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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第３四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24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 ％

25年２月期第３四半期 619 11.0 △207 ― △185 ― △126 ―
24年２月期第３四半期 557 △33.6 △201 ― △182 ― △118 ―

(注) 包括利益 25年２月期第３四半期 73百万円(△47.1％) 24年２月期第３四半期 139百万円( ―％)

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

25年２月期第３四半期 △10.47 ―
24年２月期第３四半期 △9.79 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年２月期第３四半期 23,989 8,595 35.8
24年２月期 24,098 8,591 35.7

(参考) 自己資本 25年２月期第３四半期 8,595百万円 24年２月期 8,591百万円

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

24年２月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年２月期 ― 0.00 ―

25年２月期(予想) 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年２月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）

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 833 5.0 △327 ― △306 ― △213 ― △17.59

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

    

 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年２月期３Ｑ 12,170,000株 24年２月期 12,170,000株

② 期末自己株式数 25年２月期３Ｑ 61,129株 24年２月期 59,004株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期３Ｑ 12,109,939株 24年２月期３Ｑ 12,111,535株

※ 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手続は終了しております。

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想につきましては、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。業績予想の背景、前提条件等につきましては、添付資料2ページ
「(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………３ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………６ 

   四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

   四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………８ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

（６）重要な後発事象 ………………………………………………………………………８ 

○添付資料の目次

㈱歌舞伎座(9661) 平成25年2月期 第3四半期決算短信

－1－



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等により景気は緩やかな

回復基調にあるものの、欧州の信用不安及び新興国の景気減速懸念並びに日中関係の動向等の不安定要

素に加え、円高及びデフレの長期化等依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

また、当社グループは引き続き劇場歌舞伎座の建替え期間という状況のもと、各事業において業績の

向上に努めました結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は619,255千円(前年同期比11.0％

増)、営業損失は207,179千円(前年同期は201,861千円の営業損失)、経常損失は185,882千円(前年同期は

182,388千円の経常損失)となりました。なお、絵画の寄贈を受けたことにより固定資産受贈益を特別利

益に計上し、連結子会社において有形固定資産除却損を特別損失に計上したこと等により、四半期純損

失は126,789千円(前年同期は118,518千円の四半期純損失)となりました。 

これをセグメント別にみると、不動産賃貸事業については、売上高が416,828千円(前年同期比1.1％

増)、セグメント利益は固定資産税の増加等により98,113千円(前年同期比9.6％減)となりました。 

食堂・飲食事業については、平成中村座の弁当販売が寄与し売上高は157,940千円(前年同期比40.7％

増)と増加しましたが、平成25年４月の再開場に向けての人件費等の増加もあり、セグメント損失は

50,391千円(前年同期はセグメント損失41,689千円)となりました。 

売店事業については、浅草他の催事出店及び襲名披露関連商品販売等により売上高は44,486千円(前年

同期比33.6％増)、セグメント利益は10,334千円(前年同期比252.9％増)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109,911千円減少し、

23,989,019千円となりました。 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,806,979千円減少し、4,453,395千円となりました。主な要

因は、有価証券(譲渡性預金)の減少1,800,000千円であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,697,068千円増加し、19,535,623千円となりました。主な

要因は、劇場建築工事の中間金の支払等による建設仮勘定の増加1,407,524千円及び投資有価証券の

時価評価による増加311,518千円であります。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ103,800千円増加し、513,369千円となりました。主な要因

は、未払金の増加100,979千円であります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ218,071千円減少し、14,879,931千円となりました。主な要

因は、流動負債への振替による長期前受金の減少219,607千円であります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べ4,360千円増加し、8,595,718千円となりました。主な要因は、

利益剰余金の減少187,344千円及びその他有価証券評価差額金の増加200,471千円であります。 

  

通期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24年10月

10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．当四半期決算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。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

[追加情報]

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年

12月４日)を適用しております。
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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)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 644,509 684,141

