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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 8,012 ― 32 ― 86 ― △65 ―

20年3月期第3四半期 8,736 △0.5 355 1.0 374 △1.0 167 14.7

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 △1.93 ―

20年3月期第3四半期 4.92 ―

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 13,406 7,922 59.1 236.75
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3四半期  7,922百万円 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  有  
 

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 10,800 △7.7 100 △81.1 200 △63.4 30 △78.9 0.90

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、４ページ【定期的状況・財務状況等】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、４ページ【定期的状況・財務状況等】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11月12日発表の連結業績予想は、本資料において修正しております。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 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  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3四半期  1,175,779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3四半期  34,009,011株 20年3月期第3四半期  34,157,690株



(参考)

平成21年３月期の個別業績予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　有

経常利益 当期純利益売　上　高 営業利益

(％表示は対前期増減率)

銭

30 0.90

％ 円百万円 ％

当期純利益
１株当たり

△63.5 △74.8100 200

百万円

通　期

百万円 ％

10,330

百万円％

△8.4 △80.3



【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 
当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、前年度末に霞が関東京會舘と一部営業
所を閉鎖したことによる影響や景気の減速による消費マインドの冷え込みなどにより売上げが
伸び悩みました。 
宴会部門のうち、婚礼につきましては、ブライダルフェアの開催頻度を高めるとともに、内
容の充実、ホームページの婚礼情報の刷新など、受注確保に積極的に取り組みました結果、受
注が大幅に伸びるなど明るい兆しが見えるものの、これが売上げに反映されるのは来期となり、
売上高は前年実績にはおよびませんでした。一般宴会は前述の営業所閉鎖による影響や米国発
の金融危機による世界景気の減速により企業・団体などの大型宴会の受注が伸び悩み苦戦を強
いられました。 
食堂部門は、宴会部門同様、営業所閉鎖の影響や企業の接待利用の低迷などの影響により売
上げは落ち込みました。 
この結果、連結売上高は 8,012 百万円となりました。経費面では、原価管理の徹底と諸経費
の削減、業務全般の効率化を図りましたが、前年度末の株式相場の大幅下落による退職給付費
用の増加と売上の減少等により、連結営業利益 32百万円、連結経常利益 86百万円、これに営
業所閉鎖に伴う受取補償金 120 百万円と、固定資産除却損や投資有価証券評価損等をそれぞれ
特別利益・損失として処理した結果、連結四半期純損失65百万円となりました。 
 
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 695百万円（4.9%）減少して、13,406百万円となりました。
流動資産は同 86百万円(3.4%)減少の 2,434百万円、固定資産は同 607百万円（5.2%）減少の
10,971百万円となりました。 
 流動資産減少の主な要因は、現金及び預金が 929百万円減少し、有価証券が 699百万円増加
したことなどによるものです。 
 固定資産のうち有形固定資産は、138百万円減少の7,747百万円となり、その主な要因は本舘
客用エレベーターの改修などで 339百万円増加し、減価償却実施額や、資産の除却などで 478
百万円減少したことなどによるものです。 
 投資その他の資産は、468百万円減少し3,216百万円となり、その主な要因は投資有価証券が
325百万円減少し、霞が関東京會舘閉鎖による保証金が 120百万円減少したことなどによるも
のです。 
負債合計は、前連結会計年度末比26百万円（0.5%）減少の5,483百万円となりました。流動
負債は同323百万円（15.2%）減少の1,799百万円、固定負債は同296百万円（8.8%）増加の
3,684百万円となりました。 
 流動負債減少の主な要因は、未払法人税等 89百万円、賞与引当金 101百万円などが減少し、
預り保証金を長期預り保証金へ352百万円振替えたことによるものです。 
 固定負債増加の主な要因は、上記の長期預り保証金への振替によるものです。 
純資産合計は、前連結会計年度末比669百万円（7.8%）減少して7,922百万円となりました。
その主な要因は自己株式の増加249百万円、四半期純損失65百万円、剰余金の配当85百万円、
その他有価証券評価差額金268百万円の減少などによるものです。 

 
 



３．連結業績予想に関する定性的情報 
  当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、
平成20年11月12日に発表いたしました平成21年３月期の連結業績予想を以下のとおり修正い
たしました。 

  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 

前回発表予想（Ａ） 
（平成20年11月12日発表） 

百万円 
11,060 

百万円 
260 

百万円 
350 

百万円 
130 

円 銭 
3.81 

今回修正予想（Ｂ） 10,800 100 200 30 0.90 
増減額（Ｂ－Ａ） △260 △160 △150 △100 ― 
増減率（％） △2.4 △61.5 △42.9 △76.9 ― 
（参考）前期実績 11,700 528 545 142 4.16 
 
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。 

  
(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。この変更に伴う当第３四半期連結
累計期間の損益に与える影響はありません。 
 
棚卸資産の評価方法について、従来、先入先出法によっておりましたが、原材料・貯蔵品に
ついては、第２四半期連結会計期間より移動平均法に変更いたしました。 
この変更は、棚卸資産の調達方法および在庫管理を合理化するための施策の一環として、原
材料等の受け入れ原価および払出原価をその都度、適時に把握する事を可能にし、もって月次
損益および期間損益をより迅速かつ適正に算出するため、受払管理に新たなシステムを導入し
た事に鑑み、原材料・貯蔵品の棚卸資産の評価方法を先入先出法から移動平均法に変更したも
のであります。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影
響は軽微であります。 

