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1. 平成24年２月期第３四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年11月30日）

 (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 ％

24年２月期第３四半期 557 △33.6 △201 － △182 － △118 －

23年２月期第３四半期 840 △58.4 △228 － △218 － △314 －

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

24年２月期第３四半期 △9 79 －

23年２月期第３四半期 △26 06 －

 (2) 連結財政状態

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

24年２月期第３四半期 24,127 8,472 35.1 699 53

23年２月期 18,117 8,393 46.3 692 99

(参考) 自己資本 24年２月期第３四半期 8,472百万円  23年２月期 8,393百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

23年２月期 － 0 00 － 5 00 5 00

24年２月期 － 0 00 －

24年２月期(予想) 5 00 5 00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日）
(％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
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 776 △25.7 △275 － △255 － △163 － △13 46



  

  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

 
(注) 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の有無となります。 

  

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外ですが、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

す。 

  

・業績予想については、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、実際の業績等は今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の背景、前提条件等については、添付資料

２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  －社 (            )、除外  －社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 24年２月期３Ｑ 12,170,000株 23年２月期 12,170,000株

② 期末自己株式数 24年２月期３Ｑ 58,347株 23年２月期 58,489株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期３Ｑ 12,111,535株 23年２月期３Ｑ 12,053,857株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況に

ある中で、サプライチェーンの回復及び電力供給不足の改善等により、生産の持ち直しや設備投資が下げ

止まりつつある事から、企業の景気判断にも改善の動きが見られていましたが、欧州の債務危機や米国の

景気停滞などの影響による円高の進行と改善されないデフレ状況及び雇用情勢の悪化懸念等先行き不透明

な状況で推移しました。 

このような経済情勢のもと、当社グループは劇場歌舞伎座を閉館し、現在建替工事期間であることか

ら、当第３四半期連結累計期間の売上高は557,995千円(前年同期比33.6％減)、営業損失は201,861千円

(前年同期は228,064千円の営業損失)、経常損失は182,388千円(前年同期は218,867千円の経常損失)、四

半期純損失は118,518千円(前年同期は314,162千円の四半期純損失)となりました。 

これをセグメント別に見ると、不動産賃貸事業につきましては、売上高が412,460千円、営業利益は

108,549千円となりました。 

食堂・飲食事業及び売店事業につきましては、食堂・飲食事業の売上高は112,228千円、営業損失は

41,689千円となり、売店事業の売上高は33,307千円となり、営業利益は2,928千円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,009,989千円増加し

24,127,779千円となりました。 

 (資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ5,580,409千円増加し6,457,340千円となりました。主な増加は、

一時的な余剰資金を譲渡性預金に運用していることによる有価証券の増加5,500,000千円であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ429,580千円増加し17,670,439千円となりました。主な増減は、

投資有価証券の時価評価による増加422,893千円、劇場の定期借地権設定契約に基づいて松竹㈱に地代の

一部を支払ったこと等による長期前払費用の増加155,606千円及び繰延税金資産の減少136,550千円であり

ます。 

 (負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ427,700千円減少し473,417千円となりました。主な増減は、未払

金の増加54,459千円、短期借入金の返済による減少300,000千円、未払法人税等の減少204,084千円であり

ます。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ6,358,394千円増加し15,181,863千円となりました。主な増減

は、劇場の定期借地権設定契約に係る契約に基づいてＫＳビルキャピタル特定目的会社より地代の一部を

受領したこと等による長期前受金の増加6,441,458千円及び繰延税金負債の減少51,846千円であります。 

 (純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ79,295千円増加し8,472,497千円となりました。主な増減は、

その他有価証券評価差額金の増加257,914千円、利益剰余金の減少179,702千円であります。 

  

業績予想につきましては、概ね計画どおり推移しており、現時点におきましては、平成23年10月13日に

発表いたしました業績予想を変更しておりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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 該当事項はありません。 

  

  

(簡便な会計処理) 
  
 ① 棚卸資産の評価方法 

    棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う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場合には、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

  
(会計処理の原則・手続の変更) 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

   第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日)を適用しております。なお、これによる債務計上すべき重要なものはなく、営業損

失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

(表示方法の変更) 

四半期連結損益計算書 

   「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準 第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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23年11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23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 838,497 748,247

売掛金 16,997 15,654

有価証券 5,500,000 －

たな卸資産 7,575 5,871

繰延税金資産 9,431 24,275

その他 85,349 83,039

貸倒引当金 △512 △157

流動資産合計 6,457,340 876,930

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 517,156 539,931

土地 6,238,098 6,238,098

建設仮勘定 4,223,271 4,207,871

その他（純額） 48,937 52,869

有形固定資産合計 11,027,463 11,038,770

無形固定資産

借地権 2,613,299 2,613,299

商標権 660 492

ソフトウエア 4,189 5,419

無形固定資産合計 2,618,148 2,619,210

投資その他の資産

投資有価証券 3,537,581 3,114,687

長期前払費用 356,653 201,046

繰延税金資産 88,085 224,636

その他 45,201 45,201

貸倒引当金 △2,694 △2,694

投資その他の資産合計 4,024,827 3,582,877

固定資産合計 17,670,439 17,240,859

資産合計 24,127,779 18,117,789
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11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23年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 26,098 16,031

