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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 54,239 △7.1 1,740 △28.0 655 △52.1 158 △47.6

20年3月期 58,365 0.4 2,416 △0.2 1,369 112.1 303 329.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 1.55 1.09 0.4 0.6 3.2
20年3月期 2.96 2.08 0.9 1.3 4.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △36百万円 20年3月期  △11百万円

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 100,759 35,640 35.4 201.41
20年3月期 102,759 35,481 34.5 199.73

（参考） 自己資本   21年3月期  35,640百万円 20年3月期  35,473百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 4,322 △1,660 △2,627 2,688
20年3月期 4,684 △2,204 △3,920 2,654

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期の配当予想につきましては、業務環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

25,000 △3.8 150 ― △400 ― △600 ― △5.85

通期 53,400 △1.5 2,100 20.7 1,000 52.4 500 214.8 4.88
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  237,784株 20年3月期  209,788株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 36,762 △6.4 1,441 △19.6 914 △35.5 144 △78.0

20年3月期 39,279 2.0 1,792 26.5 1,418 154.1 655 727.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 1.41 0.99
20年3月期 6.40 4.50

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 94,473 35,363 37.4 198.71
20年3月期 97,096 35,211 36.3 197.18

（参考） 自己資本 21年3月期  35,363百万円 20年3月期  35,211百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・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。上記業績予想に関する事項は、「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」の４ページをご覧ください。 

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 
累計期間

16,800 △3.6 50 ― △100 ― △200 ― △1.95

通期 36,200 △1.5 1,500 4.0 950 3.8 600 316.1 5.85
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 ① 当期の経営成績 

当期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安や円高進行等に

より景気の不透明感が増し、特に昨年９月のリーマンブラザース破綻以降は企業業績や雇用情勢の悪化

による個人消費の落ち込み等、実体経済の悪化が顕在化いたしました。  

  ホテル業界におきましても景気後退が大きく影響する中で、ホテル間の競争が一層激化し、当社を取

り巻く環境は極めて厳しいものとなりました。  

 このような中で、当社では、サービスの向上と収益力アップにより競争力を強化するため、様々な取

り組みを行ってまいりました。  

  当期における業績の概況は以下のとおりです。  

＜ホテル事業＞  

（１）昨年５月に、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分野におけるマ

ーケティング業務を統合するために合弁会社を設立しました。宿泊予約業務の統合や共同広告等によ

り、お客様の利便性の向上に努めております。  

（２）昨年９月に、顧客満足（Customer Satisfaction）の一段の向上を図るため、「CS推進統括室」

を新設しました(平成21年４月に「CS・効率化推進室」に組織替え)。グループを挙げてより一層グレー

ドの高い商品とサービスを提供してまいります。  

（３）昨年12月に、新しい収益源を確立するため事業開発部を設立し、ホテル運営受託を柱とする業務

展開を積極的に推進しております。   

（４）旗艦のリーガロイヤルホテル(大阪)では、昨年10月の京阪電鉄中之島線開通に伴い、ホテルと駅

を地下通路で直結させることにより、お客様の利便性が格段に向上いたしました。また、リーガロイヤ

ルホテル東京では、昨年10月に、全客室及び廊下のカーペットをリニューアルいたしました。  

 このように営業強化策を図りましたが、景気後退の影響に加え、旗艦ホテルであるリーガロイヤルホ

テル（大阪）において、前期の業績に寄与した大型学会や世界陸上大阪大会等の特殊要因を補いきれな

かった結果、当連結会計年度のホテル事業の売上高は52,677百万円と、前期比4,142百万円（7.3％）の

減収となりました。  

＜その他の事業＞  

 茨木カンツリー倶楽部食堂、関電会館、住友クラブ食堂などホテル外でレストランの営業を行ってお

り、昨年５月には堂島川ほとりのほたるまちに、カフェ＆バー「リバーサイドテラス」を開業しまし

た。当連結会計年度の売上高は1,561百万円と、前期比16百万円（1.0％）の増収となりました。  

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は54,239百万円と、前期比4,126百万円（7.1％）の減収となり

ました。  

 一方損益面は、売上減による売上総利益の減少が大きく、人件費をはじめとする経費圧縮に努めまし

たものの、経常利益は655百万円と前期比713百万円の減益となりました。特別損益では、特別損失とし

て固定資産除却損472百万円などを計上した結果、当期純利益は158百万円となりました。  

なお、全セグメントの売上高の合計に占めるホテル事業の割合が90％を超えるため、事業別のセグメ

ント情報の記載を省略しています。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、金融危機の深刻化や景気の下振れリスクなど引き続き厳しい経済環境

が続くものと予想されます。ホテル業界におきましても、個人消費の伸び悩みや企業業績の悪化に伴う

ホテル需要の低迷など依然厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

このような状況下において、当社及びグループホテルは、お客様の新たなニーズに応え、魅力ある商

品作りとサービスの提供を目指してまいります。話題性のある商品提供やマーケットに即した価格設定

ならびにタイムリーな広報・宣伝を行うことで、お客様への訴求力を高め、グループ全体の売上増強に

努めてまいります。更に経費面においても、従来から取り組んでいるＢＰＲ（業務過程見直し）の一層

の推進を図ってまいります。 

以上から、平成22年３月期の業績につきましては、連結売上高53,400百万円（前連結会計年度比

1.5％減）、損益面では、営業利益2,100百万円（前連結会計年度比20.7％増）、経常利益1,000百万円

（前連結会計年度比52.4％増）、当期純利益500百万円（前連結会計年度比214.8％増）を見込んでおり

ます。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,000百万円減少し、100,759百万円となりま

した。内訳では流動資産が同349百万円減少し7,026百万円、固定資産は同1,620百万円減少して93,724

百万円となりました。  

 固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末比1,649百万円減少し77,481百万円となりまし

