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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,549 ― 180 ― 113 ― 87 ―
20年3月期第3四半期 3,929 △3.2 304 2.9 228 4.0 151 △7.0

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 8.43 ―
20年3月期第3四半期 14.48 ―

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 7,818 1,336 17.1 70.56
20年3月期 8,179 1,272 15.6 63.00

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,336百万円 20年3月期  1,272百万円

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  

２.上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(Ａ種優先株式)の配当の状況については、 
２ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。  

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）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 4,690 △7.7 200 △41.8 95 △60.8 100 △36.9 9.58

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。］ 

(2) 四半期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【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。］ 

(3) 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 
１.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期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3四半期  10,453,920株 20年3月期  10,453,920株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  15,169株 20年3月期  14,321株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  10,439,349株 20年3月期第3四半期  10,441,090株
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種類株式の配当の状況 

   普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る 1 株当たり配当金の内訳及び配当金総額は下記のとおりです。 

    

 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 

Ａ種優先株式 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

20 年 3 月期 ― 0.00 ― 11.94 11.94 

21 年 3 月期 ―     0.00   11.00 

21 年 3 月期 

(予想) 

 
― ― 11.00 11.00 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１.経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発し、株式市場は混乱

し、原油等は落着きを見せてきたものの、急速な円高の進行で、国内企業は規模の大小問わず業績が

悪化、更に、個人消費もリストラ等の影響を受け低迷し、景気は大幅に落込んでまいりました。 
一方、リゾートホテル業界におきましても、世界的な景気の悪化による国内企業の業績低迷で法人･

個人需要ともに停滞し、一段と厳しい状況が続いております。また、レストラン業界も法人需要の低

迷と更なる消費者の節約志向等の影響で厳しさは依然として続いております。 
そのような中で当社は、第 3 次中期経営改善計画の柱である販売力強化に努め、インターネットを

媒介とする販路の拡大、バンケット部門の強化等に注力し、更に、ホテル西長門リゾートの客室を全

面改装し稼働率の向上に努めました。しかしながら、ビジネスホテルが企業の業績低迷の影響をうけ

る厳しい環境にありました。 
その結果、売上高は 3,549 百万円、営業利益 180 百万円、経常利益 113 百万円、四半期純利益 87

百万円となりました。 
 

２.財政状態に関する定性的情報 

 （1）資産、負債及び純資産の状況 

  第 3 四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ 360 百万円減少しました。主な要因は、流

動資産では現金及び預金の減少 110 百万円、固定資産では土地の減少 123 百万円などによるものであ

ります。 
    負債総額は、前事業年度末に比べ 425 百万円減少しました。主な要因は、流動負債では未払金の減

少 191 百万円、固定負債では社債の減少 100 百万円などによるものであります。 
  純資産は、前事業年度末に比べ 64 百万円増加し、1,336 百万円となりました。 

 

 （2）キャッシュ･フローの状況 

  第 3 四半期における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ 110 百万円減少し、504
百万円となりました。第 3 四半期における各キャッシュ･フローは次のとおりであります。 
  営業活動によるキャッシュ･フローは、税引前当期純利益に、減価償却費、固定資産売却損等の計

上により 377 百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ･フローは、有形固定資

産の取得等により 302 百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ･フローは、借

入金の返済及び社債の償還により 186 百万円の支出となりました。 
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３.業績予想に関する定性的情報 

現時点における通期の予想につきましては、平成 20 年 11 月７日付にて公表いたしました業績予想

に変更はありません。 
 

４.その他 

（1）簡便な会計処理及び四半期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３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと比べ著しい変化が 

  ないと認められるため、前事業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）四半期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 

   ①当事業年度より「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、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

   ②｢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

当第１四半期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

更しております。 

 これによる損益への影響はありません。 

 

（追加情報） 

 平成 20 年度の法人税の改正に伴い、機械及び装置については、従来耐用年数を７年としておりま

したが、第１四半期会計期間より 13 年に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び四半期純利益は、それぞれ 1,677 千円増加しております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 504,053 614,355

受取手形及び売掛金 166,358 205,827

有価証券 10,000 10,000

商品 － 4,148

原材料 27,164 17,053

貯蔵品 40,524 36,211

未収入金 9,142 16,202

その他 82,191 101,120

貸倒引当金 △2,028 △6,601

流動資産合計 837,406 998,318

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,605,001 12,565,572

減価償却累計額 △7,891,013 △7,764,375

建物（純額） 4,713,988 4,801,196

構築物 546,039 554,872

減価償却累計額 △459,964 △466,480

構築物（純額） 86,075 88,392

機械及び装置 266,608 261,871

減価償却累計額 △230,357 △235,520

機械及び装置（純額） 36,250 26,350

車両運搬具 51,859 51,859

減価償却累計額 △49,185 △49,014

車両運搬具（純額） 2,674 2,845

工具、器具及び備品 980,282 970,021

減価償却累計額 △838,144 △849,372

工具、器具及び備品（純額） 142,138 120,649

土地 1,087,708 1,210,783

リース資産 9,684 －

減価償却累計額 △823 －

リース資産（純額） 8,860 －

建設仮勘定 － 19,700

有形固定資産合計 6,077,696 6,269,917

無形固定資産 42,311 25,145

投資その他の資産   

投資有価証券 111,475 124,654

差入保証金 409,279 409,285

保険積立金 290,989 288,996

その他 48,520 57,144

貸倒引当金 △7,008 △8,135

投資その他の資産合計 853,256 871,945

固定資産合計 6,973,264 7,167,008

繰延資産   

社債発行費 8,128 14,120

繰延資産合計 8,128 14,120

資産合計 7,818,799 8,179,448
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 142,503 129,258

