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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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 ％

23年2月期第2四半期 700 △47.8 △135 ― △125 ― △208 ―
22年2月期第2四半期 1,342 ― 179 ― 190 ― △315 ―

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2四半期 △17.30 ―
22年2月期第2四半期 △26.67 ―

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2四半期 18,652 8,284 44.4 683.82
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2四半期  8,284百万円 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  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 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、平成22年４月16日公表の通期業績予想を今回修正しております。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 P3 「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2Q 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2Q  55,266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2Q 12,027,889株 22年2月期2Q 11,813,560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、政府の緊急経済対策の効果により個人消費を中

心に一部では景気回復の動きが見られるものの、急激な円高やデフレなどにより今後に懸念を残す状

況となりました。また、歌舞伎座の建替計画におきましては、劇場閉館後５月より瓦、飾り金物及び

木材等の特徴的な部材の調査・保存作業と並行して解体工事を進めており、ほぼ計画どおり進捗して

おります。このような経済情勢のもと、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２四半期連結累計期間の売上高は700,266千円(前年同期比47.8％減)、経常損失は125,006千円(前

年同期は経常利益190,217千円)、四半期純損失は208,135千円(前年同期は四半期純損失315,034千円)

となりました。これを事業の種類別にみると、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221,945千円(前年同期比56.4％減)、営業利益は

144,993千円(前年同期比61.1％減)となりました。食堂・飲食事業については、歌舞伎座の閉館後は仕

出し弁当の販売、ケータリングサービス等の外販営業に注力する一方「歌舞伎そば」を再オープンし

た事等により、売上高は222,540千円(前年同期比49.6％減)、営業損失は20,963千円(前年同期は営業

損失12,039千円)となりました。売店事業については、「歌舞伎座幕あい市」と銘打った催事を各地で

行なった事等により、売上高は255,779千円(前年同期比34.9％減)、営業利益は34,334千円(前年同期

比17.5％増)となりました。 

  

当第２四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6,207,212千円増加し

18,652,600千円となりました。 

 (資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ857,710千円増加し1,826,996千円となりました。主な増減

は、現金及び預金の増加1,062,118千円及び繰延税金資産の減少138,058千円等であります。固定資産

は、前連結会計年度末に比べ5,349,502千円増加し16,825,604千円となりました。主な増減は、劇場建

替え関連の建設仮勘定の増加4,021,068千円、借地権の増加1,963,523千円及び投資有価証券の時価評

価による減少1,056,615千円等であります。 

 (負債) 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,804,734千円減少し1,383,585千円となりました。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890,000千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657,534千円であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ

8,144,430千円増加し8,984,714千円となりました。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による長期前受金の増加

8,442,215千円及び繰延税金負債の減少271,178千円であります。 

 (純資産) 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ132,484千円減少し8,284,300千円となりました。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)669,725千円及び自己株式の減少による増加91,656千円、利益剰

余金の減少267,183千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626,682

千円であります。 

  

今後の見通しにつきましては、当面は円高傾向が続くものと予想され、日本経済全体への影響が懸

念されるなど、景気は引き続き予断を許さない状況になるものと予想されます。 

 このような経済情勢のなか、通期連結業績予想につきまして、当第２四半期連結累計期間の実績等

を考慮し、売上高は、不動産賃貸事業については465百万円、食堂・飲食事業については299百万円、

売店事業については264百万円の合計1,028百万円(前期比63.4％減)、営業損失については314百万円

(前期は営業利益415百万円)、経常損失については308百万円(前期は経常利益421百万円)、当期純損失

については366百万円(前期は純損失962百万円)に修正いたします。  

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。 

  

 
  

 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

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。

(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２四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,783,524 721,405

売掛金 11,443 72,759

たな卸資産 5,698 16,452

繰延税金資産 4,816 142,875

その他 21,631 16,755

貸倒引当金 △117 △962

流動資産合計 1,826,996 969,286

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 544,765 568,749

土地 6,236,253 6,236,253

建設仮勘定 4,037,246 16,177

その他（純額） 50,404 56,366

有形固定資産合計 10,868,670 6,877,547

無形固定資産

借地権 2,597,295 633,771

商標権 543 89

ソフトウエア 6,239 7,060

電話加入権 － 1,870

無形固定資産合計 2,604,078 642,791

投資その他の資産

投資有価証券 2,862,323 3,918,938

長期前払費用 204,761 758

繰延税金資産 246,303 －

その他 42,161 36,065

貸倒引当金 △2,694 －

投資その他の資産合計 3,352,855 3,955,763

固定資産合計 16,825,604 11,476,102

資産合計 18,652,600 12,445,388
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,262 165,704

