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

21年3月期第3四半期 3,560 ― △482 ― △537 ― △560 ―
20年3月期第3四半期 4,183 △1.3 38 70.3 △18 ― △205 ―

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3四半期 △24.94 ―
20年3月期第3四半期 △9.16 ―

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3四半期 7,131 941 11.7 37.00
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3四半期  831百万円 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  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 5,250 △3.7 △120 ― △210 ― △225 ― △10.01

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、その他の特記事項 
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3四半期  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3四半期  31,407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3四半期  22,469,993株 20年3月期第3四半期  22,474,435株
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当第３四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

的な金融危機の深刻化による景気の減速が、日本国内の経済全体にも波及しております。加えて、不安

定な為替動向、企業収益の鈍化やそれに伴う雇用環境の急激な悪化により景気の後退感が強まり、消費

活動も冷え込むことでますます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３四半期連結累計期間の業績は、売上

高35億６千万円となりました。 

利益面では、営業損失４億８千２百万円、経常損失５億３千７百万円、四半期純損失５億６千万円と

なりました。 

  

（資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、10億２千８百万円(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３千８百万円減少しました。この主な要因

は、現金及び預金が４千５百万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、61億３百万円(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２億５千６百万円の減少となりました。この主な要因は、減価償却費２億１千９百万円の

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３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、31億２千４百万円(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４億９千２百万円の増加となりました。この

主な要因は、短期借入金４億円の増加及び一年内返済予定の長期借入金が１億５千１百万円増加した

ことによるものであります。  

 固定負債の残高は、30億６千６百万円(前連結会計年度末は32億５千９百万円)となり、前連結会計

年度末と比べて１億９千２百万円の減少となりました。この主な要因は、長期借入金が３千６百万円

増加したものの、社債が１億円、長期預り保証金が７千３百万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３四半期連結会計期間末における純資産の部の合計は、９億４千１百万円(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５億９千３百万円の減少となりました。こ

の主な要因は、当第３四半期連結累計期間において四半期純損失を５億６千万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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当第３四半期の業績は、現時点において平成20年11月12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。 

  

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

異等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）
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 588,502 634,467

受取手形及び売掛金 175,889 135,052

リース債権 196,788 203,262

商品 3,172 3,860

貯蔵品 10,000 14,792

その他 68,272 83,285

貸倒引当金 △14,531 △8,293

流動資産合計 1,028,095 1,066,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,219,730 4,361,341

土地 1,361,751 1,361,751

その他（純額） 303,545 370,932

有形固定資産合計 5,885,027 6,094,025

無形固定資産 7,899 8,125

投資その他の資産 210,871 257,755

固定資産合計 6,103,798 6,359,907

資産合計 7,131,893 7,426,334
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 161,052 95,363

短期借入金 1,550,000 1,150,000

1年内返済予定の長期借入金 705,920 554,880

未払法人税等 6,953 4,012

賞与引当金 14,738 31,183

その他 685,497 796,675

流動負債合計 3,124,161 2,632,114

固定負債   

社債 600,000 700,000

長期借入金 1,190,800 1,154,450

退職給付引当金 148,471 152,973

役員退職慰労引当金 50,544 101,753

長期預り保証金 1,070,146 1,143,298

その他 6,458 6,928

固定負債合計 3,066,421 3,259,403

負債合計 6,190,582 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 83,970 666,955

自己株式 △31,063 △28,413

株主資本合計 818,591 1,404,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,795 21,876

評価・換算差額等合計 12,795 21,876

少数株主持分 109,924 108,713

純資産合計 941,311 1,534,816

負債純資産合計 7,131,893 7,426,334
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,560,021

