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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 4,829 1.3 △232 ― △310 ― △73 ―

21年3月期 4,769 △12.5 △543 ― △617 ― △664 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △3.28 ― △10.8 △9.1 △4.8

21年3月期 △29.56 ― △61.7 △8.5 △11.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 6,471 759 10.0 28.74
21年3月期 7,122 832 10.2 32.27

（参考） 自己資本   22年3月期  645百万円 21年3月期  725百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △168 564 △311 638
21年3月期 △500 4 547 554

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

23年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

2,100 △8.0 △35 ― △75 ― △90 ― △4.00

通期 4,600 △4.7 274 ― 199 ― 182 ― 8.10
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は25ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「1株当たり情報」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 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  33,403株 21年3月期  32,005株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 4,496 1.7 △273 ― △341 ― △83 ―

21年3月期 4,420 △13.5 △565 ― △630 ― △668 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △3.70 ―

21年3月期 △29.77 ―

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 5,733 564 9.8 25.11
21年3月期 6,242 652 10.4 29.02

（参考） 自己資本 22年3月期  564百万円 21年3月期  652百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定 
な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想値と異なる場合がありま 
す。なお、上記予想に関する事項は添付資料４ページを参照してください。 

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 
累計期間

1,960 △7.3 △53 ― △89 ― △95 ― △4.22

通期 4,350 △3.2 260 ― 193 ― 180 ― 8.01

2



① 当期の概況  

当連結会計年度におけるわが国経済は、経済対策による効果や在庫調整の進展などから一部に改善

の兆しが見られるものの、依然として雇用環境の悪化や家計所得の減少などによる消費者の節約志向

と生活防衛意識の高まりなどから、個人消費が低迷、全般に厳しい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、「委託契約販売員」の立ち上げやチケット販売会社との連携

強化、「御園座友の会」のサービス向上など、営業力の強化を推進するとともに、演劇に対するお客

様の多大なるご期待・ご要望に応えられるよう公演形態の多様化を図るなど、需要の喚起と公演内容

の充実につとめてまいりました。  

 また、期中に起動したプロジェクトチームを中心に『御園座リバイバルプラン』を策定し、売上の

増強と固定費の圧縮などあらゆる経費の見直しによる経営合理化を推進してまいりました。  

 演劇業界を取りまく環境はレジャーの多様化と景気の低迷などによりあいかわらず厳しいものの、

当連結会計年度の業績は、売上高48億２千９百万円（前年同期比６千万円、1.3％の増）となりまし

た。  

利益面では、営業損失２億３千２百万円（前年同期は営業損失５億４千３百万円）、経常損失３億１

千万円（前年同期は経常損失６億１千７百万円）、当期純損失７千３百万円（前年同期は当期純損失

６億６千４百万円）となりました。 

  

売上の大部分を占める観覧券売上を伸ばすため、「観劇人口」の裾野の拡大をめざして、既存顧客

はもとより、幅広い年代のお客様に御園座を楽しんでいただけるような魅力あふれる公演を揃え、学

割料金設定の拡充や飲食あるいは宿泊とのセットプラン、メンタルヘルス対策としての観劇など、新

たな需要を掘り起こすことに努めて営業活動を展開してまいりました。 

 しかしながら個人消費の低迷やレジャー・娯楽に対するニーズの多様化や年間公演回数の減少もあ

り、有料入場者数は38万７千人と微増、公演費は前期比１千５百万円削減したものの、結果売上高は

40億１千４百万円（前年同期比２億３百万円、5.3％の増）、営業損失２千３百万円（前年同期は営

業損失３億５千２百万円）となりました。  

名古屋地区における新築ビル竣工に伴い、既存のビルにとって非常に厳しい状況の中、入居率は前

期と比べ、若干の増加となりました。しかし、他ビルとの賃料平均化を考慮した結果、売上高は４億

２千５百万円（前年同期比９千８百万円、18.8％の減）、営業損失は48万円（前年同期は営業利益８

千９百万円）となりました。  

リースについては事業縮小を進めており、現在あるリース契約に限定して事業を行っており、新規

リース契約は結んでおりません。結果売上高は７百万円（前年同期比２千９百万円、80.3％の減）、

営業利益１千１百万円（前年同期は営業損失１千万円）となりました。  

介護保険制度の導入後、付帯業務も順調に推移しており、ミソノピアは快適なホームとしての高い

評価を得ております。経済不況による影響で、入居一時金契約での新規入居者の獲得が困難になると

予測し、当期より新入居契約『月払い方式』を導入し、『月払い方式』での新規契約も成立しており

ます。こうした地道な努力をつづけておりますが、売上高は３億８千２百万円（前年同期比１千６百

万円、4.1％の減）、営業損失は８百万円（前年同期は営業利益２百万円）となりました。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

② 事業の種類別セグメント業績 

【劇場事業】 

【不動産賃貸事業】 

【リース事業】 

【老人ホーム事業】 
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第121期（平成22年度）は、国内では少子高齢化・人口減少の時代に突入し、企業収益もグローバル

