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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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 ％

23年2月期第3四半期 840 △58.4 △228 ― △218 ― △314 ―
22年2月期第3四半期 2,021 ― 282 ― 293 ― △354 ―

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

23年2月期第3四半期 △26.06 ―
22年2月期第3四半期 △29.97 ―

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

23年2月期第3四半期 17,851 8,051 45.1 664.64
22年2月期 12,445 8,416 67.6 712.71

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  8,051百万円 22年2月期  8,416百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年2月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,028 △63.4 △314 ― △308 ― △366 ― △30.21



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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きの対象外ですが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビューを終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、前提条件については、添付資料２ページ 「 １．当四半期の連結業績等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 」 をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 ３ページ 「 ２．その他の情報 」 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） 23年2月期3Q 12,170,000株 22年2月期  12,170,000株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  55,516株 22年2月期  360,447株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 12,053,857株 22年2月期3Q 11,812,852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、企業収益や設備投資等を中心に一部では景気回復

の動きが見られたものの、円高による市場不安や失業率が高水準で推移するなどの懸念もあり、今後の

動向に注視を要する状況で推移しました。  

また、歌舞伎座の建替計画におきましては、４月の閉館後、部材の調査等と平行して行っていた解体

工事を10月に完了し起工式を行い、計画のとおりに進捗しております。 

このような状況のもと、当社グループは、劇場等を建替えのため閉場したことにより、当第３四半期

連結累計期間の売上高は840,050千円(前年同期比58.4％減)、経常損失は218,867千円(前年同期は経常

利益293,545千円)、四半期純損失314,162千円(前年同期は四半期純損失354,082千円)となりました。こ

れを事業の種類別セグメントごとにみると、不動産賃貸事業については、劇場をはじめとする賃貸契約

の解約による賃料収入の減少により、売上高は329,316千円(前年同期比56.6％減)、営業利益は171,214

千円(前年同期比69.1％減)となりました。食堂・飲食事業については、仕出し弁当の販売、ケータリン

グサービス等の外販営業及び「歌舞伎そば」店舗営業等を行っており、売上高は249,373千円(前年同期

比63.4%減)、営業損失は33,589千円(前年同期は営業損失5,180千円)となりました。売店事業について

は、百貨店等の歌舞伎座関連催事における商品販売等により、売上高は261,361千円(前年同期比55.0%

減)、営業利益は34,062千円(前年同期比24.0％減)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5,406,542千円増加し

17,851,930千円となりました。 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ45,974千円増加し1,015,261千円となりました。主な増減

は、現金及び預金の増加188,383千円及び繰延税金資産の減少118,862千円等であります。固定資産

は、前連結会計年度末に比べ5,360,567千円増加し16,836,669千円となりました。主な増減は、劇場

建替え関連の建設仮勘定の増加4,200,909千円、借地権の増加1,979,527千円及び投資有価証券の時

価評価による減少1,371,511千円等であります。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ2,307,897千円減少し880,422千円となりました。主な増減

は、１年内返済予定の長期借入金の返済による減少940,000千円及び前連結会計年度に計上した建替

関連損失引当金の取り崩し等による減少1,284,734千円であります。固定負債は、前連結会計年度末

に比べ8,079,432千円増加し8,919,716千円となりました。主な増減は、劇場の定期借地権設定に係

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事等による長期前受

金の増加8,369,013千円及び繰延税金負債の減少232,670千円であります。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ364,992千円減少し8,051,792千円となりました。主な増

減は、連結子会社である歌舞伎座事業㈱が保有していた親会社株式(自己株式)を全て処分した事に

よる資本剰余金の増加(自己株式処分差益)732,463千円及び自己株式の減少による増加90,757千円、

利益剰余金の減少373,210千円及び投資有価証券の時価評価によるその他有価証券評価差額金の減少

815,003千円であります。 

  

業績予想につきましては、概ね計画どおり推移しており、現時点においては、平成22年10月12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。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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22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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 909,788 721,405

売掛金 8,865 72,759

たな卸資産 6,399 16,452

繰延税金資産 24,013 142,875

その他 66,283 16,755

貸倒引当金 △88 △962

流動資産合計 1,015,261 969,286

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 537,477 568,749

土地 6,237,210 6,236,253

建設仮勘定 4,217,086 16,177

その他（純額） 50,101 56,366

有形固定資産合計 11,041,876 6,877,547

無形固定資産

借地権 2,613,299 633,771

商標権 517 89

ソフトウエア 5,829 7,060

電話加入権 － 1,870

無形固定資産合計 2,619,646 642,791

投資その他の資産

投資有価証券 2,547,427 3,918,938

長期前払費用 202,911 758

繰延税金資産 382,300 －

その他 45,201 36,065

貸倒引当金 △2,694 －

投資その他の資産合計 3,175,146 3,955,763

固定資産合計 16,836,669 11,476,102

資産合計 17,851,930 12,445,388
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 9,846 165,704

