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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）１．平成20年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
2．平成19年３月期第１四半期については連結財務諸表を作成していないため、平成20年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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 ％

21年3月期第1四半期 3,465 ― 267 ― 219 ― 104 ―

20年3月期第1四半期 3,261 ― 190 ― 140 ― 84 ―

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

21年3月期第1四半期 20.61 19.98
20年3月期第1四半期 16.80 ―

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

21年3月期第1四半期 16,210 5,013 28.5 908.34
20年3月期 16,011 4,951 28.5 897.35

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,615百万円 20年3月期  4,559百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 14.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 6,975 ― 455 ― 360 ― 211 ― 41.47
通期 13,800 5.0 839 29.7 650 39.6 363 86.8 71.35

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  

（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（１）平成20年５月23日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  5,087,440株 20年3月期  5,087,440株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  6,126株 20年3月期  6,055株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,081,354株 20年3月期第1四半期  5,055,936株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,693,595 1,361,741

売掛金 355,311 378,042

商品及び製品 217,773 205,097

原材料及び貯蔵品 208,463 202,807

繰延税金資産 100,708 72,396

その他 170,930 162,488

貸倒引当金 △268 △290

流動資産合計 2,746,513 2,382,283

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,273,819 11,233,978

減価償却累計額 △4,474,263 △4,366,689

建物及び構築物（純額） 6,799,555 6,867,288

土地 2,776,953 2,776,953

建設仮勘定 10,887 1,550

美術骨董品 1,265,259 1,265,259

その他 1,084,261 1,084,585

減価償却累計額 △724,617 △709,148

その他（純額） 359,644 375,436

有形固定資産合計 11,212,300 11,286,488

無形固定資産 30,297 27,300

投資その他の資産   

投資有価証券 39,898 36,464

繰延税金資産 1,052,892 1,158,346

敷金及び保証金 924,858 920,028

その他 204,145 200,357

投資その他の資産合計 2,221,793 2,315,196

固定資産合計 13,464,392 13,628,986

資産合計 16,210,906 16,011,269



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 300,313 314,488

1年内償還予定の社債 537,000 537,000

短期借入金 1,600,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,366,468 1,331,668

未払法人税等 32,439 67,047

賞与引当金 42,500 114,100

その他 925,604 582,720

流動負債合計 4,804,325 4,547,024

固定負債   

社債 983,500 1,046,000

長期借入金 4,846,623 4,907,440

退職給付引当金 511,197 508,127

役員退職慰労引当金 45,453 41,569

その他 6,157 9,236

固定負債合計 6,392,932 6,512,372

負債合計 11,197,257 11,059,397

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,153,269 1,153,269

資本剰余金 1,698,674 1,698,674

利益剰余金 1,752,380 1,698,472

自己株式 △7,727 △7,588

株主資本合計 4,596,597 4,542,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,968 16,925

評価・換算差額等合計 18,968 16,925

新株予約権 310,023 310,023

少数株主持分 88,059 82,095

純資産合計 5,013,648 4,951,872

負債純資産合計 16,210,906 16,011,269



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,465,133

売上原価 1,554,313

売上総利益 1,910,820

販売費及び一般管理費  

役員報酬 48,837

給料及び手当 533,739

賞与引当金繰入額 22,843

退職給付費用 11,156

役員退職慰労引当金繰入額 3,884

賃借料 188,649

減価償却費 101,776

その他 732,802

販売費及び一般管理費合計 1,643,688

営業利益 267,131

営業外収益  

受取利息 287

受取配当金 300

その他 6,795

営業外収益合計 7,382

営業外費用  

支払利息 49,853

その他 5,230

営業外費用合計 55,083

経常利益 219,430

特別利益  

固定資産売却益 528

特別利益合計 528

特別損失  

固定資産除却損 2,559

たな卸資産評価損 15,391

特別損失合計 17,951

税金等調整前四半期純利益 202,007

法人税、住民税及び事業税 15,570

法人税等調整額 75,750

法人税等合計 91,320

少数株主利益 5,964

四半期純利益 104,722



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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利益 202,007

減価償却費 148,148

固定資産除却損 2,559

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,070

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,884

受取利息及び受取配当金 △587

支払利息 49,853

売上債権の増減額（△は増加） 22,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,332

仕入債務の増減額（△は減少） △14,175

未払消費税等の増減額（△は減少） 79,936

その他 87,618

小計 566,716

利息及び配当金の受取額 572

利息の支払額 △43,364

法人税等の支払額 △39,829

営業活動によるキャッシュ・フロー 484,094

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △6,000

有形固定資産の取得による支出 △47,821

有形固定資産の売却による収入 1,100

その他 △15,986

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,708

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 △500,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △326,017

社債の償還による支出 △62,500

配当金の支払額 △806

その他 △139

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,462

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 325,854

現金及び現金同等物の期首残高 1,339,741

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,665,595



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四

半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

 

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
飲食事業
（千円）

文化事業
（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 2,896,983 568,149 3,465,133 － 3,465,133

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,896,983 568,149 3,465,133 － 3,465,133

営業利益 447,638 65,362 513,001 (245,870) 267,131

（注）１.　事業区分の方法

　　　　　事業は形態別を考慮して区別しております。

　　２.　会計処理の方法の変更

　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「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」４.（３）２に記載のとお

り、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18

年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、文

化事業で925千円減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,261,787

Ⅱ　売上原価 1,465,948

売上総利益 1,795,839

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,604,851

営業利益 190,988

Ⅳ　営業外収益 2,226

Ⅴ　営業外費用 52,256

経常利益 140,957

税金等調整前四半期純利益 140,957

税金費用 56,000

四半期純利益 84,957

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前年同四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、記載しておりません。

（３）セグメント情報

　　　　　前年同四半期はセグメント情報を作成していないため、記載しておりません。
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