競争の中で業績に二極分化がさらに進むことが見込まれ、雇用の減少や給与所得の減少などが払拭され

ず、個人消費の回復にいたるには依然として不透明なままであることから、演劇興行を主とする当社に

とりまして、なお非常に厳しい経営環境が続くことは避けられないものと予想されます。 

こうした情勢のなかで、当社グループといたしましては、「未来を拓く夢創造企業」の経営理念を追

求するため、当社の柱であります劇場事業を中心に各セグメントにつきまして次の通り対処いたしま

す。 

年間公演回数の見直しによる固定費の圧縮および人件費、広告宣伝費の効率化を図るなど、合理化

をさらに一層進めてまいります。 

「観劇人口」の裾野を拡大するため、多様化する顧客ニーズを的確に把握し、幅広い年代のお客様

に楽しんでいただけるように、公演を充実させ、劇場サービスの向上を図ります。また、劇場空間の

新たな需要の掘り起こしに努め、有料入場者数の増加を目標に積極的な営業活動を展開してまいりま

す。 

名古屋中心地域は、新築ビル建設ラッシュが続く厳しいオフィス市況のなかで、当期に発足した営

業戦略室による積極的な勧誘活動などにより、テナント入居率のアップ及び貸ホールの需要促進を図

り、また、月極駐車場に関しまして、空車室の有効利用のため、外部の駐車場経営会社と一括の駐車

契約を成立させることで安定的な売上確保に努めてまいります。 

現在リース事業については縮小しており、既存の契約の維持に事業を限定しており、新規リース契

約は結んでおりません。今後もこの方針を続けるとともに、経費の発生を抑えることに努めてまいり

ます。 

年金生活の先行不安感から入居一時金が必要な介護付有料老人ホームから、月払いの介護専門のケ

アホームやグループホームなど、新しいシステムの老人ホームの選択が可能となり、新規契約の大幅

な増加が期待ができない状況が予測できます。 

今後は、介護保険制度導入における様々な対応を迫られているなか、入居者の皆様が老後生活を安

心して快適に過ごせますよう、施設の保全管理に努め積極的な運営を行うと同時に、ミソノピアの特

徴を生かし、新規契約の増大に向けたＰＲ活動を展開してまいります。 

  

  

  

  

  

  

(2) 次期の見通しと会社の対処すべき課題

【劇場事業】 

【不動産賃貸事業】 

【リース事業】 

【老人ホーム事業】 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

当連結会計年度における流動資産の残高は、10億７百万円(前連結会計年度末は11億８百万円)となり、

１億１百万円減少しました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が２千７百万円増加したものの、リー

ス債権が１億９千４百万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、64億７千１百万円(前連結会計年度末は71億２千２百万円)となり、６億５千万円の

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２億４千４百万円を計

上したことによるものであります。 

（負債の部） 

当連結会計年度における流動負債の残高は、37億７千３百万円(前連結会計年度末は34億４千３百万円)

となり、３億２千９百万円の増加となりました。この主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が１億８

千５百万円、賞与引当金が１千９百万円減少したものの、違約金損失引当金５千８百万円の計上、また、

短期借入金が６億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、19億３千９百万円(前連結会計年度末は28億４千６百万円)となり、９億７百万円の

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

１億７千万円減少したことによるものであります。  

（純資産の部） 

当連結会計年度における純資産の部の合計は、７億５千９百万円(前連結会計年度末は８億３千２百万

円)となり、７千３百万円の減少となりました。この主な要因は、利益剰余金が７千３百万円減少したこ

とによるものであります。  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ８千３百万円（15.1％）増加し、当連結会計年度末には６億３千８百万円となりまし

た。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億６千８百万円の減少（前年同期は５億円の減少）とな

りました。これは主に、税金等調整前当期純損失５千３百万円（前年同期は税金等調整前当期純損失

６億５千５百万円）の計上、違約金損失引当金５千８百万円の増加、固定資産除売却損益２億９千５

百万円の計上などによるものであります。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、５億６千４百万円の増加（前年同期は４百万円の増加）と

なりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入４億９千３百万円（前年同期は２千４百万

円の収入）、投資有価証券の売却による収入３千４百万円(前年同期はなし）、保険積立金の解約に

よる収入２千６百万円（前年同期は４千８百万円）によるものであります。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億１千１百万円の減少（前年同期は５億４千７百万円の

増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が７億９千６百万円（前年同期は７

億１千６百万円）に加え、社債の償還による支出が２億円（前年同期は２億円）あったものの、短期

借入金の増加６億円（前年同期は６億円の増加）および長期借入金の収入１億円（前年同期は９億

円）によるものであります。  

(3) 財政状態に関する分析

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
(注) １ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

２ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しており、有利子負債は貸借対照表に計上されている

負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。  

３ 平成21年３月期および平成22年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャ

ッシュ・フローがマイナスのため、計算を省略しております。  

  

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 (自己資本/総資産) 19.2% 10.2% 10.0%

時価ベースの自己資本比率 (株式時価総
額/総資産)

305.6% 246.0% 229.5%

債務償還年数 (有利子負債/営業キャッシ
ュ・フロー)

12.6 年 ─年 ─年

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ (営業キャッシュ・フロー/利払
い）

4.1 ─ ─
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演劇興行は景気変動による影響を大きく受けやすくなっておりますが、当社は株主の皆様に対し、収

益に関する諸要素や、企業体質の強化と事業基盤の拡充に必要な内部留保の充実とを総合的に勘案しな

がら、安定的な配当を継続して実施することを基本方針としております。  

 期末配当につきましては、無配とさせていただく予定です。 

 当社の基本方針に変更はありませんが、次期の配当につきましては、今後の業績見通しが極めて不透

明であることから、現時点では未定とさせていただき、今後の業績推移や事業環境などを勘案した上

で、決定次第速やかに開示を行う予定です。  

 内部留保金につきましては、経営体質の強化及び設備投資等、将来の事業展開に備えるものであり、

今後とも資本の充実を図ってまいります。  

  

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループ事業その他に関するリスクとして、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。なお、以下の記載については、当社グループの事業等に関連す

るリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意下さい。  

当社グループは、前連結会計年度まで三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、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。結果として、当

