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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 4,074 △10.7 △16 ― △48 ― 1,826 ―

25年3月期第1四半期 4,564 14.6 △39 ― △99 ― △98 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 241百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △185百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 23.14 ―

25年3月期第1四半期 △1.24 ―

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

26年3月期第1四半期 24,971 14,358 57.5 181.89

25年3月期 33,501 12,567 37.5 159.21

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  14,358百万円 25年3月期  12,567百万円

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  

 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 1.00 1.00

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） 

（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) 7,800 △14.1 △150 ― △330 ― 1,600 ― 20.27

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



(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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】５ページの「１．当四半期決算に関する

定性的情報（３）連結業績予想に関する説明」をご参照ください。 

※  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） 26年3月期1Q 80,130,000 株 25年3月期 80,130,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,191,954 株 25年3月期 1,191,954 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 78,938,046 株 25年3月期1Q 78,938,046 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

平成 26 年３月期第１四半期連結累計期間（平成 25 年４月１日～平成 25 年６月 30 日、

以下「当四半期」）における当社グループの定性的情報は、次のとおりです。 

 

（１）経営成績に関する説明 

当四半期におけるわが国の経済は、欧州政府債務危機問題や新興国の経済停滞が懸念さ

れるものの、米国経済の回復基調と相まって、円安の進行より輸出企業を中心に企業収益

が回復するなど明るい兆しが強まっております。 

このような経済環境のもと、当社グループは平成 24 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」に基づき経営構造改革に取り組んでおり

ます。 

当四半期の連結業績は、下表のとおり、ホテル飲食関連事業や不動産関連事業が減収と

なり、売上高は 4,074 百万円（前年同期比 10.7％減）となりましたが、その他事業の損益

が大幅に改善されたこと等から、営業損失は 16 百万円（前年同期は営業損失 39 百万円）、

経常損失は 48 百万円（前年同期は経常損失 99 百万円）となりました。また銀座テアトル

ビルの売却益を特別利益に計上したこと等から四半期純利益は 1,826 百万円（前年同期は

四半期純損失 98 百万円）となりました。 

 

 

■連結経営成績 （百万円）
前年同期 当四半期 増減

売上高 4,564 4,074 △490
営業利益 △39 △16 +23
経常利益 △99 △48 +50
四半期純利益 △98 1,826 +1,924  

 

セグメント別の業績概況は以下のとおりです。 

 

 

■セグメント別売上高 （百万円）
前年同期 当四半期 増減

映像関連事業 769 772 +3
ホテル飲食関連事業 1,805 1,698 △107
不動産関連事業 1,660 1,278 △381
その他事業 329 324 △4

連結合計 4,564 4,074 △490

■セグメント別営業利益 （百万円）
前年同期 当四半期 増減

映像関連事業 12 2 △10
ホテル飲食関連事業 19 33 +14
不動産関連事業 134 118 △16
その他事業 △58 28 +86
調整額 △147 △199 △51

連結合計 △39 △16 +23  
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＜映像関連事業＞ 

（映画興行事業） 

映画興行事業は、デジタルシネマ映写機の全映画館への導入を完了するとともに、上映

回の残席状況がリアルタイムで表示されるデジタルサイネージの設置等に取り組みました。 

当四半期は、『天使の分け前』『箱入り息子の恋』『聖☆おにいさん』等がヒットいたしま

したが、関西地区の映画館が低調に推移したことから前年同期比で減収となりました。 

なお本年５月をもって銀座テアトルシネマを閉館したことにより、当四半期末の映画館

数及びスクリーン数は９館 21 スクリーンとなりました。 

 

（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収規模の拡大に取り組んでおります。 

当四半期は、昨年 12 月から公開された『映画かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけ

ん！』の配給収入が当四半期に計上されたことに加え、当四半期に公開された『AURA～魔

竜院光牙 後の闘い～』『恐竜を掘ろう』等の配給収入が計上されたこと等により前年同期

比で大幅な増収となりました。 

 

（広告事業） 

広告事業は、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。 

当四半期は、前年度に引き続き映画館用コマーシャルの受注を伸ばすことができました

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により、前年同期

並みの売上高となりました。 

 

以上の結果、映像関連事業の売上高は 772 百万円（前年同期比 0.4％増）となりましたが、

映画興行事業が減益となったことから、営業利益は 2 百万円（前年同期比 83.7％減）にと

どまりました。 

 