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 940,000

未払金 63,914 100,807

未払法人税等 302,883 43,254

前受金 270,125 23,074

賞与引当金 8,729 4,528

建替関連損失引当金 627,200 1,284,734

1年内返還予定の預り保証金 35,328 382,112

その他 17,143 44,104

流動負債合計 1,383,585 3,188,319

固定負債

長期未払金 167,303 193,177

長期前受金 8,442,215 －

繰延税金負債 35,265 306,443

退職給付引当金 37,453 35,253

長期預り保証金 302,476 305,409

固定負債合計 8,984,714 840,283

負債合計 10,368,300 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 3,170,763 2,501,038

利益剰余金 3,112,571 3,379,754

自己株式 △245,300 △336,956

株主資本合計 8,403,214 7,909,016

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △118,913 507,768

評価・換算差額等合計 △118,913 507,768

純資産合計 8,284,300 8,416,785

負債純資産合計 18,652,600 12,445,388
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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21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 1,342,753 700,266

売上原価 916,519 514,921

売上総利益 426,233 185,344

販売費及び一般管理費

人件費 161,936 145,145

賞与引当金繰入額 7,328 7,689

退職給付費用 4,148 2,607

租税公課 6,799 43,637

減価償却費 1,219 3,101

その他 64,936 119,143

販売費及び一般管理費合計 246,368 321,324

営業利益又は営業損失（△） 179,864 △135,980

営業外収益

受取利息 376 322

受取配当金 16,683 16,782

物品売却益 － 7,526

その他 6,185 3,310

営業外収益合計 23,246 27,941

営業外費用

支払利息 10,552 15,014

株式交付費償却 898 －

有形固定資産除却損 1,405 581

その他 36 1,370

営業外費用合計 12,893 16,967

経常利益又は経常損失（△） 190,217 △125,006

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 －

建替関連損失 － 35,419

特別損失合計 722,119 35,419

税金等調整前四半期純損失（△） △531,902 △156,495

法人税、住民税及び事業税 24,759 1,130

法人税等調整額 △241,627 50,510

法人税等合計 △216,867 51,640

四半期純損失（△） △315,034 △208,135
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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21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８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損失（△） △531,902 △156,495

減価償却費 31,219 19,164

固定資産臨時償却費 722,119 －

建替関連損失引当金の増減額（△は減少） － △572,534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 1,849

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 4,201

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,828 2,200

受取利息及び受取配当金 △17,060 △17,104

支払利息 10,552 15,014

株式交付費償却 898 －

有形固定資産除却損 1,405 21,599

売上債権の増減額（△は増加） 12,491 61,316

たな卸資産の増減額（△は増加） 872 10,754

仕入債務の増減額（△は減少） △23,932 △157,441

未払消費税等の増減額（△は減少） △966 △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) － 8,442,215

預り保証金の増減額（△は減少） 353,308 △346,784

長期預り保証金の増減額(△は減少) △452,956 △2,933

その他 △16,837 4,186

小計 59,576 7,285,448

利息及び配当金の受取額 17,060 17,104

利息の支払額 △10,449 △12,436

法人税等の支払額 △81,695 △36,319

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,507 7,253,797

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 △3,040 △4,049,857

有形固定資産の除却による支出 △1,212 △387

無形固定資産の取得による支出 △1,950 △2,052,101

その他 1 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,202 △6,102,346
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31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 － 500,000

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 － △890,000

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 △10,964 △2,913

配当金の支払額 △57,465 △57,352

その他 100 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,329 △89,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,039 1,062,118

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 1,084,846 1,783,524
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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21年３月１日 至 平成21年８月31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２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31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２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日)及び当第２四半期連結累計期

間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31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２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日)及び当第２四半期連結累計期

間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31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

508,802 441,277 392,673 1,342,753 ― 1,342,753

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

82,938 1,145 ― 84,083 (84,083) ―

計 591,741 442,422 392,673 1,426,837 (84,083) 1,342,753

営業利益又は営業損失(△) 372,934 △12,039 29,227 390,123 (210,258) 179,864

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

221,945 222,540 255,779 700,266 ― 700,266

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

39,413 332 63 39,809 (39,809) ―

計 261,359 222,873 255,842 740,075 (39,809) 700,266

営業利益又は営業損失(△) 144,993 △20,963 34,334 158,364 (294,344) △135,980

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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