連結会計年度においても営業損失232,671千円、経常損失310,428千円、当期純損失73,755千円と多額

の損失を計上し、営業活動におけるキャッシュ・フローも△168,815千円と大幅なマイナスが存在し

ております。当該状況により、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。 

当社グループの中心事業である劇場事業は、歌舞伎公演や各種演劇、歌謡ショー等を上演しており

ますが、出演俳優の健康上の理由及び不慮の事故等により出演が不可能になる恐れがあります。これ

に対しては、常に代役の出演が可能な状況を維持するなどの対策を講じてはいるものの、当社グルー

プ業績に影響を及ぼす可能性があります。  

又、斬新で魅力ある公演の提供に努めておりますが、公演及び役者の話題性や認知度並びに近隣の他

劇場の公演との兼ね合いや個人消費の動向等により、入場者数が大きく左右される可能性がありま

す。それに伴い、当社グループ業績が変動する可能性があります。  

介護保険制度等の法制度の変更による介護保険収入の減少があった場合、安定した介護サービスを

提供する上で、企業側の負担が増加（人員増も含む）する恐れがあります。それに伴い、当社グルー

プ業績が変動する可能性があります。  

御園座友の会及び個人電話予約センター（テレシートみその）にてお客様の個人情報や予約状況を

保有しております。個人情報漏洩について、当社の対応策は、管理責任者を配置し、個人情報の管

理・徹底に努めております。又、外部からの不正侵入防止の為にファイアウォールを導入しておりま

す。しかしながら、外部からのハッキング等、不測の事態により、万が一、個人情報が外部に漏洩す

るような事態となった場合には、当社の信用失墜に伴う劇場売上高の減少及び損害賠償による費用の

発生等が起こる可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

当社グループの事業拠点は、すべて愛知県にあり東海地震の防災対策強化地域内にあることから、地

震発生時の対策マニュアルを新たに策定し、緊急時における社内体制の強化を図っておりますが、近い

将来に発生すると予想される東海大地震は、その災害規模も甚大であるとされております。これらに代

表される自然災害のため、劇場及び老人ホームや賃貸物件等が被災し、損傷を被る可能性があるととも

に、事業活動の停止も予想されます。その結果、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

(5) 事業等のリスク

①継続企業の前提に関する重要事象等

② 劇場事業損益に影響を及ぼす事項について 

③ 老人ホーム事業損益に影響を及ぼす事項について 

④ 個人情報の取り扱い 

⑤ 地震・台風等の自然災害による影響について 
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「（5）事業等のリスク①継続企業の前提に関する重要事象等」に記載の状況を解消すべく以下の施

策を継続して実施いたしております。 

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

ました。今後は委託販売員制度を活用し、観覧券拡販に努めます。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廃止することで会員の皆様の利便性向上を図りました。さらに

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さらに行います。 
  

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。なお、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（当連結会計年度末残高 2,350,000千円）の借換につきましては、現在、取引先金融

機関と交渉中であり、更新可能と判断しております。 

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。 

 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、連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響をい連結財務諸表に反映しておりません。 

  

  

  

  

  

(6) 継続企業の前提に関する重要事象等の対応策について
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 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）及び「関係会社の

状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは、『未来を拓く夢創造企業～人がいるかぎり、心をこめた夢創り～』を経営理念とし

て掲げ、  

 第一に、劇場経営を中心とした芸能文化事業のパイオニアとして、お客様のための一流の夢創    

      りをプロデュースします。  

 第二に、新しい時代のニーズに的確に対応し、常に歴史と伝統を踏まえ、未来の可能性にチャ    

     レンジします。   

 第三に、当社グループのメンバー一人一人は、伝統とチームワークを重んじ、お客様に夢と感    

     動をお届けするために、常に真心をもってベストを尽くします。 

の３点をモットーとして、社員一人一人が意識して取り組んでおります。 

 また、創業の精神を忘れることなく、地域における芸能文化の担い手としての使命感をもって真摯に

業務に取り組み、その模範となる存在感を示すとともに、地域の人々から感謝される企業であり続ける

べく、お客様、株主、社員、社会に対する責任感を常に心掛けながら、業務向上を図っております。 

  

  

演劇興行は嗜好性の高い性質であるものの、娯楽・レジャー産業に位置づけられ、その収益構造は、

景気変動による影響を大きく受けやすくなっております。当社グループは、株主の皆様に対し収益に関

する諸要素や、企業体質の強化と事業基盤の拡充に必要な内部留保の充実とを総合的に勘案しながら、

安定的な配当を継続して実施することを基本方針としております。 

  

わが国が少子高齢化・人口減少の時代に突入し、個人消費の回復にいたる兆しが不透明なままである

ことから、中長期的にも、なお厳しい経営環境が続くことは避けられないと予想されます。 

 こうした状況に対処するため、当社グループは、迅速な意思決定を図り、固定費の圧縮および販管費

の削減など、経営の合理化をさらに推し進めるとともに、潜在需要を開拓し、売上向上と顧客満足のた

めに営業活動を展開していくことが 重要課題であると考えております。  

 劇場事業では、多様化する顧客ニーズを的確に把握し、新しい時代に相応しい演劇の提供を図り演劇

ならびに劇場空間と時間に対する需要の喚起に努め、充実した興行内容を実現してまいります。 

 不動産賃貸事業および老人ホームの各事業におきましては、環境整備と安全管理に努め、心を込めた

サービスを常に心掛け、入居者の皆様に安心感と快適な環境を提供できるように邁進するだけでなく、

入居推進の営業展開をこれまで以上に努め、安定収入を確保してまいります。  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 

  

 

(株)御園座　(9664)　平成22年３月期　決算短信(株)御園座　(9664)　平成22年３月期　決算短信

11



4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 653,729 708,026

受取手形及び売掛金 126,632 154,307

リース債権 194,557 －

有価証券 10,085 －

商品 2,470 2,676

貯蔵品 10,422 16,072

繰延税金資産 4,663 4,610

その他 119,183 136,065

貸倒引当金 △12,798 △14,546

流動資産合計 1,108,946 1,007,212

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,360,919 9,356,031

減価償却累計額 △5,202,721 △5,376,423

建物及び構築物（純額） ※ 4,158,198 ※ 3,979,608

機械装置及び運搬具 944,874 931,775

減価償却累計額 △779,111 △809,593

機械装置及び運搬具（純額） 165,762 122,182

土地 ※ 1,361,751 ※ 1,104,782

リース資産 25,000 25,000

減価償却累計額 △3,906 △8,593

リース資産（純額） 21,093 16,406

その他 516,413 513,503

減価償却累計額 △410,434 △420,901

その他（純額） 105,978 92,602

有形固定資産合計 5,812,784 5,315,581

無形固定資産 8,138 7,391

投資その他の資産

投資有価証券 103,702 82,677

長期貸付金（純額） 1,552 1,109

繰延税金資産 3,805 863

その他 83,898 57,093

投資その他の資産合計 192,957 141,743

固定資産合計 6,013,882 5,464,716

資産合計 7,122,828 6,471,928
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 73,313 89,276

短期借入金 ※ 1,750,000 ※ 2,350,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※ 777,150 ※ 591,800

