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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） 

 

(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 2,782 ― 160 ― 205 ― 97 ―

20年3月期第1四半期 2,992 △1.6 233 △9.9 248 △10.8 150 △6.3

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 2.85 ―

20年3月期第1四半期 4.41 ―

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 14,273 8,668 60.7 253.84
20年3月期 14,102 8,592 60.9 251.59

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,668百万円 20年3月期  8,592百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2.50 2.50

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 5,180 ― △100 ― △70 ― △100 ― △2.93

通期 11,280 △3.6 320 △39.4 370 △32.2 150 5.5 4.39

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、３ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧下さい。]  

(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、３ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧下さい。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成20年5月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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。 
・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。  

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  34,639,434株 20年3月期  34,639,434株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  489,534株 20年3月期  488,259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  488,705株 20年3月期第1四半期  476,418株



【定性的情報・財務情報等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループの第 1 四半期の業績は、積極的に営業活動を展開いたしましたが、昨年度末に

霞が関東京會舘と一部施設の閉鎖による影響で売上高は前年同期比減収となりました。 
 宴会部門については、同業他社との受注競争がますます激しくなる状況下、全社をあげて企

業、団体への積極的なセールス活動を展開したものの、前記の閉鎖店舗分の売上げの減少及び

法人関連の宴会受注が伸び悩み、前年同期実績を下回りました。 
食堂部門についても宴会部門同様、閉鎖店舗の売上げの減少や景気減速による法人、個人需

要の低迷などにより既存店の売上げが伸び悩み前年同期比で減少となりました。 
この結果、当第１四半期の連結売上高は2,782百万円（前年同期比7.0%減）となり、経費面

では、原材料の高騰が続くなか、原価管理の一層の徹底と諸経費の削減を推し進めましたが、

退職給付費用の増加などもあり営業利益は160百万円（前年同期比31.3%減）、経常利益は205
百万円（前年同期比 17.5%減）となりました。これに前述の営業所閉鎖に伴う特別利益の受取

補償金 120 百万円、特別損失の固定資産除却損 112 百万円などを計上し、連結四半期純利益は

97百万円（前年同期比35.4%減）となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、前連結会計年度末比 171 百万円（1.2％）増加して、14,273 百万円となりました。

流動資産は同 513 百万円（20.4％）増加の 3,034 百万円、固定資産は同 341 百万円（3.0％）減

少の11,236百万円となりました。 
流動資産増加の主な要因は、有価証券が699百万円増加し、現金及び預金が356百万円減少し

たことなどによります。 
固定資産のうち有形固定資産は、196百万円減少の7,689百万円となり、その主な要因は、霞

が関東京會舘閉鎖に伴う有形固定資産の除却112百万円・減価償却実施額109百万円の減少等に

よるものであります。 
投資その他の資産は、145百万円減少の3,540百万円となり、その主な要因は、霞が関東京會

舘閉鎖により保証金が120百万円減少したことなどによります。 
負債合計は、前連結会計年度比94百万円（1.7％）増加の5,605百万円となりました。流動負

債は同 250 百万円（11.8％）減少の 1,873 百万円、固定負債は同 345 百万円（10.2％）増加の

3,732百万円となりました。 
流動負債減少、固定負債増加の主な要因は、預り保証金を長期預り保証金へ354百万円振替え

た事によるものであります。 
純資産合計は、前連結会計年度比76百万円（0.9％）増加して8,668百万円となりました。主

な要因は、四半期純利益の増加、配当金の支払などによるものであります。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成20年５月15日に発表いたし

ました業績予想に変更はございません。 

 

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) 

   該当事項はありません。 

  

(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 

  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算

定しております。 

  

(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 

  「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 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」(企業会計基準委員会 平

成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用して

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。 

 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会基準

第9号）を当第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響

はありません。 



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 1,041,674 1,398,368

売掛金 820,946 726,655

有価証券 699,358 －

商品 16,181 15,028

原材料 53,477 52,291

貯蔵品 33,182 32,049

製品 32,170 30,118

半製品 5,176 4,524

仕掛品 8,326 3,818

繰延税金資産 153,086 121,062

その他 173,936 139,574

貸倒引当金 △2,607 △2,430

流動資産合計 3,034,910 2,521,061

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,953,390 4,123,867

機械装置及び運搬具（純額） 156,721 163,102

工具、器具及び備品（純額） 496,481 516,283

土地 3,083,082 3,083,082

有形固定資産合計 7,689,675 7,886,336

無形固定資産

電話加入権 7,012 7,012

無形固定資産合計 7,012 7,012

投資その他の資産

投資有価証券 1,435,221 1,350,929

繰延税金資産 1,280,300 1,301,408

その他 828,905 1,037,323

貸倒引当金 △4,200 △4,340

投資その他の資産合計 3,540,227 3,685,321

固定資産合計 11,236,915 11,578,670

繰延資産

開発費 2,057 2,715

繰延資産合計 2,057 2,715

資産合計 14,273,883 14,102,447
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（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 269,713 272,151

