
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 御園座 上場取引所 名 

コード番号 9664 URL http://www.misonoza.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長谷川 栄胤

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 田口 幹夫 TEL 052-222-8202
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

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

22年3月期第3四半期 3,647 2.4 △112 ― △171 ― 63 ―

21年3月期第3四半期 3,560 ― △482 ― △537 ― △560 ―

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3四半期 2.82 ―

21年3月期第3四半期 △24.96 ―

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3四半期 6,391 909 12.2 34.83
21年3月期 7,122 832 10.2 32.27

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  782百万円 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  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 5,030 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） 

(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」をご覧ください。 

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3四半期 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3四半期  33,305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3四半期 22,467,015株 21年3月期第3四半期 22,469,993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、世界的な金融危機を背景とした景気の悪化に底打ち

感が見られたものの、引き続く株式市場の低迷から景気の二番底が懸念されるなど、依然として景気の先

行きが不透明なまま推移いたしました。 

 こうした中、当社におきましても、新型インフルエンザの流行による法人需要の減少に加えて、所得環

境の悪化や雇用不安の更なる高まりによる個人消費の節約志向が一段と強まるなど、演劇興行界を取り巻

く環境は依然厳しい状況ですが、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高36億４千万円となりまし

た。 

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

りました。 

資産、負債及び純資産の状況 

（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、８億６千６百万円(前連結会計年度末は

11億８百万円)となり、２億４千２百万円減少しました。この主な要因は、現金及び預金が２億４千

２百万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、55億２千５百万円(前連結会計年度末は60億１千３百万円)となり、４億８千８

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１億８千

３百万円を計上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、32億７千８百万円(前連結会計年度末は

34億４千３百万円)となり、１億６千５百万円の減少となりました。この主な要因は、買掛金が１億

３千７百万円、違約金損失引当金が５千８百万円増加したものの、１年以内返済予定の長期借入金が

１億２千４百万円、短期借入金が５千万円、賞与引当金が２千万円、前受金が１億９千５百万円減少

したことによるものであります。  

 固定負債の残高は、22億４百万円(前連結会計年度末は28億４千６百万円)となり、６億４千２百万

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３億７千万円、長期預り保証

金が１億４千５百万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、９億９百万円(前連結会計年度末は８

億３千２百万円)となり、７千６百万円の増加となりました。この主な要因は、四半期純利益５千６

百万円の計上及び少数株主持分が１千８百万円増加したことによるものであります。  

  

当第３四半期の業績は、現時点において平成21年11月11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。 

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

(株)御園座(9664)平成22年３月期
第３四半期決算短信
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該当事項はありません。 

① 固定資産の減価償却の算定方法 

 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、前連結累計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。 

（会計処理の変更） 

 該当事項はありません。 

当社グループは、前連結会計年度末まで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、

連結会計年度の営業活動におけるキャッシュ・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月の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３四半期連結累計期

間においても営業損失１億１千２百万円を計上し、営業活動におけるキャッシュ・フローも１億２千１

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等

(株)御園座(9664)平成22年３月期
第３四半期決算短信
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 411,085 653,729

受取手形及び売掛金 144,033 126,632

リース債権 186,884 ※2  194,557

有価証券 － 10,085

商品 3,033 2,470

貯蔵品 15,487 10,422

その他 119,610 123,846

貸倒引当金 △13,502 △12,798

流動資産合計 866,632 1,108,946

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1・2  4,024,775 ※1・2  4,158,198

土地 ※2  1,104,782 ※2  1,361,751

その他（純額） ※1  247,211 ※1  292,835

有形固定資産合計 5,376,769 5,812,784

無形固定資産 7,635 8,138

投資その他の資産   

その他 141,742 192,957

貸倒引当金 △960 －

投資その他の資産合計 140,782 192,957

固定資産合計 5,525,187 6,013,882

資産合計 6,391,819 7,122,828

(株)御園座(9664)平成22年３月期
第３四半期決算短信
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 211,119 73,313

短期借入金 1,700,000 1,750,000

1年内返済予定の長期借入金 653,000 777,150

未払法人税等 17,837 5,038

賞与引当金 9,245 29,444

違約金損失引当金 58,000 －

その他 629,315 808,128

流動負債合計 3,278,518 3,443,075

固定負債   

社債 400,000 500,000

長期借入金 745,400 1,115,800

退職給付引当金 135,820 151,655

長期預り保証金 858,124 1,003,192

その他 64,862 76,313

固定負債合計 2,204,207 2,846,960

負債合計 5,482,725 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 43,683 △19,698

自己株式 △32,577 △31,554

株主資本合計 776,790 714,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,866 10,609

評価・換算差額等合計 5,866 10,609

少数株主持分 126,436 107,750

純資産合計 909,093 832,792

負債純資産合計 6,391,819 7,122,828

(株)御園座(9664)平成22年３月期
第３四半期決算短信
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,560,021 3,647,496