リース債務 5,055 5,192

未払法人税等 5,038 11,887

賞与引当金 29,444 9,501

違約金損失引当金 － 58,000

その他 603,073 457,401

流動負債合計 3,443,075 3,773,059

固定負債

社債 500,000 300,000

長期借入金 ※ 1,115,800 ※ 604,400

リース債務 18,816 13,627

繰延税金負債 6,305 3,484

退職給付引当金 151,655 138,777

役員退職慰労引当金 51,191 －

長期未払金 － 46,361

長期預り保証金 1,003,192 832,643

固定負債合計 2,846,960 1,939,294

負債合計 6,290,036 5,712,353

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 △19,698 △93,453

自己株式 △31,554 △33,391

株主資本合計 714,432 638,839

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,609 6,837

評価・換算差額等合計 10,609 6,837

少数株主持分 107,750 113,898

純資産合計 832,792 759,574

負債純資産合計 7,122,828 6,471,928
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 4,769,913 4,829,443

売上原価 4,856,523 4,662,620

売上総利益又は売上総損失（△） △86,610 166,823

販売費及び一般管理費 ※1 456,946 ※1 399,494

営業損失（△） △543,557 △232,671

営業外収益

受取利息 1,026 593

受取配当金 1,918 1,440

受取手数料 6,473 －

負ののれん償却額 1,544 2,084

その他 2,198 4,323

営業外収益合計 13,161 8,441

営業外費用

支払利息 79,274 81,174

社債保証料 6,078 4,674

その他 1,719 349

営業外費用合計 87,072 86,198

経常損失（△） △617,467 △310,428

特別利益

固定資産売却益 ※2 2,573 ※2 298,950

投資有価証券売却益 － 9,957

役員退職慰労引当金戻入額 316 －

遺贈金収入 1,697 28,220

その他 170 27,901

特別利益合計 4,757 365,029

特別損失

固定資産売却損 ※3 1,650 ※3 1,002

固定資産除却損 ※4 21,047 ※4 1,891

投資有価証券売却損 － 1,228

投資有価証券評価損 3,278 －

保険解約損 6,019 6,689

リース債権売却損 － 30,411

減損損失 ※5 10,208 －

違約金損失引当金繰入額 － 58,000

その他 228 8,612

特別損失合計 42,433 107,835

税金等調整前当期純損失（△） △655,143 △53,234

法人税、住民税及び事業税 5,216 6,657

法人税等調整額 324 2,656

法人税等合計 5,541 9,314

少数株主利益 3,497 11,207

当期純損失（△） △664,182 △73,755
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 450,000 450,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 450,000 450,000

資本剰余金

前期末残高 315,684 315,684

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 315,684 315,684

利益剰余金

前期末残高 666,955 △19,698

当期変動額

剰余金の配当 △22,471 －

当期純損失（△） △664,182 △73,755

当期変動額合計 △686,653 △73,755

当期末残高 △19,698 △93,453

自己株式

前期末残高 △28,413 △31,554

当期変動額

自己株式の取得 △3,140 △1,837

当期変動額合計 △3,140 △1,837

当期末残高 △31,554 △33,391

株主資本合計

前期末残高 1,404,226 714,432

当期変動額

剰余金の配当 △22,471 －

当期純損失（△） △664,182 △73,755

自己株式の取得 △3,140 △1,837

当期変動額合計 △689,794 △75,592

当期末残高 714,432 638,839
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 21,876 10,609

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△11,267 △3,771

当期変動額合計 △11,267 △3,771

当期末残高 10,609 6,837

評価・換算差額等合計

前期末残高 21,876 10,609

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△11,267 △3,771

当期変動額合計 △11,267 △3,771

当期末残高 10,609 6,837

少数株主持分

前期末残高 108,713 107,750

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △962 6,148

当期変動額合計 △962 6,148

当期末残高 107,750 113,898

純資産合計

前期末残高 1,534,816 832,792

当期変動額

剰余金の配当 △22,471 －

当期純損失（△） △664,182 △73,755

自己株式の取得 △3,140 △1,837

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,229 2,377

当期変動額合計 △702,024 △73,218

当期末残高 832,792 759,574
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △655,143 △53,234

減価償却費 292,076 244,109

負ののれん償却額 △1,544 △2,084

減損損失 10,208 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,505 1,748

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,739 △19,943

違約金損失引当金繰入額の増減額（△は減少） － 58,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,318 △12,878

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △50,561 △51,237

受取利息及び受取配当金 △2,944 △2,033

支払利息 79,274 81,174

投資有価証券売却損益（△は益） － △8,644

投資有価証券評価損益（△は益） 3,278 －

固定資産除売却損益（△は益） 20,125 △295,973

保険解約損益（△は益） 6,019 6,689

遺贈金収入 △1,697 △28,220

売上債権の増減額（△は増加） 17,124 166,882

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,759 △5,856

未収入金の増減額（△は増加） △32,595 44,954

仕入債務の増減額（△は減少） △22,049 15,962

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,907 13,341

その他 △97,671 △279,539

小計 △421,986 △126,782

利息及び配当金の受取額 3,012 2,003

利息の支払額 △80,849 △86,419

保険金収入 － 16,121

遺贈金の受取額 1,697 28,220

法人税等の支払額 △2,858 △1,958

営業活動によるキャッシュ・フロー △500,983 △168,815
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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） 31,327 29,684

有形固定資産の取得による支出 △84,302 △11,296

有形固定資産の売却による収入 24,466 493,385

無形固定資産の取得による支出 △1,113 △250

投資有価証券の売却による収入 － 34,400

投資有価証券の取得による支出 － △900

貸付けによる支出 △1,300 △600

貸付金の回収による収入 1,066 1,043

保険積立金の解約による収入 48,507 26,164

その他 △14,288 △7,382

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,362 564,248

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） 600,000 600,000

長期借入れによる収入 900,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △716,380 △796,750

社債の償還による支出 △200,000 △200,000

配当金の支払額 △22,560 △799

少数株主への配当金の支払額 △1,300 △1,225

社債保証料の支払による支出 － △4,039

その他 △12,547 △8,638

財務活動によるキャッシュ・フロー 547,211 △311,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,590 83,981

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期末残高 ※ 554,045 ※ 638,026
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

──────  

 

 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、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。結果