た。これは投資による有形固定資産の取得が1,657百万円ありましたものの、減価償却費を2,884百万円

計上したことが主因であります。  

 投資その他の資産は、前連結会計年度末比34百万円増加し16,017百万円となりました。これは関係会

社株式の取得により42百万円増加したこと等によります。   

 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,159百万円減少し、65,119百万円となり

ました。これは借入金が1,493百万円減少したことが主因であります。  

  当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ158百万円増加し、35,640百万円となりまし

た。これは当期純利益が158百万円であったことが主因であります。これにより自己資本比率は前連結

会計年度末の34.5％から35.4％となり、１株当たりの純資産は、前連結会計年度末の199.73円から

201.41円となりました。  

  

(2) 財政状態に関する分析

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成21年３月期決算短信
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② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による資金の増加が

投資活動及び財務活動による資金の減少を上回ったため、前連結会計年度末と比べ34百万円増加し、

2,688百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動により得られた資金は、前連結会計年度と比べ362百万円減少し、

4,322百万円となりました。  

 これは主に、税金等調整前当期純利益の減少によるものであります。  

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の投資活動により使用した資金は前連結会計年度と比べ543百万円減少し1,660百

万円となりました。  

 当連結会計年度の主な支出は有形固定資産の取得による支出1,577百万円であります。  

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、前連結会計年度と比べ1,292百万円減少の

2,627百万円となりました。  

 これは主に、長期借入による収入1,300百万円があった一方、長期借入金の返済及び利息の支払等

により使用した資金が3,906百万円であったことによるものであります。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息

の支払額を使用しております。 

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 5.8 4.2 33.1 34.5 35.4

時価ベースの自己資本比率
(％)

11.3 20.4 30.7 28.6 19.8

債務償還年数(年) 21.1 14.6 11.3 10.4 10.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

3.0 3.7 4.8 4.2 3.9
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当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、事業年度

の利益に応じて安定的な配当を継続することを基本方針としております。剰余金の配当は、中間配当及

び期末配当の年２回を基本方針としております。当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めて

おり、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

  当期末の繰越利益剰余金は183百万円となりましたが、誠に遺憾ながら当期に関しては無配とさせて

いただきます。  

 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとすることとしております。  

  

当社グループでは、事業展開においてリスク要因となり、経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性

があると考えられる主な項目を以下の通り認識しております。 

① 景気、海外情勢等 

当社グループの経営成績は、食堂・婚礼等においては一般消費者の影響を、また宴会などでは企業業

績の動向などの影響を受けやすい他、宿泊では国際紛争や流行疾患などによる旅行客の動向にも影響を

受ける可能性があります。 

② 食中毒 

当社グループは食事の提供と食品の販売を行っており、新たな病原菌や管理の瑕疵等により食中毒が

発生した場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

③ 施設の毀損、劣化 

当社グループは、事業用に相応の固定資産を必要とします。従って地震、火災等の災害の影響を受け

る可能性があります。 

④ 金利動向 

当社グループは、初期投資を必要とする業態であることから外部負債の依存度が高く、金利動向の影

響を受ける可能性があります。 

⑤ 投融資 

当社グループは、国内各地でホテル展開を行っていますが、個別ホテルの業績動向によっては、グル

ープの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

⑥ 減損会計 

将来における地価の動向や収益状況によっては、減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループは当社及び子会社10社及び関連会社２社で構成され、内外顧客の宿泊・料理飲食・貸席

等を中心とするホテル事業を経営する会社、及びホテル附帯事業を経営する会社で構成され、当社がそ

の子会社、及び関連会社の経営指導を実施しながら事業活動の展開をしております。   

 その主な事業内容と当社グループの事業に係わる各社の位置づけについては、次のとおりでありま

す。 

  

（1）当社グループの事業に係わる各社の位置づけ 

 ① ホテル事業 

 （ホテル事業の経営） 

当社（リーガロイヤルホテル(大阪)、リーガロイヤルホテル京都、リーガロイヤルホテル東京）及

び㈱リーガロイヤルホテル広島、㈱リーガロイヤルホテル小倉、㈱リーガロイヤルホテル新居浜、㈱

東京ロイヤルホテル、㈱リーガ中之島イン、㈱広島エアポートホテル、ブリヂストン・リーガ㈱の８

社は10ホテルを経営しております。 

 （ホテル附帯事業の経営） 

㈱アール・ピー・ビルディング、中之島サービス㈱、㈱リーガフーヅ北九州はホテルに附帯する各

種事業を経営しております。なお、広島サービス㈱は平成21年３月９日に清算結了致しました。 

  ② その他の事業 

ホテル外に展開しております茨木カンツリー倶楽部食堂、関電会館、住友クラブ食堂等の９ヵ店の

営業をおこなっております。 

  

  (注) 上記の他、その他の関係会社として株式会社森トラスト・ホールディングス、森トラスト株式会社がありま

す。 

  

2. 企業集団の状況
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（2）事業の系統図（主たる会社） 
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（3）関係会社の状況 

 
  

 (注) 1．主要な事業の内容欄には、事業の種類の名称を記載しています。 

    2. 議決権の所有割合欄の( )は内書で間接所有(被所有)であります。  

    3. ㈱リーガロイヤルホテル小倉及び㈱リーガフーヅ北九州の持分は100分の50以下ですが、実 

     質的に支配しているため子会社としたものであります。   

    4. * は特定子会社であります。 

    5．広島サービス㈱は、平成21年３月９日に清算結了致しました。 

  

名    称 住  所
資本金

又は出資金
（百万円）

主要な事業 
の内容

議決権の所有
(被所有)割合

（％）

（連結子会社）

(株)リーガロイヤルホテル広島 広島市 3,000 ホテル事業    51.2

* 中区

(株)リーガロイヤルホテル小倉 北九州市 3,000 ホテル事業    41.1

* 小倉北区

(株)リーガロイヤルホテル新居浜 愛媛県 4,100 ホテル事業    64.1

* 新居浜市  (13.4)

(株)東京ロイヤルホテル 東京都 49 ホテル事業    100.0

千代田区 (27.3)