 
 
 



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 469,042 1,398,368 
売掛金 798,315 726,655 
有価証券 699,297 － 
商品及び製品 38,777 49,672 
仕掛品 6,436 3,818 
原材料及び貯蔵品 101,139 84,340 
繰延税金資産 161,276 121,062 
その他 163,083 139,574 
貸倒引当金 △2,802 △2,430 

流動資産合計 2,434,566 2,521,061 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 4,036,831 4,123,867 
機械装置及び運搬具（純額） 151,438 163,102 
工具、器具及び備品（純額） 476,087 516,283 
土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,747,439 7,886,336 

無形固定資産   
電話加入権 6,790 7,012 
無形固定資産合計 6,790 7,012 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,025,297 1,350,929 
繰延税金資産 1,324,489 1,301,408 
その他 871,370 1,037,323 
貸倒引当金 △4,200 △4,340 

投資その他の資産合計 3,216,957 3,685,321 

固定資産合計 10,971,187 11,578,670 
繰延資産   
開発費 740 2,715 
繰延資産合計 740 2,715 

資産合計 13,406,494 14,102,447 



（単位：千円）

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 309,566 272,151 
短期借入金 370,000 370,000 
未払金 542,675 414,586 
未払法人税等 14,571 103,727 
賞与引当金 80,620 182,100 
店舗閉鎖損失引当金 47,000 － 
その他 435,225 780,648 
流動負債合計 1,799,659 2,123,213 

固定負債   
退職給付引当金 3,134,760 3,195,234 
役員退職慰労引当金 － 191,959 
その他 549,410 － 

固定負債合計 3,684,170 3,387,193 

負債合計 5,483,829 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 921,267 1,072,382 
自己株式 △441,323 △191,902 

株主資本合計 7,834,226 8,234,763 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 88,437 357,277 
評価・換算差額等合計 88,437 357,277 

純資産合計 7,922,664 8,592,040 

負債純資産合計 13,406,494 14,102,447 



(2)【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）

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 8,012,216 
売上原価 7,069,731 
売上総利益 942,484 
販売費及び一般管理費  
給料及び手当 393,228 
賞与引当金繰入額 23,168 
役員退職慰労引当金繰入額 3,989 
その他 489,299 
販売費及び一般管理費合計 909,685 

営業利益 32,799 
営業外収益  
受取利息 5,073 
受取配当金 18,460 
生命保険配当金 27,203 
その他 12,839 
営業外収益合計 63,576 

営業外費用  
支払利息 5,249 
開発費償却 1,975 
コミットメントフィー 2,062 
その他 217 
営業外費用合計 9,504 

経常利益 86,871 
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 130,024 
固定資産処分損 15,925 
減損損失 15,651 
投資有価証券評価損 25,838 
店舗閉鎖損失引当金繰入額 47,000 
役員退職慰労金 28,321 
特別損失合計 262,760 

税金等調整前四半期純損失（△） △55,889 

法人税、住民税及び事業税 10,744 
法人税等調整額 △896 

法人税等合計 9,848 

四半期純損失（△） △65,737 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

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) 

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損失（△） △55,889 
減価償却費 332,470 
減損損失 15,651 
繰延資産償却額 1,975 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △60,474 
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） △101,480 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 47,000 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 232 
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 △23,533 
支払利息 5,249 
支払手数料 2,062 
投資有価証券評価損益（△は益） 25,838 
有形固定資産除却損 130,024 
その他の特別損益（△は益） △120,000 
売上債権の増減額（△は増加） △71,659 
たな卸資産の増減額（△は増加） △8,575 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,319 
仕入債務の増減額（△は減少） 37,415 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △308,608 
その他 355,721 
小計 187,052 

利息及び配当金の受取額 22,015 
利息の支払額 △5,079 
その他の収入 120,000 
法人税等の支払額 △87,452 

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,536 

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 △430,000 
定期預金の払戻による収入 200,000 
有価証券の取得による支出 △698,131 
投資有価証券の取得による支出 △31,449 
有形固定資産の取得による支出 △260,493 
貸付けによる支出 △8,600 
貸付金の回収による収入 8,614 
敷金及び保証金の差入による支出 △3,200 
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 △49,055 
保険積立金の払戻による収入 90,338 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,061,189 



（単位：千円）

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) 

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 △249,421 
配当金の支払額 △85,251 

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,672 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,159,325 

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 239,042 



  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。 



8,736,892

7,434,480

1,302,412

946,915

355,496

34,757
19,138
15,618

15,542
5,200
10,342

374,711

12,538

16,721

370,527
202,585
167,942

【参考】

売 上 原 価

科 　  目

売 上 高

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)

（単  位 ： 千  円）

そ の 他

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

特 別 損 失

法 人 税 等
四 半 期 純 利 益

税金等調整前四半期純利益

（単位未満切り捨て）

 （要約）前四半期連結損益計算書

特 別 利 益

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

経 常 利 益
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