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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 2,428 ― △372 ― △409 ― △416 ―

20年3月期第2四半期 2,557 1.8 △113 ― △151 ― △340 ―

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2四半期 △18.52 ―

20年3月期第2四半期 △15.17 ―

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2四半期 7,180 1,090 13.7 43.83
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2四半期  984百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 5,250 △3.7 △120 ― △210 ― △225 ― △0.10

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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３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2四半期  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2四半期  30,607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2四半期  22,470,450株 20年3月期第2四半期  22,475,568株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界

的な金融不安がさらに拡大し、日本国内の経済全体にも減速懸念が波及しております。加えて、不安定

な為替動向、原材料等の価格高騰などの影響により企業収益が鈍化、また物価上昇を背景に生活防衛意

識が強まり個人消費も冷え込み、景気の先行きが不透明な状況となっております。 

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２四半期連結累計期間の業績は、売上

高24億２千８百万円となりました。 

利益面では、営業損失３億７千２百万円、経常損失４億９百万円、四半期純損失４億１千６百万円と

なりました。 

  

（資産の部） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、９億７千６百万円(前連結会計年度末は

10億６千６百万円)となり、前連結会計年度末と比べて８千９百万円減少しました。この主な要因

は、現金及び預金が９千８百万円減少したことによるものであります。  

 固定資産の残高は、62億３百万円(前連結会計年度末は63億５千９百万円)となり、前連結会計年度

末と比べて１億５千５百万円の減少となりました。この主な要因は、減価償却費１億４千５百万円の

計上及び保険解約等により保険積立金が４千４百万円減少したことによるものであります。  

（負債の部） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、28億６千９百万円(前連結会計年度末は

26億３千２百万円)となり、前連結会計年度末と比べて２億３千７百万円の増加となりました。この

主な要因は、短期借入金１億円の増加、及び一年内返済予定の長期借入金が１億８千４百万円増加し

たことによるものであります。  

 固定負債の残高は、32億２千１百万円(前連結会計年度末は32億５千９百万円)となり、前連結会計

年度末と比べて３千８百万円の減少となりました。この主な要因は、長期借入金が２億６百万円増加

したものの、社債が１億円、長期預り保証金が８千６百万円及び役員退職慰労引当金が５千１百万円

減少したことによるものであります。  

（純資産の部） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の部の合計は、10億９千万円(前連結会計年度末は15

億３千４百万円)となり、前連結会計年度末と比べて４億４千４百万円の減少となりました。この主

な要因は、当第２四半期連結累計期間において四半期純損失を４億１千６百万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。  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

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
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当社を取り巻く市場環境は、米国証券会社の破綻による株価の下落や金融不安による世界経済低迷の

影響などにより、企業収益の鈍化、個人消費の停滞、さらには公的機関の財政再建などによる事業の見

直しなど、以前厳しい状況が続くものと思われます。 

 このため、劇場事業における有料入場者が減少し、観覧券売上が当初の計画を下回ることが予想され

ることから、平成20年５月22日公表の通期業績予想を修正しております。 

 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。 

  

該当事項はありません。 

  

① 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。 

  

② 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。 

  

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。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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）

㈱御園座(9664)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

3



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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 535,488 634,467 

受取手形及び売掛金 181,608 135,052 

リース債権 198,982 203,262 

商品 2,865 3,860 

貯蔵品 10,689 14,792 

その他 59,845 83,285 

貸倒引当金 △12,511 △8,293 

流動資産合計 976,968 1,066,426 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,270,528 4,361,341 

土地 1,361,751 1,361,751 

その他（純額） 343,209 370,932 

有形固定資産合計 5,975,489 6,094,025 

無形固定資産 8,143 8,125 

投資その他の資産 220,340 257,755 

固定資産合計 6,203,972 6,359,907 

資産合計 7,180,941 7,426,334 

負債の部 

流動負債 

買掛金 92,583 95,363 

短期借入金 1,250,000 1,150,000 

1年内返済予定の長期借入金 739,690 554,880 

未払法人税等 4,285 4,012 

賞与引当金 25,250 31,183 

その他 757,807 796,675 

流動負債合計 2,869,617 2,632,114 

固定負債 

社債 600,000 700,000 

長期借入金 1,361,100 1,154,450 

退職給付引当金 146,558 152,973 

役員退職慰労引当金 49,998 101,753 

長期預り保証金 1,056,513 1,143,298 

その他 6,909 6,928 

固定負債合計 3,221,080 3,259,403 

負債合計 6,090,697 5,891,517 

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 228,274 666,955 

自己株式 △30,371 △28,413 

株主資本合計 963,587 1,404,226 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 21,262 21,876 

評価・換算差額等合計 21,262 21,876 

少数株主持分 105,393 108,713 

純資産合計 1,090,244 1,534,816 

負債純資産合計 7,180,941 7,426,334 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,428,432 

売上原価 2,576,503 

売上総損失（△） △148,071 

販売費及び一般管理費 224,352 

営業損失（△） △372,423 

営業外収益 

受取利息 387 

受取配当金 1,312 

負ののれん償却額 1,544 

その他 2,833 

営業外収益合計 6,077 

営業外費用 

支払利息 38,184 

社債発行保証料 3,224 

その他 1,604 

営業外費用合計 43,013 

経常損失（△） △409,359 

特別利益 

固定資産売却益 2,561 

遺贈金収入 868 

役員退職慰労引当金戻入額 316 

特別利益合計 3,745 

特別損失 

固定資産売却損 113 

固定資産除却損 4,239 

保険解約損 2,556 

投資有価証券評価損 100 

特別損失合計 7,009 

税金等調整前四半期純損失（△） △412,622 

法人税、住民税及び事業税 1,288 

法人税等調整額 1,157 

法人税等合計 2,446 

少数株主利益 1,141 

四半期純損失（△） △416,210 

㈱御園座(9664)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

5



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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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前中間連結損益計算書 

「参考資料」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,557,456 100.0

Ⅱ 売上原価 2,436,932 95.3

   売上総利益 120,523 4.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 233,669 9.1

   営業損失 113,145 △4.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 383

 ２ 受取配当金 1,403

 ３ 法人税等還付加算金 929

 ４ 端株買取手数料 623

 ５ その他 942 4,282 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 35,441

 ２ 社債保証料 3,513

 ３ その他 3,450 42,405 1.7

   経常損失 151,268 △5.9

Ⅵ 特別利益

 １ 会員権売却益 45

 ２ 遺贈金収入 61,427 61,472 2.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 385

 ２ 固定資産除却損 84

 ３ 投資有価証券評価損 682

 ４ 会員権売却損 281 1,434 0.1

   税金等調整前 
   中間純損失

91,229 △3.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

3,063

   法人税等調整額 239,972 243,035 9.5

   少数株主利益 6,701 0.3

   中間純損失 340,966 △13.4
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