短期借入金 370,000 370,000

未払金 386,257 414,586

未払法人税等 90,142 103,727

賞与引当金 273,300 182,100

その他 483,796 780,648

流動負債合計 1,873,210 2,123,213

固定負債

退職給付引当金 3,183,785 3,195,234

役員退職慰労引当金 － 191,959

その他 548,410 －

固定負債合計 3,732,195 3,387,193

負債合計 5,605,406 5,510,406

純資産の部

株主資本

資本金 3,700,011 3,700,011

資本剰余金 3,654,271 3,654,271

利益剰余金 1,084,205 1,072,382

自己株式 △192,575 △191,902

株主資本合計 8,245,913 8,234,763

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 422,563 357,277

評価・換算差額等合計 422,563 357,277

純資産合計 8,668,477 8,592,040

負債純資産合計 14,273,883 14,102,447
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(2) 四半期連結損益計算書

（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）

売上高 2,782,164

売上原価 2,343,113

売上総利益 439,050

販売費及び一般管理費

給料及び手当 113,940

賞与引当金繰入額 8,910

役員退職慰労引当金繰入額 3,989

その他 151,810

販売費及び一般管理費合計 278,650

営業利益 160,399

営業外収益

受取利息 1,406

受取配当金 12,685

生命保険配当金 25,857

その他 8,143

営業外収益合計 48,092

営業外費用

支払利息 1,740

開発費償却 658

コミットメントフィー 687

その他 72

営業外費用合計 3,158

経常利益 205,334

特別利益

受取補償金 120,000

特別利益合計 120,000

特別損失

固定資産除却損 112,333

固定資産処分損 9,044

役員退職慰労金 28,321

特別損失合計 149,698

税金等調整前四半期純利益 175,635

法人税、住民税及び事業税 81,319

法人税等調整額 △2,884

法人税等合計 78,434

四半期純利益 97,200
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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）

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 175,635

減価償却費 109,708

繰延資産償却額 658

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,448

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △191,959

賞与引当金の増減額（△は減少） 91,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37

長期未払金の増減額（△は減少） 193,910

受取利息及び受取配当金 △14,092

支払利息 1,740

支払手数料 687

有形固定資産除却損 112,333

売上債権の増減額（△は増加） △94,290

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,684

その他の流動資産の増減額（△は増加） △32,901

仕入債務の増減額（△は減少） △2,437

その他の流動負債の増減額（△は減少） 34,094

小計 362,191

利息及び配当金の受取額 13,460

利息の支払額 △1,755

法人税等の支払額 △82,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 291,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △698,772

投資有価証券の取得による支出 △27,040

有形固定資産の取得による支出 △51,804

貸付けによる支出 △1,900

貸付金の回収による収入 2,956

敷金及び保証金の回収による収入 120,788

保険積立金の積立による支出 △795

保険積立金の払戻による収入 85,282

投資活動によるキャッシュ・フロー △571,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △672

配当金の支払額 △76,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △356,693

現金及び現金同等物の期首残高 1,398,368

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,041,674
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  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 

 

 【事業の種類別セグメント情報】 

  当社グループは、レストラン・宴会事業及びこれらに関連した業務を行う単一セグメントであ

り、事業の種類別セグメントは記載を省略しております。 

 

 【所在地別セグメント情報】 

  在外連結子会社がないため該当項目はありません。 

 

 【海外売上高】 

  海外売上高がないため該当項目はありません。 

 

 (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。 



2,992,984

2,462,717

530,266

296,892

233,374

20,667
10,881
9,785

5,141
1,700
3,441

248,900

12,538

261,438
110,931
150,507

経 常 利 益

特 別 利 益

法 人 税 等
四 半 期 純 利 益

税金等調整前四半期純利益

そ の 他

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

営 業 利 益

営 業 外 収 益
受 取 利 息 ・ 配 当 金

売 上 総 利 益

販売費及び一般管理費

売 上 原 価

売 上 高

( 単 位 ： 千 円 )

(単位未満切り捨て)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年６月30日)

  (要約)前四半期連結損益計算書
「参考資料」
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