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 － 940,000

未払金 68,016 100,807

未払法人税等 227,470 43,254

前受金 301,610 23,074

賞与引当金 734 4,528

建替関連損失引当金 － 1,284,734

1年内返還予定の預り保証金 35,328 382,112

その他 37,416 44,104

流動負債合計 880,422 3,188,319

固定負債

長期未払金 167,303 193,177

長期前受金 8,369,013 －

繰延税金負債 73,773 306,443

退職給付引当金 38,553 35,253

長期預り保証金 271,072 305,409

固定負債合計 8,919,716 840,283

負債合計 9,800,138 4,028,603

純資産の部

株主資本

資本金 2,365,180 2,365,180

資本剰余金 3,233,501 2,501,038

利益剰余金 3,006,544 3,379,754

自己株式 △246,199 △336,956

株主資本合計 8,359,026 7,909,016

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △307,234 507,768

評価・換算差額等合計 △307,234 507,768

純資産合計 8,051,792 8,416,785

負債純資産合計 17,851,930 12,445,388
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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21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第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)

売上高 2,021,505 840,050

売上原価 1,374,182 630,070

売上総利益 647,322 209,980

販売費及び一般管理費

人件費 236,557 226,268

賞与引当金繰入額 14,060 474

退職給付費用 6,223 3,707

租税公課 9,938 45,650

減価償却費 2,238 4,808

その他 95,451 157,136

販売費及び一般管理費合計 364,468 438,045

営業利益又は営業損失（△） 282,853 △228,064

営業外収益

受取利息 452 401

受取配当金 16,683 16,782

受取保険金 7,392 －

物品売却益 － 7,526

その他 5,086 3,596

営業外収益合計 29,615 28,307

営業外費用

支払利息 15,766 16,971

株式交付費償却 1,069 －

有形固定資産除却損 2,044 756

その他 42 1,382

営業外費用合計 18,923 19,110

経常利益又は経常損失（△） 293,545 △218,867

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

固定資産臨時償却費 722,119 －

減損損失 97,115 －

建替関連損失 － 37,130

特別損失合計 819,235 37,130

税金等調整前四半期純損失（△） △525,689 △252,068

法人税、住民税及び事業税 59,900 1,695

法人税等調整額 △231,508 60,399

法人税等合計 △171,607 62,094

四半期純損失（△） △354,082 △314,162
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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21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第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)

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（△） △525,689 △252,068

減価償却費 47,602 28,848

固定資産臨時償却費 722,119 －

減損損失 97,115 －

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） 120 1,820

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,148 △3,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,139 3,300

受取利息及び受取配当金 △17,135 △17,184

支払利息 15,766 16,971

株式交付費償却 1,069 －

有形固定資産除却損 2,044 26,502

売上債権の増減額（△は増加） △1,379 63,894

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,242 10,053

仕入債務の増減額（△は減少） △10,177 △155,857

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,017 △17,886

長期未払金の増減額（△は減少） △37,412 △25,874

長期前受金の増減額(△は減少) － 8,369,013

預り保証金の増減額（△は減少） 382,228 △346,784

長期預り保証金の増減額(△は減少) △484,354 △34,337

その他 △5,693 11,280

小計 184,974 6,478,163

利息及び配当金の受取額 17,135 17,184

利息の支払額 △15,915 △18,651

法人税等の支払額 △145,514 △46,632

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,680 6,430,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,143 △4,232,806

有形固定資産の除却による支出 △1,249 △600

無形固定資産の取得による支出 △8,203 △2,067,899

保険積立金の積立による支出 △2,184 －

保険積立金の払戻による収入 2,163 －

その他 1 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,616 △6,301,306
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第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)

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

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

自己株式の取得による支出 △16,880 △3,811

配当金の支払額 △57,773 △57,534

その他 153 35

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,500 59,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,436 188,383

現金及び現金同等物の期首残高 1,174,885 721,405

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,125,449 909,788
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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21年３月１日 至 平成21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。 

  

 
  
当第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21年３月１日 至 平成21年11月30日)及び当第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21年３月１日 至 平成21年11月30日)及び当第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。) 
  

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) 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

758,284 681,782 581,438 2,021,505 ― 2,021,505

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

123,790 1,556 87 125,434 (125,434) ―

計 882,075 683,338 581,525 2,146,939 (125,434) 2,021,505

営業利益又は営業損失(△) 553,914 △5,180 44,840 593,573 (310,719) 282,853

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

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】

(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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