(株)リーガ中之島イン 大阪市 10 ホテル事業    100.0

西区

(株)アール・ピー・ビルディング 大阪市 230 ホテル事業    100.0

北区

中之島サービス(株) 大阪市 10 ホテル事業    100.0

北区

(株)広島エアポートホテル 広島県 10 ホテル事業     80.0

三原市 (80.0)

（持分法適用非連結子会社）

(株)リーガフーヅ北九州 北九州市 20 ホテル事業     47.5

小倉北区 (47.5)

（持分法適用関連会社）

ブリヂストン・リーガ(株) 大阪府 2,000 ホテル事業     20.0

堺市

（その他の関係会社）

(株)森トラスト・ホールディングス 東京都 51 株式保有 被所有40.2

港区 (40.2)

森トラスト(株) 東京都 10,000 都市開発及び 被所有40.2

港区 不動産の所有

・賃貸・管理
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当社は、「誇りうるナンバーワンホテルグループの創造を通じ、社会に貢献すること」を経営の基

本理念としております。そしてお客さまに「感動と満足を提供するホテルとなること」を目指して、

「新規需要の開拓」と「マーケット毎の施策推進」を戦略の柱に、多様なお客さまのニーズに対応し

た商品（サービス）を開発して事業の発展を図ることで「 高級のホテルとしてのブランド」を確立

し、お客さま・株主・従業員などすべての利害関係者が求める「企業価値」を高めていくことを基本

方針としております。 

  

収益力向上を図り、経常利益を増加させることを中期的な経営目標としております。 

  

当社は、より多くのお客様へ「感動と満足」をご提供することを基本に、「新たな商品・サービ

ス」の充実を追求し、「 高級ホテルブランドの確立」を目指して、全社員が一丸となって営業力の

強化を図ってまいります。来年１月にホテル開業75周年を迎えますが、良き伝統とノウハウを受け継

ぎつつ、お客様の新たなニーズに応え、魅力ある商品作りとサービスの提供を目指してまいります。

話題性のある商品提供やマーケットに即した価格設定ならびにタイムリーな広報・宣伝を行うこと

で、お客様への訴求力を高め、グループ全体の売上増強に努めてまいります。 

長年培ってきたブランド力を生かし、ホテル運営受託業務を推進するため、昨年12月に事業開発部

を新設いたし、将来に向けた収益源の拡大を目指します。本年４月には、新体制の下での第１号案件

として沖縄でのホテル運営受託を獲得いたしました。 

また、組織のフラット化とＢＰＲの推進により、サービス力強化と業務効率化を両立させ、効果的

な人員配置を行い、より一層のサービス力強化に努めてまいります。 

更に、リーガロイヤルホテル（大阪）に関しては、京阪電鉄中之島線の開通を含めた中之島西部地

区の再開発が進む過程において、ホテルの果たすべき役割を追求し、新たな将来像を描いてまいりま

す。 

以上の点を経営の課題とし、当社及びグループホテル一丸となって業績の向上に邁進する所存でご

ざいます。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題
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4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,656 2,690 

売掛金 3,221 3,042 

たな卸資産 497 － 

原材料及び貯蔵品 － 473 

その他 ※2 1,024 ※2 833 

貸倒引当金 △24 △12 

流動資産合計 7,375 7,026 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 103,369 ※1 102,168 

減価償却累計額 △53,576 △54,103 

建物及び構築物（純額） 49,792 48,064 

土地 ※1, ※3 27,245 ※1, ※3 27,245 

その他 9,114 8,238 

減価償却累計額 △7,020 △6,066 

その他（純額） 2,093 2,171 

有形固定資産合計 79,131 77,481 

無形固定資産 

借地権 66 66 

その他 163 158 

無形固定資産合計 230 225 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2, ※4 395 ※2, ※4 462 

差入保証金 ※1 15,121 ※1 15,131 

その他 618 575 

貸倒引当金 △153 △151 

投資その他の資産合計 15,983 16,017 

固定資産合計 95,345 93,724 

繰延資産 

株式交付費 38 7 

繰延資産合計 38 7 

資産合計 102,759 100,759 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,684 1,544 

短期借入金 ※1, ※5 2,751 ※1, ※5 3,067 

賞与引当金 387 222 

その他 4,140 3,919 

流動負債合計 8,963 8,753 

固定負債 

長期借入金 ※1, ※5 46,014 ※1, ※5 44,205 

繰延税金負債 9 － 

再評価に係る繰延税金負債 ※3 1,623 ※3 1,623 

退職給付引当金 5,276 5,296 

商品券回収損引当金 120 128 

長期預り金 5,260 5,042 

その他 9 68 

固定負債合計 58,314 56,366 

負債合計 67,278 65,119 

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 301 460 

自己株式 △43 △50 

株主資本合計 33,340 33,491 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 13 △0 

繰延ヘッジ損益 △252 △222 

土地再評価差額金 ※3 2,371 ※3 2,371 

評価・換算差額等合計 2,133 2,148 

少数株主持分 7 － 

純資産合計 35,481 35,640 

負債純資産合計 102,759 100,759 
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 58,365 54,239 

