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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 2,285 △5.9 △193 ― △232 ― 6 ―
21年3月期第2四半期 2,428 ― △372 ― △409 ― △416 ―

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

22年3月期第2四半期 0.30 ―
21年3月期第2四半期 △18.52 ―

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

22年3月期第2四半期 6,696 851 10.8 32.36
21年3月期 7,122 832 10.2 32.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  727百万円 21年3月期  725百万円

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
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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 1.00 1.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 5,030 5.5 △150 ― △230 ― 20 ― 0.89
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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）  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、4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） 

(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 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 22,500,000株 21年3月期  22,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  33,105株 21年3月期  32,005株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 22,467,152株 21年3月期第2四半期 22,470,943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、昨年来の世界同時不況の影響による法人需要の減

少や個人消費の落ち込みに加えて、新型インフルエンザの流行による消費マインドの低下により、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２四半期連結累計期間の業績は、売上

高22億８千５百万円となりました。 

利益面では、営業損失１億９千３百万円、経常損失２億３千２百万円、四半期純損失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、11億７百万円(前連結会計年度末は11億

８百万円)となり、１百万円減少しました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が８千２百万円増

加したものの、現金及び預金が８千５百万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、55億８千９百万円(前連結会計年度末は60億１千３百万円)となり、４億２千４

百万円の減少となりました。この主な要因は、土地の売却で２億５千６百万円、減価償却費の計上に

より１億２千４百万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、33億９千９百万円(前連結会計年度末は

34億４千３百万円)となり、４千３百万円の減少となりました。この主な要因は、預り金が１千６百

万円、違約金損失引当金が５千８百万円増加したものの、買掛金が２千６百万円、１年内返済予定の

長期借入金が６千８百万円、前受金が２千４百万円減少したことによるものであります。  

 固定負債の残高は、24億４千５百万円(前連結会計年度末は28億４千６百万円)となり、４億 １百

万円の減少となりました。この主な要因は、社債が１億円、長期借入金が２億２千５百万円、長期預

り保証金が５千６百万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、８億５千１百万円(前連結会計年度末

は８億３千２百万円)となり、１千８百万円の増加となりました。この主な要因は、四半期純利益６

百万円の計上による利益剰余金の増加及び少数株主持分が１千６百万円増加したことによるものであ

ります。  

  

平成21年８月12日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に公表いたしました連結業績予想につ

いて、第２四半期連結累計期間、通期とも売上高、利益面ともに下方修正いたしました。詳細につきま

しては、平成21年11月11日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 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。 

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、前

連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローも５億円と大幅なマイナスになりました。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、前連結会計年度は世界的な金融

危機のあおりを受け、特に下期以降の観覧券売上が予想以上に大きく落ち込みました。当第２四半期連

結累計期間においても営業損失１億９千３百万円を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも２億

５百万円のマイナスとなっております。当該状況により、前連結会計年度に引き続き、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  

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）

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 568,114 653,729

受取手形及び売掛金 208,873 126,632

リース債権 189,979 194,557

有価証券 10,085 10,085

商品 2,684 2,470

貯蔵品 15,179 10,422

その他 128,543 123,846

貸倒引当金 △16,239 △12,798

流動資産合計 1,107,220 1,108,946

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,069,882 4,158,198

土地 1,104,782 1,361,751

その他（純額） 263,968 292,835

有形固定資産合計 5,438,634 5,812,784

無形固定資産 7,894 8,138

投資その他の資産   

その他 143,803 192,957

貸倒引当金 △959 －

投資その他の資産合計 142,843 192,957

固定資産合計 5,589,372 6,013,882

資産合計 6,696,593 7,122,828
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,929 73,313

短期借入金 1,750,000 1,750,000

1年内返済予定の長期借入金 708,700 777,150

未払法人税等 19,793 5,038

賞与引当金 25,111 29,444

違約金損失引当金 58,000 －

その他 790,602 808,128

流動負債合計 3,399,136 3,443,075

固定負債   

社債 400,000 500,000

長期借入金 890,800 1,115,800

退職給付引当金 141,957 151,655

長期預り保証金 946,738 1,003,192

その他 66,440 76,313

固定負債合計 2,445,936 2,846,960

負債合計 5,845,073 6,290,036

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 △12,743 △19,698

自己株式 △32,427 △31,554

株主資本合計 720,513 714,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,516 10,609

