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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 1,123 ― △204 ― △223 ― △223 ―

20年3月期第1四半期 1,096 ― △75 ― △96 ― △56 ―

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

21年3月期第1四半期 △9.95 ―

20年3月期第1四半期 △2.51 ―

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

21年3月期第1四半期 7,335 1,286 16.1 52.61
20年3月期 7,426 1,534 19.2 63.46

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,182百万円 20年3月期  1,426百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 1.00 1.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1.00 1.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 2,550 △0.2 △170 ― △230 ― △235 ― △10.44

通期 5,600 2.6 110 ― 30 ― 20 ― 0.89

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載した業績予想の数値は、本資料の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いては２ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  22,500,000株 20年3月期  22,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  29,807株 20年3月期  28,607株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  22,470,943株 20年3月期第1四半期  22,476,389株
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1. 定性的情報・財務諸表等

　連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰や、米国の経済成長の後退

を受け企業収益が鈍化、また個人消費も遅滞し、景気の先行きが不透明な状況で推移いたしました。

このような経済情勢の下で、当社は、更なる公演内容の充実を図るとともに、市場開拓・顧客開発に努

め、お客様にご満足いただけるよう邁進してまいりました。

しかしながら、演劇興行界を取りまく環境は依然厳しく、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高

11億２千３百万円となりました。

利益面では、営業損失２億４百万円、経常損失２億２千３百万円、四半期純損失２億２千３百万円とな

りました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、10億７千４百万円(前連結会計年度末は10億

６千６百万円)となり、７百万円増加しました。この主な要因は、現金及び預金が６千８百万円減少した

ものの、翌月以降の公演準備のための支払が９千７百万円増加したことによるものであります。 

　固定資産の残高は、62億６千１百万円(前連結会計年度末は63億５千９百万円)となり、９千８百万円

の減少となりました。この主な要因は、減価償却費７千１百万円の計上及び役員生命保険の解約により

保険積立金が４千３百万円減少したことによるものであります。 

（負債の部）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、27億７千２百万円(前連結会計年度末は26億

３千２百万円)となり、１億４千万円の増加となりました。この主な要因は、前受金が１億２百万円減少

したものの、短期借入金１億９千４百万円の増加、及び一年内返済予定の長期借入金が７千４百万円増

加したことによるものであります。 

　固定負債の残高は、32億７千６百万円(前連結会計年度末は32億５千９百万円)となり、１千６百万円

の増加となりました。この主な要因は、役員退職慰労引当金が５千２百万円減少したものの、長期借入

金が８千８百万円増加したことによるものであります。 

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における純資産の部の合計は、12億８千６百万円(前連結会計年度末は15

億３千４百万円)となり、２億４千７百万円の減少となりました。この主な要因は、四半期純損失を２億

２千３百万円計上したこと等により、利益剰余金が減少したことによるものであります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期の業績は、当初の予想より月別の増減はあるものの、第２四半期連結累計期間、通期とも

現時点において平成20年５月22日の決算発表時に公表いたしました連結業績予想からの変更はありません。

　なお、上記の予想は、本資料の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場合があります。
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4. その他

(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)
該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
① 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

当の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

を利用する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
（会計処理の変更）

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益の低下による

簿価切下げの方法)に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 565,605 634,467

受取手形及び売掛金 128,208 135,052

リース債権 201,140 203,262

商品 2,398 3,860

貯蔵品 11,137 14,792

その他 173,152 83,285

貸倒引当金 △7,156 △8,293

流動資産合計 1,074,486 1,066,426

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,315,734 4,361,341

土地 1,361,751 1,361,751

その他（純額） 352,524 370,932

有形固定資産合計 6,030,010 6,094,025

無形固定資産 8,397 8,125

投資その他の資産 222,657 257,755

固定資産合計 6,261,064 6,359,907

資産合計 7,335,551 7,426,334

負債の部

流動負債

買掛金 115,887 95,363

短期借入金 1,344,000 1,150,000

未払法人税等 2,197 4,012

賞与引当金 12,670 31,183

その他 1,297,514 1,351,555

流動負債合計 2,772,269 2,632,114

固定負債

社債 700,000 700,000

長期借入金 1,243,400 1,154,450

退職給付引当金 151,161 152,973

役員退職慰労引当金 49,701 101,753

長期預り保証金 1,123,944 1,143,298

その他 8,096 6,928

固定負債合計 3,276,303 3,259,403

負債合計 6,048,573 5,891,517

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 450,000 450,000

資本剰余金 315,684 315,684

利益剰余金 420,854 666,955

自己株式 △29,597 △28,413

株主資本合計 1,156,941 1,404,226

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 25,253 21,876
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評価・換算差額等合計 25,253 21,876

少数株主持分 104,782 108,713

純資産合計 1,286,978 1,534,816

負債純資産合計 7,335,551 7,426,334
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 1,123,585

売上原価 1,216,328

売上総損失（△） △92,742

販売費及び一般管理費 112,013

営業損失（△） △204,755

営業外収益

受取利息 91

受取配当金 1,296

負ののれん償却額 1,544

その他 715

営業外収益合計 3,648

営業外費用

支払利息 19,057

社債発行保証料 1,570

その他 1,576

営業外費用合計 22,205

経常損失（△） △223,312

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,136

役員退職慰労引当金戻入額 316

特別利益合計 1,452

特別損失

固定資産売却損 36

固定資産除却損 1,020

役員生命保険解約損 2,546

特別損失合計 3,603

税金等調整前四半期純損失（△） △225,463

法人税、住民税及び事業税 439

法人税等調整額 △2,686

法人税等合計 △2,247

少数株主利益 414

四半期純損失（△） △223,629
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書 （単位：千円）

科 目

平成20年３月期第１四半期

平成19年４月１日から

平成19年６月30日まで

金 額

Ⅰ 売 上 高 1,096,255

Ⅱ 売 上 原 価 1,054,539

売 上 総 利 益 （△損 失） 41,716

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 117,522

営 業 利 益 （△損 失） △75,806

Ⅳ 営 業 外 収 益 2,591

Ⅴ 営 業 外 費 用 23,190

経 常 利 益 （△損 失） △96,405

Ⅵ 特 別 利 益 50,000

Ⅶ 特 別 損 失 385

税金等調整前四半期（当期）純利益（△損失） △46,791

税 金 費 用 5,653

少 数 株 主 利 益 （控 除） 3,990

四 半 期（当 期）純 利 益（△損 失） △56,435
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6. その他の情報

該当事項はありません。
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