売上原価 16,183 14,998 

売上総利益 42,182 39,240 

販売費及び一般管理費 

水道光熱費 2,784 2,827 

人件費 ※1 19,883 ※1 18,138 

諸経費 ※1 17,096 ※1 16,533 

販売費及び一般管理費合計 39,765 37,500 

営業利益 2,416 1,740 

営業外収益 

受取利息 21 16 

受取配当金 4 4 

債務勘定整理益 30 29 

その他 123 97 

営業外収益合計 180 148 

営業外費用 

支払利息 1,117 1,116 

その他 109 115 

営業外費用合計 1,227 1,232 

経常利益 1,369 655 

特別利益 

建設協力金受入額 － 47 

関係会社株式売却益 28 － 

特別利益合計 28 47 

特別損失 

固定資産除却損 363 472 

事業整理損 ※2 168 ※2 34 

為替換算調整勘定取崩額 334 － 

商品券回収損引当金繰入額 113 － 

貸倒引当金繰入額 49 － 

ゴルフ会員権評価損 13 － 

特別損失合計 1,042 506 

税金等調整前当期純利益 356 196 

法人税、住民税及び事業税 70 45 

少数株主利益 △17 △7 

当期純利益 303 158 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金 

前期末残高 18,102 18,102

当期末残高 18,102 18,102

資本剰余金

前期末残高 14,980 14,980

当期末残高 14,980 14,980

利益剰余金

前期末残高 △17 301

当期変動額

当期純利益 303 158

連結範囲の変動 15 －

当期変動額合計 319 158

当期末残高 301 460

自己株式

前期末残高 △37 △43

当期変動額

自己株式の取得 △5 △7

当期変動額合計 △5 △7

当期末残高 △43 △50

株主資本合計

前期末残高 33,026 33,340

当期変動額

当期純利益 303 158

自己株式の取得 △5 △7

連結範囲の変動 15 －

当期変動額合計 313 151

当期末残高 33,340 33,491
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 41 13

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27 △14 

当期変動額合計 △27 △14

当期末残高 13 △0

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △79 △252

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172 29

当期変動額合計 △172 29

当期末残高 △252 △222

土地再評価差額金

前期末残高 2,371 2,371

当期末残高 2,371 2,371

為替換算調整勘定 

前期末残高 △320 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 320 －

当期変動額合計 320 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,013 2,133

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 120 14

当期変動額合計 120 14

当期末残高 2,133 2,148

少数株主持分

前期末残高 － 7

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △7

当期変動額合計 7 △7

当期末残高 7 －

純資産合計

前期末残高 35,039 35,481

当期変動額

当期純利益 303 158

自己株式の取得 △5 △7

連結範囲の変動 15 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 128 7

当期変動額合計 441 158

当期末残高 35,481 35,640
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 356 196 

減価償却費 2,855 2,922 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △193 20 

固定資産除却損 363 472 

為替換算調整勘定取崩額 334 － 

商品券回収損引当金繰入額 113 7 

ゴルフ会員権評価損 13 － 

関係会社株式売却損益（△は益） △28 － 

受取利息及び受取配当金 △25 △21 

支払利息 1,117 1,116 

前払費用の増減額（△は増加） 23 △35 

売上債権の増減額（△は増加） 295 179 

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） － 24 

たな卸資産の増減額（△は増加） 44 － 

仕入債務の増減額（△は減少） △178 △139 

その他 △317 △371 

小計 4,772 4,371 

法人税等の支払額 △88 △48 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,684 4,322 

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 △2,193 △1,577 

投資有価証券の取得による支出 △127 △61 

投資有価証券の売却及び償還による収入 153 70 

貸付けによる支出 △44 △55 

貸付金の回収による収入 160 106 

利息及び配当金の受取額 27 21 

差入保証金の回収による収入 7 － 

その他 △187 △163 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,204 △1,660 

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） △5 △4 

長期借入れによる収入 － 1,300 

長期借入金の返済による支出 △2,786 △2,789 

利息の支払額 △1,123 △1,117 

その他 △5 △17 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,920 △2,627 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,439 34 

現金及び現金同等物の期首残高 3,997 2,654 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0 － 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 97 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,654 ※1 2,688 

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成21年３月期決算短信

16



該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ９社

   連結子会社名は、「2. 企業集団の状況 (3) 関

係会社の状況」に記載しているため省略しまし

た。 

なお、前連結会計年度において非連結子会社であ

った㈱広島エアポートホテル及び広島サービス㈱

は、重要性が増したことにより当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。 

また、前連結会計年度において連結子会社であっ

たRIHGA INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY,LTD.は平

成19年11月24日に、㈱リーガインターナショナル

は平成19年12月21日にそれぞれ清算結了致しまし

た。

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ８社

   連結子会社名は、「2. 企業集団の状況 (3) 関

係会社の状況」に記載しているため省略しまし

た。 

   なお、前連結会計年度において連結子会社であっ

た広島サービス㈱は平成21年３月９日に清算結了

致しました。

 (2) 非連結子会社の名称等

   ㈱リーガフーヅ北九州、㈱ロイヤルマイセン 

   (連結の範囲から除いた理由)

   非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

 (2) 非連結子会社の名称等

   ㈱リーガフーヅ北九州、㈱ロイヤルマイセン 

   (連結の範囲から除いた理由)

   非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 １社

   会社名 ㈱リーガフーヅ北九州

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 １社

   会社名 ㈱リーガフーヅ北九州

 
(2) 持分法適用の関連会社数 １社

 

会社名 ブリヂストン・リーガ㈱
 

(2) 持分法適用の関連会社数 １社

会社名 ブリヂストン・リーガ㈱

 (3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社の名称等

   ㈱ロイヤルマイセン

   (持分法を適用しない理由)

   持分法非適用会社は、連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範囲から除外し

ております。

 (3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社の名称等

㈱ロイヤルマイセン、㈱オレンジマーケティング

サービスジャパン

   (持分法を適用しない理由)

   持分法非適用会社２社は、連結純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。

 (4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異

なる会社については当該会社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。

 (4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異

なる会社については当該会社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      決算日の市場価格等に基づく時価法

     （評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

同左

     時価のないもの 

      移動平均法による原価法

     時価のないもの

同左

  ② デリバティブ取引により生じる債権及び債務 

      時価法

  ② デリバティブ取引により生じる債権及び債務

同左

  ③ たな卸資産(貯蔵品) 

     主として移動平均法による原価法 

 

  ③ 原材料及び貯蔵品

主として移動平均法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

  ① 有形固定資産 

  定額法を採用しております。

   ② 無形固定資産

定額法を採用しております。 

なお、自社利用ソフトウェアについては社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。        

  

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

  ① 有形固定資産（リース資産を除く）  

     定額法を採用しております。  
 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。  

なお、自社利用ソフトウェアについては社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
 ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

なお、平成20年３月31日以前の所有権移転外

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に

よっております。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   株式交付費

   株式交付のときから３年間にわたり定額法により

償却しております。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   株式交付費

同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金

    従業員賞与支給に備えるため、翌期支給見込額

のうち、当連結会計年度の計算期間に対応する

金額を計上しております。

  ② 賞与引当金

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  ③ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。