評価・換算差額等合計 6,516 10,609

少数株主持分 124,490 107,750

純資産合計 851,520 832,792

負債純資産合計 6,696,593 7,122,828
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,428,432 2,285,059

売上原価 2,576,503 2,273,705

売上総利益又は売上総損失（△） △148,071 11,353

販売費及び一般管理費 224,352 204,665

営業損失（△） △372,423 △193,312

営業外収益   

受取利息 387 244

受取配当金 1,312 1,187

負ののれん償却額 1,544 876

その他 2,833 1,965

営業外収益合計 6,077 4,274

営業外費用   

支払利息 38,184 39,210

社債発行保証料 3,224 2,518

その他 1,604 2,079

営業外費用合計 43,013 43,808

経常損失（△） △409,359 △232,846

特別利益   

前期損益修正益 － 6,662

固定資産売却益 2,561 298,950

投資有価証券売却益 － 9,790

遺贈金収入 868 28,493

役員退職慰労引当金戻入額 316 －

その他 － 3,017

特別利益合計 3,745 346,914

特別損失   

固定資産売却損 150 807

固定資産除却損 4,202 1,772

投資有価証券評価損 100 －

保険解約損 2,556 6,689

違約金損失引当金繰入額 － 58,000

貸倒引当金繰入額 － 959

その他 － 4,677

特別損失合計 7,009 72,906

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（△）

△412,622 41,161

法人税、住民税及び事業税 1,288 14,750

法人税等調整額 1,157 △385

法人税等合計 2,446 14,364

少数株主利益 1,141 19,841

四半期純利益又は四半期純損失（△） △416,210 6,954
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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（△） △412,622 41,161

減価償却費 145,936 121,981

負ののれん償却額 △1,544 △876

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,218 4,401

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,932 △4,332

違約金損失引当金の増減額（△は減少） － 58,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,415 △9,697

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51,754 △51,191

受取利息及び受取配当金 △1,699 △1,431

支払利息 38,184 39,210

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,653

保険解約損益（△は益） 2,556 6,689

遺贈金収入 △868 △28,493

固定資産除売却損益（△は益） 1,792 △296,370

売上債権の増減額（△は増加） △42,276 △77,663

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,096 △4,971

未収入金の増減額（△は増加） 20,950 63,621

仕入債務の増減額（△は減少） △2,780 △26,384

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,427 △2,032

前受金の増減額（△は減少） △29,271 －

その他 △52,586 △17,446

小計 △383,589 △195,480

利息及び配当金の受取額 1,870 1,567

利息の支払額 △40,016 △38,081

遺贈金の受取額 868 28,493

法人税等の支払額 △2,072 △2,343

営業活動によるキャッシュ・フロー △422,939 △205,844

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 20,022 29,684

有形固定資産の取得による支出 △76,696 △11,296

有形固定資産の売却による収入 5,729 492,343

無形固定資産の取得による支出 △500 △250

投資有価証券の売却による収入 － 23,211

貸付けによる支出 △1,300 △300

貸付金の回収による収入 535 527

保険積立金の解約による収入 41,452 23,747

その他 △6,851 △5,757

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,608 551,909
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） 100,000 －

長期借入れによる収入 700,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △308,540 △393,450

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

配当金の支払額 △22,234 △745

少数株主への配当金の支払額 △1,300 △1,225

その他 △6,334 △6,575

財務活動によるキャッシュ・フロー 361,591 △401,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,956 △55,931

現金及び現金同等物の期首残高 503,455 554,045

現金及び現金同等物の四半期末残高 424,498 498,114
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当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、前

連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローも△500,983千円と大幅なマイナスになりました。