＜ホテル飲食関連事業＞ 

（ホテル事業） 

ホテル事業は、本年５月をもってスモールラグジュアリーホテル｢ホテル西洋 銀座｣の営

業を終了いたしました。 

 その結果、当四半期は前年同期比で大幅な減収となりました。 

 

（飲食事業） 

飲食事業は、主力の焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣の拡大、都内ダイニング＆バーの新業態

への挑戦、｢ホテル西洋 銀座｣のブランドを継承した中食市場への進出に取り組んでおりま

す。具体的には、前年度に｢串鳥｣３店舗と都内ダイニング＆バーの新業態地中海バール｢ト

ーキョー・マルマーレ｣を出店したことに加え、｢ホテル西洋 銀座｣のブランドを活用した
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惣菜・洋菓子の販売事業を立ち上げ本年６月｢パティスリー 西洋銀座｣日本橋三越本店を出

店しました。 

当四半期は、既存店ベースで前年同期並みの売上高を確保するとともに、上記の出店に

よる売上が前年度に閉館した｢札幌クラブハイツ｣の減収分を吸収し、前年同期比で増収と

なりました。 

なお当四半期末における飲食店等の店舗数は、以下のとおりです。 

  

■飲食店および惣菜・洋菓子店の店舗数
前年度末 当四半期末 増減

焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣ 32 32 0
串焼専門店｢串鳥番外地｣ 2 2 0
都内ダイニング＆バー 5 5 0

飲 食 店　合 計 39 39 0
惣菜・洋菓子店　合　計 1 2 +1  

 

以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は 1,698 百万円（前年同期比 5.9％減）となり

ましたが、飲食事業の出店効果やコスト削減が寄与し営業利益は 33 百万円（前年同期比

72.8％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。 

 当四半期は、本年４月に不採算であった賃貸商業施設運営事業の２事業所から契約期間

満了を機に撤退したことや同年６月に銀座テアトルビルの売却引渡しを完了したこと等に

より、前年同期比で大幅な減収となりました。 

 

（不動産販売事業） 

不動産販売事業は、主力の中古マンション等の再生販売事業において、事業の拡大に向

けて物件情報のデータベース化等管理体制の強化に取り組んでおります。 

 中古マンション等の再生販売事業は、前第４四半期の販売好調により在庫薄の状況が発

生したことから売上計上戸数を伸ばすことができませんでしたが、マンション等のリフォ

ーム事業は積極的な営業活動により大型案件の受注に成功いたしました。 

当四半期は、既に事業撤退した収益不動産の管理付販売の売上高が前年同期に計上され

ていることから、前年同期比で大幅な減収となりました。 

  

以上の結果、不動産関連事業の売上高は 1,278 百万円（前年同期比 23.0％減）となり、

営業利益は 118 百万円（前年同期比 12.0％減）となりました。 

 

＜その他事業＞ 

サービサー事業は前年並みの売上高を確保し、レジャーホテル事業及びソフトウエア開発
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事業はいずれも前年同期比で減収となりました。 

 

以上の結果、その他事業の売上高は 324 百万円（前年同期比 1.5％減）となりましたが、

サービサー事業の構造改革の進捗による生産性の向上により、営業利益は 28 百万円（前年

同期は営業損失 58 百万円）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 当四半期において固定資産の銀座テアトルビルを売却し、その資金の一部を活用し有利子

負債を圧縮したことから、連結貸借対照表に大きな変動が生じております。 

 

（資産の部） 

流動資産は、現金及び預金が増加したこと等により、前年度末と比較し 4,146 百万円増加

し 12,902 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が減少したこと等により、前年度末と比較し

12,676 百万円減少し 12,069 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 8,530 百万円減少し

24,971 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 10,321 百万円減少し 10,613

百万円となりました。 

（純資産の部） 

純資産の部は、四半期純利益を計上していること等により、前年度末と比較し 1,790 百万

円増加し 14,358 百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成 25 年５月 15 日の「平成 25 年３月期 決算短信」で公