短期借入金 3,635,450 3,652,550

1年内返済予定の長期借入金 179,200 179,200

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払金 35,744 227,226

未払費用 242,350 222,177

未払法人税等 9,996 14,709

未払消費税等 19,712 791

賞与引当金 17,777 35,802

その他 105,283 151,937

流動負債合計 4,588,019 4,813,652

固定負債   

社債 500,000 600,000

長期借入金 462,950 517,550

繰延税金負債 12,974 19,062

退職給付引当金 99,485 90,010

役員退職慰労引当金 60,534 54,144

長期預り保証金 751,960 806,345

その他 6,350 6,650

固定負債合計 1,894,254 2,093,761

負債合計 6,482,273 6,907,414

純資産の部   

株主資本   

資本金 626,761 626,761

資本剰余金 498,588 498,588

利益剰余金 195,426 121,791

自己株式 △3,311 △3,112

株主資本合計 1,317,464 1,244,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,061 28,005

評価・換算差額等合計 19,061 28,005

純資産合計 1,336,525 1,272,033

負債純資産合計 7,818,799 8,179,448
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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

営業収益 3,549,727

営業費用 3,369,551

営業利益 180,176

営業外収益  

受取保険金 10,631

その他 10,873

営業外収益合計 21,504

営業外費用  

支払利息 75,232

その他 13,279

営業外費用合計 88,512

経常利益 113,168

特別利益  

店舗移転補償金 88,406

貸倒引当金戻入額 2,548

特別利益合計 90,954

特別損失  

固定資産売却損 81,497

固定資産除却損 27,414

特別損失合計 108,912

税引前四半期純利益 95,209

法人税、住民税及び事業税 7,247

法人税等合計 7,247

四半期純利益 87,962
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 95,209

減価償却費 204,002

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,699

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,024

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,475

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,390

支払利息 69,235

社債利息 5,997

社債発行費償却 5,991

固定資産売却損益（△は益） 81,497

固定資産除却損 18,833

売上債権の増減額（△は増加） 39,469

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,275

前払費用の増減額（△は増加） 3,462

未収入金の増減額（△は増加） 7,060

仕入債務の増減額（△は減少） 13,245

未払金の増減額（△は減少） △16,638

未払費用の増減額（△は減少） 18,297

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,260

前受金の増減額（△は減少） △38,110

預り金の増減額（△は減少） △8,639

預り保証金の増減額（△は減少） △54,385

その他の固定負債の増減額（△は減少） △300

その他 3,252

小計 448,607

利息及び配当金の受取額 1,102

利息の支払額 △61,929

法人税等の支払額 △9,802

営業活動によるキャッシュ・フロー 377,978

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △346,038

固定資産の売却による収入 41,576

投資有価証券の取得による支出 △1,099

差入保証金の差入による支出 △338

その他の支出 △1,993

その他の収入 5,837

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,054
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

短期借入金の純増減額（△は減少） △17,100

長期借入金の返済による支出 △54,600

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △198

配当金の支払額 △14,328

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,302

現金及び現金同等物の期首残高 614,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 504,053

㈱鴨川グランドホテル（9695）平成21年３月期 第３四半期決算短信
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  当事業年度より「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方針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期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）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。 
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[参考資料] 
 前年同四半期に係る財務諸表 
（1）(要約)前四半期損益計算書 
 

前第３四半期累計期間 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日）科 目 

金 額 （千円） 

  

Ⅰ 営 業 収 益 3,929,909

Ⅱ 営 業 費 用 3,625,894

  営 業 利 益 304,015

Ⅲ 営 業 外 収 益 17,781

Ⅳ 営 業 外 費 用 93,735

  経 常 利 益 228,061

Ⅴ 特 別 損 失 69,498

  税引前四半期純利益 158,563

  法人税、住民税及び事業税 7,389

  四 半 期 純 利 益 151,173
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（2）(要約)前四半期キャッシュ・フロー計算書 
                            
 

 
前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

区  分 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税引前四半期純利益 158,563 

  減価償却費 202,534 

  売上債権の減少・増加(△)額 △26,697 

  仕入債務の増加・減少(△)額 18,717 

  その他 △4,069 

   小計 349,048 

  利息の支払額 △64,678 

  その他 △8,302 

営業活動によるキャッシュ・フロー  276,067 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  有形固定資産取得による支出 △100,176 

  差入保証金に係る支出 △225 

  差入保証金の回収による収入 156,186 

  その他 13,838 

投資活動によるキャッシュ・フロー 69,623 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の増加・減少(△)額(純額) △27,700 

  長期借入金の返済による支出 △63,000 

    社債の償還による支出 △100,000 

  自己株式の取得による支出(純額) △427 

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,127 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額・減少(△)額 154,562 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 539,018 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 693,581 
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