    会計基準変更時差異については、15年による按

分額を費用処理しております。

    過去勤務債務は，その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額

法により費用処理しております。

    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による

定額法により発生年度の翌連結会計年度から費

用処理しております。

  ③ 退職給付引当金

同左

  ④ 商品券回収損引当金

    一定期間経過後に収益に計上した未使用の商品

券について、将来の回収時に発生する損失に備

えるため、過去の実績に基づく将来の回収見込

額を計上しております。

  ④ 商品券回収損引当金

                       同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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

理によっております。

 (5)          ―――

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理によっております。

 (6)重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…金利スワップ 

    ヘッジ対象…借入金の利息

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ ヘッジ方針

    金利スワップについては、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワップ取引を行っ

ており、投機目的によるデリバティブ取引は行

っておりません。

  ③ ヘッジ方針

同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキ

ャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価しておりま

す。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) 消費税等の会計処理方法

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。

 (7) 消費税等の会計処理方法

同左

 (8) 連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。

 (8) 連結納税制度の適用

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれんの償却に関する事項

  当連結会計年度において該当事項はありません。

６ のれんの償却に関する事項

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期的な投資からなります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計方針の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(商品券回収損引当金）  

 一定期間経過後に収益に計上した未使用の商品券につ

いて、従来、回収時に損失処理しておりましたが、「租

税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会 平成19年４月13日 監査・

保証実務委員会報告第42号）が公表されたことに伴い、

当連結会計年度から、将来の回収時に発生する損失に備

えるため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を商品

券回収損引当金として計上しております。  

 なお、この変更により、当期首時点で計上すべき過年

度の引当金繰入相当額113百万円を特別損失として計上

しております。この結果、従来の方法によった場合と比

べ、経常利益は7百万円、税金等調整前当期純利益は120

百万円それぞれ減少しております。  

 

                      ――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

                      ――― 

――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

(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）を当

連結会計年度から適用し、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。

(リース取引に関する会計基準等の適用) 

 「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 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

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を当連結会計年度から適用し、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。 

 この変更による影響は軽微であります。
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(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「為

替差益」（当連結会計年度13百万円）は、当連結会計年

度において営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、営業外収益の「その他の収益」に含めて表示して

おります。

(連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「為

替差益」（当連結会計年度△13百万円）は、当連結会計

年度において金額が僅少となったため、営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており

ます。

           ――― 

  

 

  

 

  

 

           ―――
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 26,307百万円

土地 26,182百万円

差入保証金 14,779百万円

計 67,269百万円

   なお、上記資産のうち、建物及び構築物、及び土

地に対しては根抵当権を設定しており、差入保証

金に対しては質権を設定しております。

 

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 2,701百万円

長期借入金 45,915百万円

計 48,616百万円

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 25,543百万円

土地 26,182百万円

差入保証金 14,779百万円

計 66,506百万円

   なお、上記資産のうち、建物及び構築物、及び土

地に対しては根抵当権を設定しており、差入保証

金に対しては質権を設定しております。

 

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 2,997百万円

長期借入金 43,747百万円

計 46,745百万円

※２ このうち商品券発行にかかる供託金として、213

百万円は大阪法務局宛、また28百万円は広島法務

局宛に差し入れております。

※２ このうち商品券発行にかかる供託金として、205

百万円は大阪法務局宛、また28百万円は広島法務

局宛に差し入れております。

※３ 事業用土地の再評価に関する事項

   当社は土地の再評価に関する法律の一部を改正す

る法律(平成11年３月31日公布法律第24号)に基づ

き、事業用の土地の再評価をおこない、再評価差

額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除し

た金額を土地再評価差額金として純資産の部に計

上しております。

※３ 事業用土地の再評価に関する事項

同左

  ① 再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号(路線価

に基づいて時点修正等合理的な調整をおこなう

方法)及び上記同施行令第２条第５号(鑑定評価

による方法)により算出しております。

  

   

  ② 再評価をおこなった年月日

平成12年３月31日

  

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) ５百万円

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 47百万円
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前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※５ 財務制限条項

    借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残

高44,400百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人

の請求に基づくエージェントを通じた通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになってお

ります。 

  1.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それ

ぞれ維持すること。

    2.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体及び連結の損益計算書における経常損益を

いずれも２期連続で損失としないこと。

※５ 財務制限条項

    借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残

高42,000百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人

の請求に基づくエージェントを通じた通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになってお

ります。 

  1.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それ

ぞれ維持すること。

    2.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体及び連結の損益計算書における経常損益を

いずれも２期連続で損失としないこと。

    3.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る連結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額が、連結の損益計算書に記載される営業損益及

び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連

続して超過しないこと。なお、有利子負債とは、

連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年

以内返済予定の長期借入金、長期借入金、１年以

内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価

償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書に記

載される減価償却費の金額とする。

    3.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る連結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額が、連結の損益計算書に記載される営業損益及

び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連

続して超過しないこと。なお、有利子負債とは、

連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年

以内返済予定の長期借入金、長期借入金、１年以

内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価

償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書に記

載される減価償却費の金額とする。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 人件費及び諸経費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

人件費 給与手当等 14,182百万円

賞与引当金繰入額 387百万円

退職給付費用 1,092百万円

福利厚生費 1,849百万円

業務委託費 2,211百万円

諸経費 借室料・借地料 4,572百万円

減価償却費 2,855百万円

貸倒引当金繰入額 8百万円

※１ 人件費及び諸経費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

人件費 給与手当等 12,852百万円

賞与引当金繰入額 222百万円

退職給付費用 1,046百万円

福利厚生費 1,780百万円

業務委託費 2,098百万円

諸経費 借室料・借地料 4,200百万円

減価償却費 2,922百万円

貸倒引当金繰入額 1百万円

※２ 事業整理損

   連結子会社における事業整理に係る施設撤去費用

等であります。   

※２ 事業整理損

   連結子会社における事業整理に係る施設撤去費用

等であります。
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    16,844株 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     27,996株 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 102,716,515 ― ― 102,716,515