表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,511,274 9,960,244

受取手形及び売掛金 665,654 417,347

商品 43,279 21,784

販売用不動産 644,741 690,775

貯蔵品 19,955 11,421

短期貸付金 130 410

繰延税金資産 735,472 53,348

その他 3,480,223 2,083,711

貸倒引当金 △344,808 △337,023

流動資産合計 8,755,923 12,902,020

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,595,445 2,761,769

機械装置及び運搬具（純額） 131,077 58,496

工具、器具及び備品（純額） 212,441 192,594

土地 13,855,124 5,343,269

リース資産（純額） 165,258 145,767

建設仮勘定 － 39,435

有形固定資産合計 20,959,348 8,541,333

無形固定資産

借地権 325,984 54,149

ソフトウエア 53,006 47,895

リース資産 2,452 2,309

その他 17,098 17,098

無形固定資産合計 398,541 121,452

投資その他の資産

投資有価証券 1,957,019 2,024,261

長期貸付金 822 360

差入保証金 1,152,936 1,150,058

繰延税金資産 94,396 48,406

その他 233,067 230,653

貸倒引当金 △50,318 △46,930

投資その他の資産合計 3,387,924 3,406,809

固定資産合計 24,745,815 12,069,596

資産合計 33,501,738 24,971,617
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(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 819,205 607,622

短期借入金 3,322,334 100,000

1年内返済予定の長期借入金 3,873,643 1,523,486

リース債務 43,395 26,745

未払金 424,541 985,427

未払法人税等 68,438 1,875,225

前受金 1,970,112 94,556

繰延税金負債 3,429 32

賞与引当金 116,819 83,769

その他 942,607 684,943

流動負債合計 11,584,526 5,981,807

固定負債

社債 180,000 180,000

長期借入金 5,264,403 1,571,799

リース債務 134,090 129,951

長期未払金 22,959 22,959

長期預り保証金 978,245 977,824

繰延税金負債 137,097 89,570

再評価に係る繰延税金負債 1,898,113 996,116

退職給付引当金 578,402 574,849

役員退職慰労引当金 127,779 59,473

資産除去債務 28,764 28,917

固定負債合計 9,349,856 4,631,462

負債合計 20,934,383 10,613,269

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 1,002,030 4,378,253

自己株式 △236,961 △236,961

株主資本合計 9,055,355 12,431,579

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 273,995 317,622

土地再評価差額金 3,238,003 1,609,145

その他の包括利益累計額合計 3,511,999 1,926,767

純資産合計 12,567,355 14,358,347

負債純資産合計 33,501,738 24,971,617
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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24年４月１日

至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日

至 平成25年６月30日)

売上高 4,564,622 4,074,400

売上原価 3,277,534 2,809,612

売上総利益 1,287,088 1,264,787

販売費及び一般管理費

役員報酬 66,380 62,701

広告宣伝費 22,968 19,283

人件費 668,754 632,226

賞与引当金繰入額 63,089 68,218

退職給付費用 17,178 18,200

賃借料 80,448 82,219

水道光熱費 44,558 41,178

その他 362,728 356,760

販売費及び一般管理費合計 1,326,106 1,280,788

営業損失（△） △39,018 △16,001

営業外収益

受取利息 86 238

受取配当金 22,746 38,652

協賛金収入 13,494 19,812

貸倒引当金戻入額 6,704 11,173

その他 3,308 4,566

営業外収益合計 46,341 74,442

営業外費用

支払利息 101,173 99,722

その他 5,270 7,031

営業外費用合計 106,444 106,753

経常損失（△） △99,121 △48,311

特別利益

固定資産売却益 － 3,804,425

特別利益合計 － 3,804,425

特別損失

特別退職金 － 24,887

固定資産除却損 1,057 13,286

減損損失 － 507

事業所閉鎖損失 － 229,247

解約違約金 － 67,000

借入金繰上返済精算金 － 7,015

特別損失合計 1,057 341,944

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）

△100,178 3,414,168

法人税、住民税及び事業税 27,548 1,836,427

法人税等調整額 △28,552 △248,561

法人税等合計 △1,004 1,587,865

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

△99,174 1,826,302

少数株主利益又は少数株主損失（△） △914 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △98,259 1,826,302
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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24年４月１日

至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日

至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

△99,174 1,826,302

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △86,824 43,626

土地再評価差額金 － △1,628,858

その他の包括利益合計 △86,824 △1,585,231

四半期包括利益 △185,999 241,070

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △185,084 241,070

少数株主に係る四半期包括利益 △914 －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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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