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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 41,242 ― 1,289 ― 478 ― 102 ―

20年3月期第3四半期 44,110 0.7 1,764 ― 986 ― 158 ―

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3四半期 1.00 0.70
20年3月期第3四半期 1.55 1.07

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3四半期 102,138 35,536 34.8 200.34
20年3月期 102,759 35,481 34.5 199.73

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  35,532百万円 20年3月期  35,473百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 56,000 △4.1 2,000 △17.3 1,000 △27.0 500 65.0 4.88

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、３ページ【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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・ 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。 
・ 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当社グループで判断したものです。予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれら
の予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  102,716,515株 20年3月期  102,716,515株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  229,759株 20年3月期  209,788株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  102,496,232株 20年3月期第3四半期  102,516,883株
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的規模の金融不安、

円高による企業収益・雇用情勢の悪化等により、個人消費をはじめとし景気が著しく後退いたしました。

ホテル業界にとりましても、競争がより一層激化するなど厳しい業務環境が続いております。このよう

な状況のもと、当社グループでは競争力を強化するため、積極的な設備投資やサービス向上などグループ

をあげて営業強化を図っております。  

特に、平成20年5月には有力シティホテルである株式会社ホテルオークラと戦略的業務提携で合意し、

その第一歩として宿泊業務の販売促進のためのマーケティング業務を統合するために合弁子会社を設立

し、お客様の利便性の向上と業界でのプレゼンス強化を推進しております。また、平成20年10月にリーガ

ロイヤルホテル（大阪）では、京阪電鉄中之島線の開通に合わせて、地下通路でホテルと駅とを直結した

ことにより利便性が格段に増しました。 

しかしながら、旗艦ホテルであるリーガロイヤルホテル（大阪）において、前年同期間の好業績に寄与

した大型学会及び世界陸上大阪大会等の特殊要因を補いきれず、また、グループホテルにおいても消費マ

インドの冷え込み等景気後退の影響を強く受けて売上が伸び悩みました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は41,242百万円と前年同期比2,867百万円（6.5%）の減収と

なりました。売上高の減少に伴い、営業利益1,289百万円（前年同期比475百万円減）、経常利益478百万

円（前年同期比507百万円減）、四半期純利益102百万円（前年同期比56百万円減）と前年同期と比べて減

益になりました。 

  

総資産は前連結会計年度末に比べ621百万円減少し102,138百万円となりました。内訳では流動資産が同

393百万円増加し7,769百万円となりました。これは売掛金が増加したこと等によります。固定資産は同

991百万円減少して94,354百万円となりました。これは有形固定資産が減少したこと等によります。  

負債合計は前連結会計年度末に比べ675百万円減少し66,602百万円となりました。内訳では流動負債が

同385百万円増加し9,349百万円となりました。これは買掛金が増加したこと等によります。固定負債は同

1,061百万円減少し57,253百万円となりました。これは借入金の返済等によります。  

純資産は前連結会計年度末に比べ54百万円増加し35,536百万円となりました。これは四半期純利益の計

上等によります。 

  

なお、前年同期比は参考として記載いたしております。 

  

平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表いたしました連結業績予想に

変更はありません。なお、実際の業績はさまざまな要因によって予想数値とは異なる可能性があります。

  

【定性的情報・財務諸表等】

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

㈱ロイヤルホテル（9713）平成21年３月期　第３四半期決算短信

2



該当事項はありません。 
  

当社グループは、次のとおり簡便な会計処理を行っております。 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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。  

  

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、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し

ています。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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ので、前連結会計年度決算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しています。 

  

① 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。 

  

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「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 企業会計基準第

９号）を第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。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と

して計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更による影響は軽微であります。 

  

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)

(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

(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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,405 2,656

売掛金 3,868 3,221

有価証券 10 70

原材料及び貯蔵品 700 497

その他 808 953

貸倒引当金 △22 △24

流動資産合計 7,769 7,375

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 102,496 103,369

減価償却累計額 △53,908 △53,576

建物及び構築物（純額） 48,588 49,792

土地 27,245 27,245

その他 8,414 9,114

減価償却累計額 △6,156 △7,020

その他（純額） 2,258 2,093

有形固定資産合計 78,091 79,131

無形固定資産 233 230

投資その他の資産   

差入保証金 15,132 15,121

その他 1,051 1,014

貸倒引当金 △154 △153

投資その他の資産合計 16,029 15,983

固定資産合計 94,354 95,345

繰延資産 15 38

資産合計 102,138 102,759
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,954 1,684

短期借入金 3,050 2,751

未払法人税等 87 164

賞与引当金 91 387

その他 4,164 3,975

流動負債合計 9,349 8,963

固定負債   

長期借入金 44,943 46,014

退職給付引当金 5,294 5,276

商品券回収損引当金 127 120

その他 6,888 6,903

固定負債合計 57,253 58,314

負債合計 66,602 67,278

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,102 18,102

資本剰余金 14,980 14,980

利益剰余金 403 301

自己株式 △48 △43

株主資本合計 33,437 33,340

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 13

繰延ヘッジ損益 △274 △252

土地再評価差額金 2,371 2,371

評価・換算差額等合計 2,094 2,133

少数株主持分 4 7

純資産合計 35,536 35,481

負債純資産合計 102,138 102,759

㈱ロイヤルホテル（9713）平成21年３月期　第３四半期決算短信

5



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 41,242

売上原価 11,300

売上総利益 29,942

販売費及び一般管理費  

水道光熱費 2,155

人件費 13,912

諸経費 12,585

販売費及び一般管理費合計 28,653

営業利益 1,289

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 2

債務勘定整理益 22

その他 66

営業外収益合計 104

営業外費用  

支払利息 849

その他 65

営業外費用合計 914

経常利益 478

特別利益  

建設協力金受入額 47

特別利益合計 47

特別損失  

固定資産除却損 402

特別損失合計 402

税金等調整前四半期純利益 123

法人税、住民税及び事業税 24

少数株主損失（△） △3

四半期純利益 102
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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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 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) 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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「参考資料」

 (要約) 前第３四半期連結損益計算書

 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 44,110

Ⅱ 売上原価 12,126

   売上総利益 31,984

Ⅲ 販売費及び一般管理費 30,219

   営業利益 1,764

Ⅳ 営業外収益 126

Ⅴ 営業外費用 905

   経常利益 986

Ⅵ 特別利益 28

Ⅶ 特別損失 819

   税金等調整前四半期純利益 195

  法人税、住民税及び事業税 23

  少数株主利益 13

   四半期純利益 158

㈱ロイヤルホテル（9713）平成21年３月期　第３四半期決算短信

8



 部門別売上実績 

           （単位 金額：百万円、構成比％） 

 
  

6. その他の情報

 生産、受注及び販売の状況

部    門

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  

   至 平成20年12月31日）

金 額 構成比

客    室 7,803 18.9

宴    会 14,887 36.1

食    堂 9,764 23.7

そ の 他 7,578 18.4

ホテル事業計 40,033 97.1

その他の事業 1,209 2.9

合    計 41,242 100.0 
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