Ａ種優先株式(株) 300,000 ― ― 300,000

合計 103,016,515 ― ― 103,016,515

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 192,944 16,844 ― 209,788

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 102,716,515 ― ― 102,716,515

Ａ種優先株式(株) 300,000 ― ― 300,000

合計 103,016,515 ― ― 103,016,515

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 209,788 27,996 ― 237,784
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日) 

事業の種類として「ホテル事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、前連結会計年度

及び当連結会計年度については全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める「ホテル事業」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日) 

在外子会社がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

   EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 2,656百万円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金

△2百万円

現金及び現金同等物 2,654百万円

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 2,690百万円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金

△2百万円

現金及び現金同等物 2,688百万円

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

(リース取引関係)
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平 成20

年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
  

(関連当事者情報)

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

退職給付引当金 2,110百万円

繰越欠損金 4,380百万円

その他 895百万円

繰延税金資産小計 7,385百万円

評価性引当額 △7,385百万円

繰延税金資産合計 ―百万円

  繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △9百万円

繰延税金負債合計 △9百万円

差引：繰延税金負債純額 △9百万円

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

退職給付引当金 2,126百万円

繰越欠損金 4,241百万円

その他 808百万円

繰延税金資産小計 7,176百万円

評価性引当額 △7,176百万円

繰延税金資産合計 ―百万円

  繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 0百万円

繰延税金負債合計 0百万円

差引：繰延税金負債純額 0百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 11.1％

住民税均等割 8.6％

繰越欠損金等 △40.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.8％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 22.6％

住民税均等割 15.4％

繰越欠損金等 △55.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.0％
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前連結会計年度(平成20年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

３ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 ① 株式 54 76 21

 ② 債券 166 168 1

小計 221 244 23

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

 ① 株式 ― ― ―

 ② 債券 73 73 △0

小計 73 73 △0

合計 294 318 23

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 非上場株式 142

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

 債券

国債 70 171 ― ―

社債 ― ― ― ―

合計 70 171 ― ―
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当連結会計年度(平成21年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

３ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

  

前連結会計年度(平成20年３月31日現在) 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(平成21年３月31日現在) 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 ① 株式 6 7 1

 ② 債券 231 234 2

小計 237 242 4

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

 ① 株式 48 42 △5

 ② 債券 ― ― ―

小計 48 42 △5

合計 285 285 △0

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 非上場株式 142

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

 債券

国債 13 221 ― ―

社債 ― ― ― ―

合計 13 221 ― ―

(デリバティブ取引関係)
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前連結会計年度 (自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。なお、当社及び一部の連結子会社

においては、退職一時金制度の将来積立分の一部につき確定拠出年金制度を導入しております。

  

(2) 退職給付債務に関する事項 

 
(3) 退職給付費用に関する事項 

 
(注) １ 簡便法を採用している一部連結子会社の退職給付費用は「イ勤務費用」に計上しております。 

２ その他は確定拠出年金に係る要拠出額であります。 

  

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理し

ております。) 

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計

年度から費用処理しております。) 

 
  

(退職給付関係)

イ 退職給付債務 △7,314百万円

ロ 年金資産 ―百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △7,314百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 226百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 748百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 1,063百万円

ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △5,276百万円

イ 勤務費用 (注)１ 417百万円

ロ 利息費用 153百万円

ハ 期待運用収益 ―百万円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 32百万円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 143百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 127百万円

ト その他 (注)２ 218百万円

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ＋ト) 1,092百万円

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 ―％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 11年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 11年

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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当連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。なお、当社及び一部の連結子会社

においては、退職一時金制度の将来積立分の一部につき確定拠出年金制度を導入しております。

  

(2) 退職給付債務に関する事項 

 
(3) 退職給付費用に関する事項 

 
(注) １ 簡便法を採用している一部連結子会社の退職給付費用は「イ勤務費用」に計上しております。 

２ その他は確定拠出年金に係る要拠出額であります。 

  

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理し

ております。) 

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計

年度から費用処理しております。) 

 
  

イ 退職給付債務 △6,950百万円

ロ 年金資産 ―百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △6,950百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 194百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 527百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 932百万円

ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △5,296百万円

イ 勤務費用 (注)１ 383百万円

ロ 利息費用 144百万円

ハ 期待運用収益 ―百万円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 32百万円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 142百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 127百万円

ト その他 (注)２ 215百万円

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ＋ト) 1,046百万円

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 ―％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 11年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 11年

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 199.73円 (1) １株当たり純資産額 201.41円

(2) １株当たり当期純利益 2.96円 (2) １株当たり当期純利益 1.55円

(3) 潜在株式調整後 
  １株当たり当期純利益

2.08円
(3) 潜在株式調整後 
  １株当たり当期純利益

1.09円

 

 

 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

純資産の部の合計額 35,481百万円

純資産の部の合計額から 
控除する金額

15,007百万円

普通株式に係る純資産額 20,473百万円

１株当たり純資産額の算定に
用いられる期末の普通株式の数

102,506千株

 

なお、純資産の部の合計額から控除する金額の内訳は、

Ａ種優先株式に係る純資産額15,000百万円及び少数株主

持分７百万円であります。

 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

連結損益計算書上の当期純利益 303百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 303百万円

普通株式の期中平均株式数 102,514千株

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

連結損益計算書上の当期純利益 303百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 303百万円

 

普通株式の期中平均株式数 102,514千株

普通株式に転換した場合の 
優先株式の期中平均株式数

43,252千株

潜在株式調整後普通株式の 
期中平均株式数

145,767千株

 

 

 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

純資産の部の合計額 35,640百万円

純資産の部の合計額から
控除する金額

15,000百万円

普通株式に係る純資産額 20,640百万円

１株当たり純資産額の算定に
用いられる期末の普通株式の数

102,478千株

 

なお、純資産の部の合計額から控除する金額の内訳は、

Ａ種優先株式に係る純資産額であります。

  