として、当連結会計年度においても営業損失232,671千

円、経常損失310,428千円、当期純損失73,755千円と多

額の損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フロー

も△168,815千円と大幅なマイナスが存在しておりま

す。当該状況により、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。

 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継続して実施いたしております。

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まし

た。今後は委託販売員制度を活用し、観覧券拡販に

努めます。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廃止することで会員の皆

様の利便性向上を図りました。さらにチケット販売

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さらに行いま

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。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（当連結会計年度末残高 2,350,000千

円）の借換につきましては、現在、取引先金融機関

と交渉中であり、更新可能と判断しております。

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、利益を確保いたします。 

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、

人件費の削減を実行しております。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その他の諸経費の削減 

 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
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熱費全ての一般管理費について更なる経費の削減を継続

して実施します。

 上記の計画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、連結財務諸表は継続企業を前提に作成されてお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連

結財務諸表に反映しておりません。

(株)御園座　(9664)　平成22年３月期　決算短信(株)御園座　(9664)　平成22年３月期　決算短信

20



  

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

 みその事業株式会社 

 ミソノピア株式会社

同左

２ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、みその事業株式

会社の決算日は１月31日であり、また

ミソノピア株式会社の決算日は２月末

日であり、ともに連結決算日との差異

は３ヶ月以内であるため、当該連結子

会社の事業年度に係る財務諸表を基礎

として連結を行っております。ただ

し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っております。

同左

３ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ 有価証券

(a) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(b) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定)

イ 有価証券

(a) 満期保有目的の債券

同左

(b) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ たな卸資産

主として先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

 (会計方針の変更)
当連結会計年度より、「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。

ロ たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ 有形固定資産

  （リース資産を除く）

建物(建物附属設備を含む)につい

ては定額法

それ以外については定率法

主な耐用年数

建物及び構築物は15年から50年

機械装置及び運搬具は３年から

18年
（追加情報） 
 当社は、機械及び装置について、
法人税法の改正を契機に、当連結会
計年度より耐用年数の見直しを行っ
ております。 
 これによる損益に与える影響は軽
微であります。

ロ 無形固定資産

  （リース資産を除く）

定額法

イ 有形固定資産

同左

    ──────

ロ 無形固定資産

同左

ハ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零として算定する方法によっ

ております。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

ハ リース資産
同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基

準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

め、翌期における支給見込額のうち

当期負担額を計上しております。

ロ 賞与引当金

同左

ハ 退職給付引当金

従業員の退職給付の支出に備える

ため、当連結会計年度における退職

給付債務に基づき計上しておりま

す。

なお、当社及び連結子会社はいず

れも従業員数が300人未満のため簡

便法により、退職給付債務を算定し

ております。

ハ 退職給付引当金

同左

ニ 役員退職慰労引当金

役員の退職に伴う退職慰労金の支

出に備えて、役員退職金に関する内

規要支給額の100％を計上しており

ます。

（追加情報） 

当社は、平成20年５月22日開催の取

締役会決議に基づき、役員退職慰労

金制度を廃止しました。これに伴

い、平成20年６月27日開催の定時株

主総会において、同総会終結時に在

任する役員に対し、同総会終結時ま

での在任期間に応じた退職慰労金を

退任時に打切り支給すること、およ

び、その具体的金額、方法等は、取

締役については取締役会、監査役に

ついては監査役の協議に一任するこ

とを決議しました。このため、当該

支給見込額については、引き続き役

員退職慰労引当金に含めて計上して

おります。

また、連結子会社であるミソノピ

ア株式会社は、平成21年１月20日開

催の取締役会決議に基づき、役員退

職慰労金制度を廃止しました。これ

に伴い、同日開催の臨時株主総会に

おいて、同総会終結時に在任する役

員に対し、平成21年２月末日までの

在任期間に応じた退職慰労金を退任

時に打切り支給すること、および、

その具体的金額、方法等は、取締役

会に一任することを決議しました。

このため、当該支給見込額について

は、引き続き役員退職慰労引当金に

含めて計上しております。

ホ    ──────

ニ    ──────

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
ホ 違約金引当金

違約金に関する損失に備えるた

め、契約に基づく見積り額を計上し

ております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 重要なヘッジ会計の方

法

イ ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。

イ ヘッジ会計の方法

同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ ヘッジ手段

金利スワップ取引

ｂ ヘッジ対象

借入金の利息

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクをヘッジ

する目的で金利スワップ取引を行

い、ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。

ハ ヘッジ方針

同左

ニ ヘッジ有効性の評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため、有効性の評価を

省略しております。

ニ ヘッジ有効性の評価の方法

同左

(5) その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項

収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収

益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。

収益及び費用の計上基準
同左

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

４ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

５ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない短期的投資からなっておりま

す。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等）
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従
来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており
ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計
基準」（企業会計基準第13号(平成５年６月17日（企業会
計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正))及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計
制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常
の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま
す。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移
転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており
ます。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。

──────
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表)

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲載さ

れたものは、当連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に

区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる
「商品」「貯蔵品」は、それぞれ3,860千円、14,792千
円であります。

──────
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【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  負ののれんの償却

連結子会社みその事業㈱の持分変動により、 

負ののれんが発生しております。 

 負ののれんの償却については、原則５年間の 

均等償却を行っております。

なお、金額が僅少な負ののれんは、当該勘定 

が生じた期の損益として処理しております。

  負ののれんの償却

同左
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

※  担保に供している資産

リース債権 184,372千円

建物及び構築物 3,064,248千円

土地 162,290千円

計 3,410,911千円

※  担保に供している資産

建物及び構築物 2,859,254千円

土地 1,004,560千円

計 3,863,814千円

上記物件は、短期借入金800,000千円、一年内返

済予定の長期借入金576,350千円、長期借入金

937,000千円の担保に供しております。

リース債権は、リース資産に見合う請求未到達分
の債権の一部であります。

上記物件は、短期借入金2,250,000千円、一年内

返済予定の長期借入金337,200千円、長期借入金 

497,100千円の担保に供しております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 79,150千円