短期借入金 － 300,000

未払金 63,552 9,093

未払法人税等 3,924 208,008

前受金 301,361 300,417

賞与引当金 775 8,333

1年内返還予定の預り保証金 35,328 35,328

その他 42,377 23,906

流動負債合計 473,417 901,118

固定負債

長期未払金 136,470 136,470

長期前受金 14,737,269 8,295,810

繰延税金負債 38,645 90,491

退職給付引当金 33,878 30,908

長期預り保証金 235,601 269,788

固定負債合計 15,181,863 8,823,469

負債合計 15,655,281 9,724,587

純資産の部

株主資本

資本金 2,365,180 2,365,180

資本剰余金 3,255,864 3,255,864

利益剰余金 2,816,621 2,996,324

自己株式 △255,335 △256,420

株主資本合計 8,182,330 8,360,948

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 290,167 32,253

評価・換算差額等合計 290,167 32,253

純資産合計 8,472,497 8,393,202

負債純資産合計 24,127,779 18,117,789
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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22年３月１日
至 平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

売上高 840,050 557,995

売上原価 630,070 449,956

売上総利益合計 209,980 108,039

販売費及び一般管理費

人件費 226,268 206,492

賞与引当金繰入額 474 854

退職給付費用 3,707 2,969

租税公課 45,650 9,834

減価償却費 4,808 2,999

その他 157,136 86,751

販売費及び一般管理費合計 438,045 309,900

営業損失（△） △228,064 △201,861

営業外収益

受取利息 401 3,039

受取配当金 16,782 16,562

物品売却益 7,526 －

その他 3,596 4,596

営業外収益合計 28,307 24,198

営業外費用

支払利息 16,971 4,363

有形固定資産除却損 756 40

その他 1,382 321

営業外費用合計 19,110 4,726

経常損失（△） △218,867 △182,388

特別利益

建替関連損失引当金戻入額 3,930 －

特別利益合計 3,930 －

特別損失

建替関連損失 37,130 －

投資有価証券評価損 － 12,130

特別損失合計 37,130 12,130

税金等調整前四半期純損失（△） △252,068 △194,519

法人税、住民税及び事業税 1,695 1,560

法人税等調整額 60,399 △77,561

法人税等合計 62,094 △76,001

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △118,518

四半期純損失（△） △314,162 △118,518
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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22年３月１日
至 平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11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（△） △252,068 △194,519

減価償却費 28,848 28,809

建替関連損失引当金の増減額（△は減少） △1,199,734 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,820 354

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,794 △7,558

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,300 2,969

受取利息及び受取配当金 △17,184 △19,601

支払利息 16,971 4,363

投資有価証券評価損益（△は益） － 12,130

有形固定資産除却損 26,502 40

売上債権の増減額（△は増加） 63,894 △1,343

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,053 △1,704

仕入債務の増減額（△は減少） △155,857 10,066

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,886 1,509

長期未払金の増減額（△は減少） △25,874 －

長期前受金の増減額(△は減少) 8,369,013 6,441,458

預り保証金の増減額（△は減少） △346,784 －

長期預り保証金の増減額(△は減少) △34,337 △34,187

その他 11,280 △86,071

小計 6,478,163 6,156,716

利息及び配当金の受取額 17,184 17,093

利息の支払額 △18,651 △5,713

法人税等の支払額 △46,632 △203,292

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,430,063 5,964,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 － △5,500,000

有形固定資産の取得による支出 △4,232,806 △15,463

有形固定資産の除却による支出 △600 －

無形固定資産の取得による支出 △2,067,899 △242

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,301,306 △5,515,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 700,000 －

短期借入金の返済による支出 △700,000 △300,000

長期借入金の返済による支出 △940,000 －

自己株式の処分による収入 1,060,938 2,661

自己株式の取得による支出 △3,811 △2,204

配当金の支払額 △57,534 △59,356

その他 35 51

財務活動によるキャッシュ・フロー 59,626 △358,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,383 90,250

現金及び現金同等物の期首残高 721,405 748,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 909,788 838,497
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 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22年３月１日 至 平成22年11月30日) 
  

 
(注) 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

  

 
  

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

   該当事項はありません。(在外連結子会社及び在外支店はありません。) 
  

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

   該当事項はありません。(海外売上高はありません。) 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

不動産 
賃貸事業 
(千円)

食堂・飲食
事業 
(千円)

売店事業
(千円)

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

329,316 249,373 261,361 840,050 ― 840,050

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

39,413 395 63 39,871 (39,871) ―

計 368,729 249,768 261,424 879,922 (39,871) 840,050

営業利益又は営業損失(△) 171,214 △33,589 34,062 171,687 (399,751) △228,064

事業区分 事業内容

不動産賃貸事業 劇場、事務所等の賃貸及び駐車場の賃貸事業

食堂・飲食事業 劇場内外における食堂、飲食店事業

売店事業 劇場内の土産物などの売店事業

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日)を適用しております。 
  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

当社グループは、「不動産賃貸事業」、「食堂・飲食事業」及び「売店事業」を営んでおり、これを当

社グループの報告セグメントとしております。  

「不動産賃貸事業」は、土地、店舗及び事務所等の賃貸を行っております。 

「食堂・飲食事業」は、食堂・飲食店舗の運営を行っております。 

「売店事業」は、土産物などの販売を行っております。 
  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30日) 

 
(注)１ セグメント利益又は損失(△)の調整額△271,650千円は、セグメント間取引消去△106千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△271,543千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

不動産
賃貸事業

食堂・飲食
事業

売店事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 412,460 112,228 33,307 557,995 － 557,995

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ 67 200 268 △268 －

計 412,460 112,295 33,507 558,263 △268 557,995

セグメント利益又は損失(△) 108,549 △41,689 2,928 69,789 △271,650 △201,861

(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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