 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

連結損益計算書上の当期純利益 158百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 158百万円

普通株式の期中平均株式数 102,493千株

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

連結損益計算書上の当期純利益 158百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 158百万円

普通株式の期中平均株式数 102,493千株

普通株式に転換した場合の
優先株式の期中平均株式数

43,252千株

潜在株式調整後普通株式の
期中平均株式数

145,745千株
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部門別売上実績 

                    （単位 金額：百万円、構成比％、増減率％） 

 
（注）受注生産はおこなっておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(生産、受注及び販売の状況)

部    門

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日）
比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

客    室 10,789 18.5 9,837 18.1 △951 △8.8

宴    会 20,943 35.9 19,713 36.3 △1,230 △5.9

食    堂 14,167 24.3 12,844 23.7 △1,323 △9.3

そ の 他 10,919 18.7 10,282 19.0 △636 △5.8

ホテル事業計 56,820 97.4 52,677 97.1 △4,142 △7.3

その他の事業 1,545 2.6 1,561 2.9 16 1.0

合    計 58,365 100.0 54,239 100.0 △4,126 △7.1

(重要な後発事象)
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5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,044 1,407 

売掛金 2,219 2,179 

有価証券 ※2 70 ※2 13 

原材料及び貯蔵品 370 352 

前払費用 364 345 

関係会社短期貸付金 3,200 2,496 

未収入金 291 143 

その他 76 70 

貸倒引当金 △16 △5 

流動資産合計 7,620 7,004 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1 54,307 ※1 53,206 

減価償却累計額 △33,022 △32,455 

建物（純額） 21,285 20,750 

構築物 934 870 

減価償却累計額 △741 △680 

構築物（純額） 192 189 

機械及び装置 2,019 1,792 

減価償却累計額 △1,590 △1,410 

機械及び装置（純額） 429 382 

車両運搬具 149 127 

減価償却累計額 △137 △111 

車両運搬具（純額） 12 15 

工具、器具及び備品 4,064 3,527 

減価償却累計額 △3,061 △2,481 

工具、器具及び備品（純額） 1,003 1,046 

土地 ※1, ※3 14,322 ※1, ※3 14,322 

リース資産 － 68 

減価償却累計額 － △6 

リース資産（純額） － 61 

有形固定資産合計 37,245 36,767 

無形固定資産 

借地権 2 2 

ソフトウエア 33 125 

ソフトウエア仮勘定 96 － 

電話加入権 19 18 

無形固定資産合計 151 146 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 360 ※2 384 

関係会社株式 536 574 

長期貸付金 212 178 

関係会社長期貸付金 48,620 47,450 

差入保証金 ※4 8,130 ※4 8,140 

その他 167 187 

貸倒引当金 △5,987 △6,368 

投資その他の資産合計 52,041 50,547 

固定資産合計 89,437 87,461 

繰延資産 

株式交付費 38 7 

繰延資産合計 38 7 

資産合計 97,096 94,473 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,070 981 

短期借入金 38 38 

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※5 2,617 ※1, ※5 2,637 

リース債務 － 12 

未払金 262 211 

未払費用 1,093 1,096 

未払法人税等 111 83 

未払消費税等 151 56 

前受金 624 620 

預り金 173 143 

賞与引当金 253 164 

その他 354 324 

流動負債合計 6,750 6,370 

固定負債 

長期借入金 ※1, ※5 45,915 ※1, ※5 43,667 

リース債務 － 49 

繰延税金負債 9 － 

再評価に係る繰延税金負債 ※3 1,623 ※3 1,623 

退職給付引当金 4,247 4,198 

商品券回収損引当金 111 118 

長期預り金 3,227 3,080 

その他 － 2 

固定負債合計 55,134 52,739 

負債合計 61,885 59,110 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 18,102 18,102 

資本剰余金 

資本準備金 14,980 14,980 

資本剰余金合計 14,980 14,980 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 39 183 

利益剰余金合計 39 183 

自己株式 △43 △50 

株主資本合計 33,078 33,215 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 13 △1 

繰延ヘッジ損益 △252 △222 

土地再評価差額金 ※3 2,371 ※3 2,371 

評価・換算差額等合計 2,133 2,148 

純資産合計 35,211 35,363 

負債純資産合計 97,096 94,473 
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

室料 6,244 5,710 

料理及び飲料代 13,929 13,226 

その他の収入 16,947 15,817 

サービス料 2,158 2,007 

売上高合計 39,279 36,762 

売上原価 11,420 10,677 

売上総利益 27,859 26,084 

販売費及び一般管理費 

水道光熱費 1,577 1,656 

給料及び手当 9,915 8,973 

賞与引当金繰入額 253 164 

退職給付費用 872 821 

福利厚生費 1,189 1,149 

業務委託費 1,359 1,269 

その他の人件費 94 73 

修繕費 386 343 

地代家賃 2,657 2,416 

租税公課 681 668 

減価償却費 1,551 1,630 

その他の経費 5,528 5,475 

販売費及び一般管理費合計 26,066 24,642 

営業利益 1,792 1,441 

営業外収益 

受取利息 ※1 703 ※1 533 

受取配当金 22 4 

その他 77 101 

営業外収益合計 803 639 

営業外費用 

支払利息 1,111 1,102 

その他 66 64 

営業外費用合計 1,177 1,166 

経常利益 1,418 914 

特別利益 

建設協力金受入額 － 47 

関係会社株式売却益 28 － 

特別利益合計 28 47 

特別損失 

固定資産除却損 316 422 

貸倒引当金繰入額 ※2 338 ※2 379 

商品券回収損引当金繰入額 106 － 

ゴルフ会員権評価損 13 － 

特別損失合計 773 801 

税引前当期純利益 673 161 

法人税、住民税及び事業税 18 16 

当期純利益 655 144 
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 18,102 18,102 

当期末残高 18,102 18,102 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 14,980 14,980 