役員退職引当金繰入額 4,064千円

給与手当 54,367千円

賞与引当金繰入額 1,910千円

退職給付費用 2,368千円

公租公課 98,889千円

支払手数料 72,854千円

減価償却費 8,320千円

貸倒引当金繰入額 4,505千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 82,435千円

給与手当 44,616千円

賞与引当金繰入額 167千円

退職給付費用 3,440千円

公租公課 107,222千円

支払手数料 39,037千円

減価償却費 8,711千円

貸倒引当金繰入額 4,789千円

※２ 固定資産売却益の内訳

土地 0千円

機械装置及び運搬具 2,561千円

その他(工具、及び器具備品) 12千円

合計 2,573千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳

土地 298,607千円

機械装置及び運搬具 343千円

合計 298,950千円

※３ 固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 1,430千円

その他(工具、及び器具備品) 219千円

合計 1,650千円

 

※３ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 1,002千円

 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 18,028千円

その他(器具備品) 2,328千円

その他(工具、及び器具備品) 690千円

合計 21,047千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1,773千円

その他(器具備品) 117千円

合計 1,891千円

 

※５ 減損損失

当社グループは、主として、事業の種類別セグ

メントに準じた管理会計上の区分により資産のグ

ルーピングを行っております。また、遊休資産は

個別の資産グループとしております。当連結会計

年度において計上した減損損失10,208千円の内訳

は以下のとおりです。

場所 用途 種類 減損損失

長野県木曽
郡木曽町

遊休資産

建物及び 
構築物

10,092千円

(その他) 
工具、器具
及び備品

66千円

(その他) 
電話加入権

50千円

今後の使用見込みがなく、回収可能性が認められ

ないため、その帳簿価額を備忘価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上しま

した。

※６       ──────

          ──────

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
※６ 違約金損失引当金繰入額は、平成21年７月24日に

譲渡した土地の差入保証金68,000千円のうち、回収
不能見込額58,000千円について違約金損失引当金を
計上したものであります。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 22,500,000 ─ ─ 22,500,000

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 28,607 3,398 ─ 32,005

単元未満株式の買取りによる増加 3,398株

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 
(千円)

1株当たり配当金
(円) 基準日 効力発行日

平成20年６月27日 
定時株主総会 普通株式 22,471円 1 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 22,500,000 ─ ─ 22,500,000

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 32,005 1,398 ─ 33,403

単元未満株式の買取りによる増加 1,398株
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 653,729千円

預入機間が３ケ月を
超える定期預金

△99,684千円

現金及び現金同等物 554,045千円
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 708,026千円

預入機間が３ケ月を
超える定期預金

△70,000千円

現金及び現金同等物 638,026千円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(56,294千円)の主なものは、当社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社の資産(794,060千円)の主なものは、当社での余剰運用資金

(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係る資産等であります。  

  

(セグメント情報)

１ 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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

3,811,410 523,318 36,610 398,573 4,769,913 ─ 4,769,913

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,047 106,946 107,077 ─ 216,072 (216,072) ─

計 3,813,458 630,265 143,688 398,573 4,985,986 (216,072) 4,769,913

営業費用 4,166,448 540,990 153,790 395,946 5,257,176 56,294 5,311,470

営業利益(△損失) △352,990 89,275 △10,102 2,627 △271,190 (272,366) △543,557

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

資産 2,832,552 1,922,322 220,090 1,353,802 6,328,767 794,060 7,122,828

減価償却費
159,018 74,972 7,195 38,956 280,143 11,933 292,076

減損損失 ─ ─ ─ ─ ─ 10,208 10,208

資本的支出 7,016 4,342 12,103 6,814 30,277 27,159 57,436

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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３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 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(210,621千円)の主なものは、当社本社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社の資産(784,873千円)の主なものは、当社での余剰運用資金

(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係る資産等であります。  

  

           
       

  

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

4,014,829 425,151 7,217 382,244 4,829,443 ─ 4,829,443

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

723 99,341 96,961 ─ 197,026 (197,026) ─

計 4,015,553 524,492 104,178 382,244 5,026,469 (197,026) 4,829,443

営業費用 4,039,299 524,973 93,101 391,145 5,048,519 13,595 5,062,115

営業利益(△損失) △23,745 △480 11,076 △8,900 △22,050 (210,621) △232,671

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

資産 2,564,723 1,637,138 188,706 1,329,121 5,719,690 752,238 6,471,928

減価償却費
122,723 72,181 3,352 35,146 233,403 10,705 244,109

減損損失 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

資本的支出 1,983 1,360 ─ 7,408 10,752 777 11,530

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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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度(自 平成21年４月１日

至 平成22年３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。 

２ 所在地別セグメント情報

(株)御園座　(9664)　平成22年３月期　決算短信(株)御園座　(9664)　平成22年３月期　決算短信

35



前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度(自 平成21年４月１日

至 平成22年３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。 

３ 海外売上高
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

２ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等

不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略

します。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 32円27銭 １株当たり純資産額 28円74銭

１株当たり当期純損失 29円56銭 １株当たり当期純損失 3円28銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 832,792 759,574

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円)

107,750 113,898

(うち小数株主持分) (107,750) (113,898)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 725,041 645,676

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数(千株)

22,467 22,466

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失(千円) 664,182 73,755

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純損失(千円) 664,182 73,755

期中平均株式数(千株) 22,469 22,466
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 397,684 331,657

売掛金 105,476 134,053

商品 2,054 2,079

貯蔵品 10,156 15,676

前渡金 6,672 1,315

未収入金 82,754 45,654

未収消費税等 9,850 －

その他 17,056 87,559

貸倒引当金 △12,798 △14,546

流動資産合計 618,907 603,450

固定資産

有形固定資産

建物 8,940,766 8,942,794

減価償却累計額 △5,042,588 △5,212,708

建物（純額） ※ 3,898,178 ※ 3,730,084

構築物 91,051 87,051

減価償却累計額 △76,809 △75,670

構築物（純額） 14,241 11,380

機械及び装置 408,469 408,469

減価償却累計額 △378,065 △385,936

機械及び装置（純額） 30,404 22,533

工具、器具及び備品 354,040 357,929

減価償却累計額 △278,245 △287,158

工具、器具及び備品（純額） 75,795 70,771

土地 ※ 1,361,751 ※ 1,104,782

リース資産 25,000 25,000

減価償却累計額 △3,906 △8,593

リース資産（純額） 21,093 16,406

有形固定資産合計 5,401,464 4,955,960

無形固定資産

借地権 1,580 1,580

ソフトウエア 854 600

施設利用権 71 63

電話加入権 4,128 4,128

無形固定資産合計 6,633 6,372

投資その他の資産

投資有価証券 103,702 81,777

関係会社株式 27,500 27,500

出資金 20 20

従業員に対する長期貸付金（純額） 1,552 1,109

長期前払費用 3,194 4,249

生命保険積立金 44,072 17,316

長期未収入金 － 264

会員権 12,285 6,825

その他 22,826 28,418

投資その他の資産合計 215,153 167,479

固定資産合計 5,623,252 5,129,813

資産合計 6,242,159 5,733,264
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 68,775 84,812

