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(百万円未満切捨て)

１．平成31年２月期第１四半期の連結業績（平成30年３月１日～平成30年５月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年２月期第１四半期 940 △6.1 102 △20.5 123 △16.6 85 △19.4

30年２月期第１四半期 1,002 0.0 128 14.7 148 14.8 105 6.3
(注) 包括利益 31年２月期第１四半期 184百万円(△39.6％) 30年２月期第１四半期 305百万円(△37.5％)
　

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

31年２月期第１四半期 7.03 ―

30年２月期第１四半期 8.73 ―
　

　

（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 ％

31年２月期第１四半期 28,147 12,448 44.2

30年２月期 27,993 12,324 44.0
(参考) 自己資本 31年２月期第１四半期 12,448百万円 30年２月期 12,324百万円
　

　

　

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

30年２月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

31年２月期 ―

31年２月期(予想) 0.00 ― 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31年２月期の連結業績予想（平成30年３月１日～平成31年２月28日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 2,001 △0.5 211 △19.9 237 △17.4 133 △33.5 10.99

通期 3,933 △1.7 391 △20.8 421 △18.9 258 △27.9 21.32
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 、除外 ―社
　

　

（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) 31年２月期１Ｑ 12,170,000株 30年２月期 12,170,000株

② 期末自己株式数 31年２月期１Ｑ 66,937株 30年２月期 66,877株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年２月期１Ｑ 12,103,101株 30年２月期１Ｑ 12,103,882株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に雇用・所得環境の改善が続くなか、

個人消費も持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような情勢のもと、当社グループにおきましては、当第１四半期連結累計期間における売上高は940,908千

円(前年同期比6.1％減)、営業利益は102,024千円(前年同期比20.5％減)、経常利益は123,859千円(前年同期比16.6

％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は85,129千円(前年同期比19.4％減)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、売上高はほぼ前年同期並みの475,294千円(前年同期

比0.2％減)、セグメント利益は196,611千円(前年同期比4.5％減)となりました。

食堂・飲食事業については、売上高は177,772千円(前年同期比8.2％減)となり、費用の削減に努めましたがセグ

メント利益は2,983千円(前年同期比79.2％減)となりました。

売店事業については、売上高は木挽町広場の売上減少等により、287,842千円(前年同期比13.4％減)、セグメン

ト利益は26,930千円(前年同期比22.7％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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154,478千円増加し、28,147,820千円

となりました。

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ111,654千円増加し、1,210,887千円となりました。主な要因は、現金及び

預金の増加であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ42,823千円増加し、26,936,933千円となりました。主な要因は、有形固定

資産の設備投資による増加27,696千円及び減価償却による減少123,069千円並びに投資有価証券の時価評価による

増加143,414千円であります。なお、当第１四半期連結会計期間に計上した建設仮勘定26,719千円は舞台檜板張替

工事代金の一部を前払したものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ41,160千円増加し、874,621千円となりました。主な要因は、未払金の増

加及び買掛金の減少であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ10,339千円減少し、14,824,808千円となりました。主な要因は、流動負債

への振替による長期前受金の減少及び繰延税金負債の増加であります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ123,657千円増加し、12,448,390千円となりました。主な要因は、投資有価

証券を時価評価したことによるその他有価証券評価差額金の増加及び利益剰余金の増加であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成30年４月12日に発表した業績予想を変更しておりません。
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 987,356 1,092,669

受取手形及び売掛金 24,913 29,822

たな卸資産 32,745 34,170

繰延税金資産 16,131 17,020

その他 38,356 37,459

貸倒引当金 △272 △255

流動資産合計 1,099,232 1,210,887

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,789,668 9,676,442

土地 6,238,098 6,238,098

建設仮勘定 － 26,719

その他（純額） 194,022 185,155

有形固定資産合計 16,221,788 16,126,415

無形固定資産

借地権 2,613,299 2,613,299

商標権 167 153

施設利用権 10,818 10,546

ソフトウエア 2,280 1,900

無形固定資産合計 2,626,566 2,625,899

投資その他の資産

投資有価証券 7,479,955 7,623,370

長期前払費用 477,080 472,530

その他 91,411 91,411

貸倒引当金 △2,694 △2,694

投資その他の資産合計 8,045,754 8,184,618

固定資産合計 26,894,109 26,936,933

資産合計 27,993,342 28,147,820
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 231,954 176,625

未払金 69,339 147,314

未払法人税等 55,705 22,758

前受金 402,518 421,765

賞与引当金 21,557 27,294

その他 52,385 78,863

流動負債合計 833,461 874,621

固定負債

長期未払金 115,770 115,770

長期前受金 12,907,209 12,834,006

繰延税金負債 1,661,126 1,723,900

退職給付に係る負債 64,591 64,917

長期預り保証金 86,046 86,213

その他 402 －

固定負債合計 14,835,147 14,824,808

負債合計 15,668,608 15,699,430

純資産の部

株主資本

資本金 2,365,180 2,365,180

資本剰余金 3,256,671 3,256,671

利益剰余金 3,935,744 3,960,358

自己株式 △296,314 △296,658

株主資本合計 9,261,281 9,285,551

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,063,452 3,162,839

その他の包括利益累計額合計 3,063,452 3,162,839

純資産合計 12,324,733 12,448,390

負債純資産合計 27,993,342 28,147,820

決算短信（宝印刷） 2018年07月11日 14時41分 6ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社歌舞伎座(9661) 平成31年２月期 第１四半期決算短信

― 5 ―

（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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年５月31日)

売上高 1,002,251 940,908

売上原価 731,800 696,317

売上総利益 270,450 244,591

販売費及び一般管理費

人件費 82,282 83,223

賞与引当金繰入額 8,055 6,393

退職給付費用 1,930 4,209

租税公課 8,007 7,399

減価償却費 1,672 1,452

その他 40,184 39,889

販売費及び一般管理費合計 142,132 142,567

営業利益 128,318 102,024

営業外収益

受取利息 8 7

受取配当金 19,661 19,661

その他 3,614 2,293

営業外収益合計 23,283 21,962

営業外費用

支払利息 1,914 －

その他 1,117 126

営業外費用合計 3,032 126

経常利益 148,570 123,859

税金等調整前四半期純利益 148,570 123,859

法人税、住民税及び事業税 19,425 20,872

法人税等調整額 23,474 17,857

法人税等合計 42,900 38,730

四半期純利益 105,669 85,129

親会社株主に帰属する四半期純利益 105,669 85,129
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年５月31日)

四半期純利益 105,669 85,129

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 199,865 99,387

その他の包括利益合計 199,865 99,387

四半期包括利益 305,535 184,517

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 305,535 184,517
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年５月31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

(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 476,313 193,548 332,389 1,002,251 － 1,002,251

セグメント間の内部売上高
又は振替高

44,564 180 214 44,958 △44,958 －

計 520,877 193,728 332,603 1,047,210 △44,958 1,002,251

セグメント利益 205,885 14,319 34,835 255,040 △126,722 128,318

(注)１ セグメント利益の調整額△126,722千円は、セグメント間取引消去△4,684千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△122,038千円であります。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利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年５月31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

(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 475,294 177,772 287,842 940,908 ― 940,908

セグメント間の内部売上高
又は振替高

42,753 116 86 42,956 △42,956 ―

計 518,047 177,888 287,928 983,865 △42,956 940,908

セグメント利益 196,611 2,983 26,930 226,525 △124,501 102,024

(注)１ セグメント利益の調整額△124,501千円は、セグメント間取引消去△4,500千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△120,000千円であります。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利益と調整を行っております。
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