグメント間取引消去 △872,241 △837,370 

連結財務諸表の売上高 18,135,165 18,822,545 

  (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 1,248,875 424,159 

セグメント間取引消去 △7,958 △15,542 

全社費用(注) △626,125 △574,954 

連結財務諸表の営業利益 614,791 △166,337 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 
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  (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 28,777,416 27,936,462 

全社資産(注) 6,925,584 8,335,734 

その他の調整額 △2,901,068 △2,770,457 

連結財務諸表の資産合計 32,801,932 33,501,738 

（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 506,262 512,172 20,163 16,645 526,426 528,817 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 

559,657 656,819 3,250 4,900 562,907 661,719 

   

 

 (１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 161円79銭 159円21銭 

１株当たり当期純利益金額 2円30銭 △7円82銭 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

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23年４月１日 

至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△）(千円) 181,756 △617,320 

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又は当期純損失

(△）(千円) 

181,756 △617,320 

普通株式の期中平均株式数(株) 78,938,812 78,938,046 

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。 

項目 

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 12,795,938 12,567,355 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 24,685 ― 

（うち少数株主持分） (24,685) (―)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 12,771,253 12,567,355 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数(株) 

78,938,046 78,938,046 
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（追加情報） 

当社は、平成24年５月９日開示「平成24年３月期決算短信 添付資料21ページ（７）連結財務

諸表に関する注記事項（後発事象）」において、固定資産の譲渡が損益に与える影響額について

精査中としておりましたが、平成26年３月期第２四半期会計期間末までに、固定資産売却益とし

て3,782百万円の特別利益を計上する見込となりましたのでお知らせいたします。 

また、当該固定資産譲渡に伴い、平成26年３月期において、平成25年３月期から2,400百万円の

連結売上高の減少、銀座テアトルビルの事業所閉鎖に伴う諸経費の計上も含め250百万円の連結営

業利益、連結経常利益の減少を見込んでおります。 

 

５．その他 

（役員の異動） 

本日、別途開示しております「代表取締役の異動、執行役員の異動および職務委嘱変更に関する

お知らせ」をご覧下さい。 
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