短期借入金 ※ 1,700,000 ※ 2,350,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※ 675,900 ※ 495,200

リース債務 5,055 5,192

未払金 2,546 22,694

未払費用 66,865 58,272

未払法人税等 390 4,119

未払消費税等 － 15,439

前受金 297,374 129,016

預り金 70,567 71,367

賞与引当金 20,000 －

その他 － 58,000

流動負債合計 3,107,474 3,494,114

固定負債

社債 500,000 300,000

長期借入金 ※ 793,300 ※ 378,500

リース債務 18,816 13,627

繰延税金負債 6,305 3,484

退職給付引当金 133,684 123,509

役員退職慰労引当金 35,058 －

長期未払金 － 31,058

長期預り保証金 995,422 824,873

固定負債合計 2,482,586 1,675,053

負債合計 5,590,061 5,169,167

純資産の部

株主資本

資本金 450,000 450,000

資本剰余金

資本準備金 315,661 315,661

その他資本剰余金 22 22

資本剰余金合計 315,684 315,684

利益剰余金

利益準備金 112,500 112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 5,523 5,027

別途積立金 350,000 350,000

繰越利益剰余金 △560,664 △643,311

利益剰余金合計 △92,641 △175,783

自己株式 △31,554 △32,641

株主資本合計 641,489 557,258

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,609 6,837

評価・換算差額等合計 10,609 6,837

純資産合計 652,098 564,096

負債純資産合計 6,242,159 5,733,264
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

劇場収入 3,813,458 4,015,553

貸しビル収入 486,336 371,255

老人ホーム収入 120,597 109,832

売上高合計 4,420,392 4,496,641

売上原価

劇場支出 4,092,521 3,966,151

貸しビル支出 387,600 366,277

老人ホーム支出 93,845 86,175

売上原価合計 4,573,966 4,418,604

売上総利益又は売上総損失（△） △153,573 78,037

販売費及び一般管理費

役員報酬 51,270 43,500

役員退職慰労引当金繰入額 1,637 －

給料及び手当 47,465 46,764

賞与引当金繰入額 1,720 －

退職給付費用 2,368 3,439

福利厚生費 33,704 28,509

旅費及び交通費 3,932 3,651

ビル管理費 1,603 1,533

修繕費 5,485 590

減価償却費 7,741 8,265

租税公課 97,863 110,172

水道光熱費 3,996 4,638

通信費 2,803 2,459

広告宣伝費 8,313 2,070

交際費 13,432 10,296

消耗品費 12,914 9,387

保険料 18,497 18,062

支払手数料 72,278 38,580

賃借料 10,808 8,328

貸倒引当金繰入額 4,505 4,798

雑費 9,982 6,963

販売費及び一般管理費合計 412,326 352,015

営業損失（△） △565,900 △273,977

営業外収益

受取利息 478 152

受取配当金 ※2 3,118 ※2 2,640

受取手数料 2,813 －

その他 1,294 4,115

営業外収益合計 7,704 6,908

営業外費用

支払利息 56,497 63,592

社債利息 8,025 6,054

社債保証料 6,078 4,674

その他 1,719 264

営業外費用合計 72,321 74,586

経常損失（△） △630,518 △341,655
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 － 298,607

投資有価証券売却益 － 9,957

役員退職慰労引当金戻入額 316 －

受取保険金 170 6,397

その他 － 20,203

特別利益合計 486 335,166

特別損失

固定資産除却損 ※1 18,775 ※1 1,589

投資有価証券売却損 － 1,228

投資有価証券評価損 3,278 －

減損損失 ※3 10,208 －

保険解約損 6,019 6,689

違約金損失引当金繰入額 － 58,000

その他 169 8,612

特別損失合計 38,452 76,119

税引前当期純損失（△） △668,483 △82,609

法人税、住民税及び事業税 852 871

法人税等調整額 △338 △338

法人税等合計 513 533

当期純損失（△） △668,997 △83,142
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 450,000 450,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 450,000 450,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 315,661 315,661

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 315,661 315,661

その他資本剰余金

前期末残高 22 22

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 22 22

資本剰余金合計

前期末残高 315,684 315,684

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 315,684 315,684

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 112,500 112,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 112,500 112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 6,018 5,523

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △495 △495

当期変動額合計 △495 △495

当期末残高 5,523 5,027

別途積立金

前期末残高 350,000 350,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 350,000 350,000

繰越利益剰余金

前期末残高 130,308 △560,664

当期変動額

剰余金の配当 △22,471 －

固定資産圧縮積立金の取崩 495 495

当期純損失（△） △668,997 △83,142

当期変動額合計 △690,973 △82,647

当期末残高 △560,664 △643,311
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 598,827 △92,641

当期変動額

剰余金の配当 △22,471 －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △668,997 △83,142

当期変動額合計 △691,468 △83,142

当期末残高 △92,641 △175,783

自己株式

前期末残高 △28,413 △31,554

当期変動額

自己株式の取得 △3,140 △1,087

当期変動額合計 △3,140 △1,087

当期末残高 △31,554 △32,641

株主資本合計

前期末残高 1,336,098 641,489

当期変動額

剰余金の配当 △22,471 －

当期純損失（△） △668,997 △83,142

自己株式の取得 △3,140 △1,087

当期変動額合計 △694,609 △84,229

当期末残高 641,489 557,258

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 21,876 10,609

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,267 △3,771

当期変動額合計 △11,267 △3,771

当期末残高 10,609 6,837

評価・換算差額等合計

前期末残高 21,876 10,609

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,267 △3,771

当期変動額合計 △11,267 △3,771

当期末残高 10,609 6,837

純資産合計

前期末残高 1,357,974 652,098

当期変動額

剰余金の配当 △22,471 －

当期純損失（△） △668,997 △83,142

自己株式の取得 △3,140 △1,087

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,267 △3,771

当期変動額合計 △705,876 △88,002

当期末残高 652,098 564,096
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(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