売上原価 3,715,800

売上総損失（△） △155,779

販売費及び一般管理費 326,918

営業損失（△） △482,698

営業外収益  

受取利息 716

受取配当金 1,655

受取手数料 4,359

負ののれん償却額 1,544

その他 1,921

営業外収益合計 10,198

営業外費用  

支払利息 58,710

社債発行保証料 4,628

その他 1,699

営業外費用合計 65,038

経常損失（△） △537,537

特別利益  

固定資産売却益 2,573

遺贈金収入 1,697

役員退職慰労引当金戻入額 316

特別利益合計 4,587

特別損失  

固定資産売却損 191

固定資産除却損 12,285

投資有価証券評価損 4,202

保険解約損 2,556

その他 359

特別損失合計 19,593

税金等調整前四半期純損失（△） △552,544

法人税、住民税及び事業税 5,644

法人税等調整額 △3,346

法人税等合計 2,298

少数株主利益 5,671

四半期純損失（△） △560,513

㈱御園座（9664）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

6



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △552,544

減価償却費 219,339

負ののれん償却額 △1,544

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,238

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,444

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,502

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51,208

受取利息及び受取配当金 △2,371

支払利息 58,710

遺贈金収入 △1,697

固定資産除売却損益（△は益） 9,903

投資有価証券評価損益（△は益） 4,202

保険解約損 2,556

売上債権の増減額（△は増加） △34,363

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,478

未収入金の増減額（△は増加） 32,568

仕入債務の増減額（△は減少） 65,688

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,703

前受金の増減額（△は減少） △109,684

その他 △34,474

小計 △400,447

利息及び配当金の受取額 2,542

利息の支払額 △58,921

遺贈金の受取額 1,697

法人税等の支払額 △2,832

営業活動によるキャッシュ・フロー △457,960

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 20,187

有形固定資産の取得による支出 △80,327

有形固定資産の売却による収入 5,794

無形固定資産の取得による支出 △500

貸付けによる支出 △1,300

貸付金の回収による収入 863

保険積立金の解約による収入 41,452

その他 △10,602

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,432

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） 400,000

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △512,610

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △22,448

少数株主への配当金の支払額 △1,300

その他 △7,026

財務活動によるキャッシュ・フロー 456,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,777

現金及び現金同等物の期首残高 503,455

現金及び現金同等物の四半期末残高 477,677
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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。 

  

当社グループは、平成19年３月期から２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失をを計上しま

した。当社の業績は４月、10月に行われる歌舞伎公演に大きく依存しておりますが、当第３四半期連結

会計期間において、世界的な金融危機のあおりを受け、収益の柱である10月の歌舞伎公演を初めとし

て、11月、12月の観覧券売上の落ち込みが予想以上に大きく、当第３四半期連結累計期間は営業損失

482,698千円、経常損失537,537千円及び四半期純損失560,513千円と大幅な損失を計上し、営業キャッ

シュ・フローも△457,960千円と大幅なマイナスとなりました。当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく以下の施策を実施いたします。 

  

１． 売上高増につきましては、従来の営業活動に加えて、委託販売員による観覧券販売制度の新設や

友の会優待制度の見直し、チケット販売企業と新たな提携等による販売チャネルの拡大に努めま

す。また、公演内容においては、歌舞伎を中心とした集客力のある内容で、お客様のニーズに合っ

た公演を行い、有料入場者の早期且つ確実な回復を図ります。 

２． 売上原価、販売費及び一般管理費の削減につきましては、出演料の再交渉や舞台関係制作物のリ

サイクル化及び照明、音響等舞台演出の効率化を図ります。また、業務改善を積極的に実施し、人

員のスリム化や配置転換、宣伝方法の見直しを行います。 

３． 採算性の低い不動産の早期売却を実施することにより、資産を圧縮し、キャッシュ・フローの改

善を図ります。 

上記の計画を実行していくことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断

しております。 

  

四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結

財務諸表には反映しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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

㈱御園座（9664）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

8



（要約）前四半期連結損益計算書       （単位：千円） 

 
  

「参考資料」

科     目

平成20年３月期第３四半期

平成19年４月１日から

平成19年12月31日まで

金   額

Ⅰ 売  上  高 4,183,084

Ⅱ 売 上 原 価 3,789,122

売 上 総 利 益 393,962

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 355,120

営 業 利 益 38,842

Ⅳ 営 業 外 収 益 5,579

Ⅴ 営 業 外 費 用 62,859

経 常 利 益 （△損 失） △18,437

Ⅵ 特 別 利 益 64,581

Ⅶ 特 別 損 失 1,513

税金等調整前四半期純利益 44,629

税 金 費 用 242,620

少 数 株 主 利 益 （控 除） 7,909

四 半 期 純 利 益（△損 失） △205,899
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