受取手形及び売掛金 18,093 21,129

有価証券 5,500,000 3,700,000

たな卸資産 8,863 13,021

繰延税金資産 5,662 8,819

その他 83,639 26,744

貸倒引当金 △393 △460

流動資産合計 6,260,375 4,453,395

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 509,571 504,689

土地 6,238,098 6,238,098

建設仮勘定 4,223,271 5,630,795

その他（純額） 47,313 65,215

有形固定資産合計 11,018,254 12,438,798

無形固定資産   

借地権 2,613,299 2,613,299

商標権 641 586

ソフトウエア 3,778 5,068

無形固定資産合計 2,617,719 2,618,954

投資その他の資産   

投資有価証券 3,777,606 4,089,125

長期前払費用 354,837 351,382

繰延税金資産 27,628 8,823

その他 45,201 31,233

貸倒引当金 △2,694 △2,694

投資その他の資産合計 4,202,580 4,477,870

固定資産合計 17,838,554 19,535,623

資産合計 24,098,930 23,989,019
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,909 18,378

未払金 9,433 110,412

未払法人税等 6,803 4,011

前受金 300,119 302,016

賞与引当金 8,791 1,260

1年内返還予定の預り保証金 34,964 30,968

その他 28,548 46,321

流動負債合計 409,569 513,369

固定負債   

長期未払金 136,470 136,470

長期前受金 14,664,066 14,444,459

繰延税金負債 28,461 57,874

退職給付引当金 34,868 36,531

長期預り保証金 234,137 204,597

固定負債合計 15,098,003 14,879,931

負債合計 15,507,572 15,393,300

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 2,766,338 2,578,993

自己株式 △257,734 △266,500

株主資本合計 8,129,648 7,933,537

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 461,708 662,180

その他の包括利益累計額合計 461,708 662,180

純資産合計 8,591,357 8,595,718

負債純資産合計 24,098,930 23,989,019
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 557,995 619,255

売上原価 449,956 523,097

売上総利益 108,039 96,158

販売費及び一般管理費   

人件費 206,492 202,015

賞与引当金繰入額 854 658

退職給付費用 2,969 3,200

租税公課 9,834 7,731

減価償却費 2,999 2,236

その他 86,751 87,495

販売費及び一般管理費合計 309,900 303,337

営業損失（△） △201,861 △207,179

営業外収益   

受取利息 3,039 4,475

受取配当金 16,562 16,442

その他 4,596 5,158

営業外収益合計 24,198 26,076

営業外費用   

支払利息 4,363 3,600

有形固定資産除却損 40 －

その他 321 1,180

営業外費用合計 4,726 4,780

経常損失（△） △182,388 △185,882

特別利益   

固定資産受贈益 － 5,000

特別利益合計 － 5,000

特別損失   

投資有価証券評価損 12,130 －

有形固定資産除却損 － 10,230

特別損失合計 12,130 10,230

税金等調整前四半期純損失（△） △194,519 △191,112

法人税、住民税及び事業税 1,560 1,662

法人税等調整額 △77,561 △65,985

法人税等合計 △76,001 △64,323

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △118,518 △126,789

四半期純損失（△） △118,518 △126,789
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △118,518 △126,789

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 257,914 200,471

その他の包括利益合計 257,914 200,471

四半期包括利益 139,396 73,682

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 139,396 73,682
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 
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 

 (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 セグメント利益又は損失(△)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。 
  
Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30日) 

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 

 (注)１ セグメント利益又は損失(△)の調整額△265,235千円は、セグメント間取引消去△123千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△265,112千円であります。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 セグメント利益又は損失(△)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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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

(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 416,828 157,940 44,486 619,255 ― 619,255

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 170 67 238 △238 ―

計 416,828 158,111 44,554 619,494 △238 619,255

セグメント利益又は損失(△) 98,113 △50,391 10,334 58,056 △265,235 △207,179

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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