──────  

 

 当社は、前事業年度まで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、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。結果

として、当事業年度においても営業損失273,977千円、

経常損失341,655千円及び当期純損失83,142千円と多額

の損失を計上しました。当該状況により、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。

 当社は、当該状況を解消すべく以下の施策を継続して

実施いたしております。

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まし

た。今後は委託販売員制度を活用し、観覧券拡販に

努めます。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廃止することで会員の皆

様の利便性向上を図りました。さらにチケット販売

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さらに行いま

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。なお、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（当事業年度末残高 2,350,000千円）

の借換につきましては、現在、取引先金融機関と交

渉中であり、更新可能と判断しております。

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、実行させるため、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、利益を確保いたします。 

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、

人件費の削減を実行しております。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その他の諸経費の削減 

 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

熱費全ての一般管理費について更なる経費の削減を

継続して実行します。

 上記の計画を実行して行くことにより、継続企業の前
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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

時点では継続企業に関する重要な不確実性が認められま

す。

 なお、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財

務諸表に反映しておりません。
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)
１ 有価証券の評価基準及び評価

方法
子会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価
法(評価差額は全部純資産直入法に
より算定)

時価のないもの
移動平均法による原価法

子会社株式
同左

その他有価証券
時価のあるもの

同左

時価のないもの
同左

２ たな卸資産の評価基準及び評
価方法

先入先出法による原価法(貸借対照表
価額は収益性の低下に基づく簿価切り
下げの方法により算定)を採用してい
ます。
(会計方法の変更)

当事業年度より「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。

先入先出法による原価法
同左

      ───

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を含む)
・・・・・・・定額法

それ以外・・・・・・・定率法
主な耐用年数
建物は15年から50年
器具及び備品は２年から20年

（追加情報）
当社は、機械及び装置について、
法人税法の改正を契機に、当事業
年度より耐用年数の見直しを行っ
ております。 

(2) 無形固定資産
(リース資産を除く)
定額法

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用し
ております。

なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取
引開始日が平成20年３月31日以前
のリース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理によっております。

(1) 有形固定資産
同左

        ─── 
  
 
  
 
(2) 無形固定資産

同左

(3) リース資産
同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実
績率により貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込み額を計
上しております。

(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるた

め翌期における支給見込み額のう
ち当期負担額を計上しておりま
す。

(3) 退職給付引当金
なお従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度における退職給
付債務に基づき計上しておりま
す。
 なお、従業員数が300人未満のた
め簡便法により退職給付債務を算
定しております。 

(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職に伴う退職慰労金の

支出に備えて、役員退職金に関す
る内規要支給額の100%を計上して
おります。

（追加情報）
なお、当社では、平成20年５月

22日開催の取締役会議に基づき、
役員退職慰労金制度を廃止しまし
た。これに伴い、平成20年６月27
日開催の定時株主総会において、
同総会終結時に在任する役員に対
し、同総会終結時までの在任期間
に応じた退職慰労金を退任時に打
切り支給すること、および、その
具体的金額、方法等は、取締役に
ついては取締役会、監査役につい
ては監査役の協議に一任すること
を決議しました。このため、当該
支給見込額については、引き続き
役員退職慰労引当金に含めて計上
しております。

(1) 貸倒引当金
同左

(2) 賞与引当金
同左

(3) 退職給付引当金
同左

(4) 役員退職慰労引当金
同左

５ その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

消費税等の会計処理
同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等）
所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に
関する会計基準」（企業会計基準第13号(平成５年６月
17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日
改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18
日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年
３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有
権移転ファイナンス・リース取引については、引き続
き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適
用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

──────
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

※  担保に供している資産

建物及び構築物 2,823,305千円

土地 162,290千円

計 2,985,595千円

※  担保に供している資産

建物及び構築物 2,859,254千円

土地 1,004,560千円

計 3,863,814千円

上記物件は、短期借入金800,000千円、一年内返

済予定の長期借入金475,100千円、長期借入金

614,500千円および関係会社の借入金423,750千円の

担保に供しております。

上記物件は、短期借入金2,250,000千円、一年内

返済予定の長期借入金337,200千円、長期借入金 

497,100,000千円の担保に供しております。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 固定資産除却損の内訳

建物 18,028千円

器具及び備品 56千円

撤去費用 690千円

計 18,775千円

※１ 固定資産除却損の内訳

建物 1,589千円

 

※２ 関係会社との取引

関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。

関係会社よりの 
受取配当金

1,200千円
 

※２ 関係会社との取引

関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。

関係会社よりの
受取配当金

1,200千円

 

※３ 減損損失

当社は、主として、管理会計上の区分により資

産のグルーピングを行っております。また、遊休

資産は個別の資産グループとしております。当事

業年度において計上した減損損失10,208千円の内

訳は以下のとおりです。

場所 用途 種類 減損損失

長野県木曽
郡木曽町

遊休資産

建物 10,092千円

工具、器具 
及び備品

66千円

電話加入権 50千円

今後の使用見込みがなく、回収可能性が認めら
れないため、その帳簿価額を備忘価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上
しました。

               ───────
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 28,607 3,398 ─ 32,005

単元未満株式の買取りによる増加 3,398株

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式 32,005 1,398 ─ 33,403

単元未満株式の買取りによる増加 1,398株
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 29円02銭 １株当たり純資産額 25円10銭

１株当たり当期純損失金額 29円77銭 １株当たり当期純損失金額 3円70銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。

                 同左

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 652,098 564,096

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円)

－ －

(うち少数株主持分)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 652,098 564,096

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数(千株)

22,467 22,466

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失(千円) 668,997 83,142

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純損失(千円) 668,997 83,142

期中平均株式数(千株) 22,469 22,466
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①新任取締役候補 

 取締役（社外） 荒牧 大四郎（現 松竹株式会社取締役） 

  

②退任予定取締役 

 取締役（社外） 白井 信彦（現 松竹株式会社常務取締役） 

  

③異動予定日 

 平成22年６月29日付 

  

  

  

6. その他

 役員の異動
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