売上原価 3,715,800 3,468,548

売上総利益 △155,779 178,948

販売費及び一般管理費 ※1  326,918 ※1  291,557

営業利益 △482,698 △112,609

営業外収益   

受取利息 716 444

受取配当金 1,655 1,440

受取手数料 4,359 －

負ののれん償却額 1,544 2,084

受取保険料 － 4,078

その他 1,921 2,223

営業外収益合計 10,198 10,271

営業外費用   

支払利息 58,710 59,943

社債発行保証料 4,628 3,571

その他 1,699 5,597

営業外費用合計 65,038 69,112

経常利益 △537,537 △171,450

特別利益   

前期損益修正益 － ※2  6,662

固定資産売却益 2,573 298,950

投資有価証券売却益 － 9,964

遺贈金収入 1,697 28,220

役員退職慰労引当金戻入額 316 －

その他 － 4,581

特別利益合計 4,587 348,379

特別損失   

固定資産売却損 191 988

固定資産除却損 12,285 1,839

投資有価証券評価損 4,202 －

保険解約損 2,556 6,689

違約金損失引当金繰入額 － ※3  58,000

その他 359 7,768

特別損失合計 19,593 75,284

税金等調整前四半期純利益 △552,544 101,645

法人税、住民税及び事業税 5,644 13,603

法人税等調整額 △3,346 914

法人税等合計 2,298 14,517

少数株主利益 5,671 23,745

四半期純利益 △560,513 63,381

(株)御園座(9664)平成22年３月期
第３四半期決算短信
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△552,544 101,645

減価償却費 219,339 183,130

負ののれん償却額 △1,544 △2,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,238 1,664

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,444 △20,198

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） △4,502 △15,834

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51,208 △51,191

受取利息及び受取配当金 △2,371 △1,884

支払利息 58,710 59,943

遺贈金収入 △1,697 △28,220

固定資産除売却損益（△は益） 9,903 △296,122

投資有価証券評価損益（△は益） 4,202 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △8,736

保険解約損益（△は益） 2,556 6,689

売上債権の増減額（△は増加） △34,363 △9,728

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,478 △5,627

未収入金の増減額（△は増加） 32,568 64,306

仕入債務の増減額（△は減少） 65,688 137,805

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,703 4,967

前受金の増減額（△は減少） △109,684 △195,402

その他 △34,474 △71,133

小計 △400,447 △88,012

利息及び配当金の受取額 2,542 2,020

利息の支払額 △58,921 △58,062

遺贈金の受取額 1,697 28,220

法人税等の支払額 △2,832 △3,405

営業活動によるキャッシュ・フロー △457,960 △119,239

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） 20,187 29,684

有形固定資産の取得による支出 △80,327 △11,296

有形固定資産の売却による収入 5,794 493,075

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 － 34,439

貸付けによる支出 △1,300 △600

貸付金の回収による収入 863 777

保険積立金の解約による収入 41,452 23,747

その他 △10,602 △7,997

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,432 561,578

(株)御園座(9664)平成22年３月期
第３四半期決算短信
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 400,000 △50,000

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 △512,610 △594,550

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

配当金の支払額 △22,448 △780

社債保証料の支払による支出 － △2,194

少数株主への配当金の支払額 △1,300 △1,225

その他 △7,026 △6,548

財務活動によるキャッシュ・フロー 456,615 △655,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,777 △212,959

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 ※  477,677 ※  341,085

(株)御園座(9664)平成22年３月期
第３四半期決算短信
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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３四

半期連結累計期間においても営業損失112,609千円を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも△

119,239千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３四半期連結会計期間末残高1,700,000千円）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。尚、希望退職者は７名あり、１月29日をもって退職しております。 

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

(株)御園座(9664)平成22年３月期
第３四半期決算短信
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前第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) 

 
  
(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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

2,827,786 409,852 27,998 294,382 3,560,021 ─ 3,560,021

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,447 80,372 83,807 ─ 165,627 (165,627) ─

計 2,829,234 490,224 111,805 294,382 3,725,648 (165,627) 3,560,021

営業利益(△損失) △356,660 79,021 △8,768 △714 △287,121 (195,576) △482,698

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

3,029,620 310,045 21,019 286,811 3,647,496 ─ 3,647,496

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

200 74,006 73,947 ─ 148,154 (148,154) ─

計 3,029,820 384,052 94,967 286,811 3,795,651 (148,154) 3,647,496

営業利益(△損失) 27,532 △4,067 23,128 2,023 48,616 (161,226) △112,609

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

(株)御園座(9664)平成22年３月期
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前第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)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

該当事項なし 

  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(株)御園座(9664)平成22年３月期
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