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、前連結会計年度は世界的

な金融危機のあおりを受け、特に下期以降の観覧券売上が予想以上に大きく落ち込みました。当第２四

半期連結累計期間においても営業損失193,312千円を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも△

205,844千円とマイナスとなっております。当該状況により、前連結会計年度に引き続き、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 四半期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しております。

  

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を新設し

ております。平成21年８月より活動を開始し観覧券拡販に努めております。また、友の会優待制度

の見直しとして、観劇引換券の使用枚数制限を平成21年４月より廃止し、会員の皆様の利便性向上

を図っております。さらに、チケット販売企業と新たに提携をし、販売チャネルの拡大に努めてお

ります。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っております。 

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再

販及び照明、音響等舞台演出の効率化を図っております。また、人員のスリム化及び配置転換等に

より、業務改善を積極的に行うと共に宣伝方法の見直しを行っております。 

３． 採算性の低い不動産の早期売却により、資産を圧縮及びキャッシュ・フローの改善を図っており

ます。当社の土地の一部につきましては、平成21年５月28日付にて売買契約を締結し、平成21年７

月に土地の引き渡しを完了しております。 

４． 短期借入金（当第２四半期連結会計期間末残高1,750,000千円）の借換につきましては、更新可

能と判断しております。その他借入金による資金調達につきましては、一部の取引先金融機関への

追加の担保設定を平成21年９月に実施いたしました。 

５． 経営の立て直しと業績向上を目的に、「御園座リバイバルプラン」を策定・実行するため、平成

21年８月に「経営再生プロジェクト」を発足させました。「御園座リバイバルプラン」は平成21年

10月に策定を完了させ、同月よりリバイバルプランを実行しております。 

① 公演回数の削減及び公演費の圧縮 

 利益の確保が見込めない公演を中止して公演回数を削減いたします。そして、公演のない月の獲

得予定団体客を他の公演に振り分けることで売上がダウンすることを避け、利益を確保します。 

② 人件費の削減 

 業務の見直しを行うと共に、希望退職者の募集や契約社員の人員見直しなどを実施することによ

り、人件費の削減を行います。 

③ その他諸経費の削減 

 宣伝方法の見直しによる広告宣伝費の大幅な削減を中心に、支払手数料、交際費、消耗品費、水

道光熱費等全ての一般管理費について更なる経費の削減に取り組みます。 

  

上記の施策を実行して行くことにより、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。 

 しかし、これらの対応策は実施途上にあり、今後の経済情勢の変化による影響を受ける可能性がある

ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第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) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

 
  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

劇場 
(千円)

不動産
賃貸 
(千円)

リース
(千円)

老人
ホーム 
(千円)

合計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

1,937,155 280,091 17,065 194,118 2,428,432 ─ 2,428,432

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,447 53,965 58,866 ─ 114,279 (114,279) ─

計 1,938,603 334,057 75,932 194,118 2,542,711 (114,279) 2,428,432

営業利益(△損失) △292,873 56,394 △5,815 △2,504 △244,798 △127,625 △372,423

①劇場 ………… 演劇演芸の興行

②不動産賃貸 … 貸事務所・貸ホール・駐車場・ビルメンテナンス

③リース ……… 器具備品等のリース

④老人ホーム … 有料老人ホームの経営及び運営管理

劇場 
(千円)

不動産
賃貸 
(千円)

リース
(千円)

老人
ホーム 
(千円)

合計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

1,872,150 209,402 16,364 187,142 2,285,059 ─ 2,285,059

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 51,267 48,562 ─ 99,829 (99,829) ─

計 1,872,150 260,670 64,926 187,142 2,384,889 (99,829) 2,285,059

営業利益(△損失) △93,587 1,084 16,706 △5,787 △81,582 △111,729 △193,312

①劇場 ………… 演劇演芸の興行

②不動産賃貸 … 貸事務所・貸ホール・駐車場・ビルメンテナンス

③リース ……… 器具備品等のリース

④老人ホーム … 有料老人ホームの経営及び運営管理
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前第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)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)において、本国以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)において、海外売上高がないため該当事項はあり

ません。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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該当事項なし 

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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