当期末残高 14,980 14,980 

資本剰余金合計 

前期末残高 14,980 14,980 

当期末残高 14,980 14,980 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △616 39 

当期変動額 

当期純利益 655 144 

当期変動額合計 655 144 

当期末残高 39 183 

利益剰余金合計 

前期末残高 △616 39 

当期変動額 

当期純利益 655 144 

当期変動額合計 655 144 

当期末残高 39 183 

自己株式 

前期末残高 △37 △43 

当期変動額 

自己株式の取得 △5 △7 

当期変動額合計 △5 △7 

当期末残高 △43 △50 

株主資本合計 

前期末残高 32,427 33,078 

当期変動額 

当期純利益 655 144 

自己株式の取得 △5 △7 

当期変動額合計 650 136 

当期末残高 33,078 33,215 
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 41 13

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27 △14

当期変動額合計 △27 △14

当期末残高 13 △1

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △79 △252

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172 29

当期変動額合計 △172 29

当期末残高 △252 △222

土地再評価差額金

前期末残高 2,371 2,371

当期末残高 2,371 2,371

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,333 2,133

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △200 14

当期変動額合計 △200 14

当期末残高 2,133 2,148

純資産合計

前期末残高 34,761 35,211

当期変動額

当期純利益 655 144

自己株式の取得 △5 △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △200 14

当期変動額合計 450 151

当期末残高 35,211 35,363
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該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(5) 重要な会計方針

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基づく時価法

    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定)

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法

   時価のないもの

同左

２ デリバティブ取引により生じる債権及び債務の評価

基準および評価方法

   時価法

２ デリバティブ取引により生じる債権及び債務の評価

基準および評価方法

同左

３ たな卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

  移動平均法による原価法

３ 原材料及び貯蔵品の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）

４ 固定資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産  

   定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。  

なお、自社利用ソフトウェアについては社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。 

  

４ 固定資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

     定額法を採用しております。

    ② 無形固定資産（リース資産を除く）  

定額法を採用しております。  

なお、自社利用ソフトウェアについては社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。  

  ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

なお、平成20年３月31日以前の所有権移転外

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に

よっております。

５ 繰延資産の処理方法

  株式交付費

  株式交付のときから３年間にわたり定額法により償

却しております。

５ 繰延資産の処理方法

  株式交付費

同左

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員賞与支給に備えるため、翌期支給見込額の

うち、当期の計算期間に対応する金額を計上して

おります。

 (2) 賞与引当金

同左
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

   会計基準変更時差異については、15年による按分

額を費用処理しております。

   過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法に

より費用処理しております。

   数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額

法により発生時の翌期から費用処理しておりま

す。

 (3) 退職給付引当金

同左

 (4) 商品券回収損引当金

   一定期間経過後に収益に計上した未使用の商品券

について、将来の回収時に発生する損失に備える

ため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を計

上しております。

 (4) 商品券回収損引当金

同左

７ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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によ

っております。

７          ―――

８ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。

８ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

   金利スワップ 

  （ヘッジ対象） 

   借入金の利息

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

   金利スワップについては、借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップ取引を行ってお

り、投機目的によるデリバティブ取引は行ってお

りません。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９ その他財務諸表作成のための重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。

９ その他財務諸表作成のための重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

同左

 (2) 連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。

 (2) 連結納税制度の適用

同左

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成21年３月期決算短信

41



 
  

該当事項はありません。 

  

(6) 重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(商品券回収損引当金）  

 一定期間経過後に収益に計上した未使用の商品券につ

いて、従来、回収時に損失処理しておりましたが、「租

税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会 平成19年４月13日 監査・

保証実務委員会報告第42号）が公表されたことに伴い、

当事業年度から、将来の回収時に発生する損失に備える

ため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を商品券回

収損引当金として計上しております。  

 なお、この変更により、当期首時点で計上すべき過年

度の引当金繰入相当額106百万円を特別損失として計上

しております。この結果、従来の方法によった場合と比

べ、経常利益は5百万円、税引前当期純利益は111百万円

それぞれ減少しております。  

 

                      ―――  
  
 
  
 
  
 
  
 

―――

――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

(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）を当

事業年度から適用し、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。

(リース取引に関する会計基準等の適用) 

 「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 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

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を当事業年度から適用し、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。 

 この変更による影響は軽微であります。

(表示方法の変更)
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産

建物 18,902百万円

土地 13,260百万円

計 32,162百万円

   根抵当権を設定しております。
 
   担保付債務

１年内に返済予定の 

長期借入金
2,337百万円

長期借入金 41,015百万円

計 43,352百万円

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産

建物 18,411百万円

土地 13,260百万円

計 31,671百万円

   根抵当権を設定しております。

   担保付債務

１年内に返済予定の 

長期借入金
2,337百万円

長期借入金 38,677百万円

計 41,015百万円

※２ このうち213百万円は商品券発行にかかる供託金と

して、大阪法務局宛差し入れております。

※２ このうち205百万円は商品券発行にかかる供託金と

して、大阪法務局宛差し入れております。

※３ 事業用土地の再評価に関する事項

      土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

(平成11年３月31日公布法律第24号)に基づき、事

業用の土地の再評価をおこない、再評価差額から

再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額

を土地再評価差額金として純資産の部に計上して

おります。

    ① 再評価の方法

   土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号(路線価に基

づいて時点修正等合理的な調整をおこなう方法)

及び上記同施行令第２条第５号(鑑定評価による

方法)により算出しております。

    ② 再評価をおこなった年月日 平成12年３月31日

※３ 事業用土地の再評価に関する事項

同左

※４ 内、関係会社に係るもの 8,000百万円 ※４ 内、関係会社に係るもの 8,000百万円
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前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※５ 財務制限条項

   借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残

高44,400百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人

の請求に基づくエージェントを通じた通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになってお

ります。 

  ① 本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それ

ぞれ維持すること。 

  ② 本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体及び連結の損益計算書における経常損益を

いずれも２期連続で損失としないこと。 

  ③ 本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る連結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額が、連結の損益計算書に記載される営業損益及

び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連

続して超過しないこと。なお、有利子負債とは、

連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年

以内返済予定の長期借入金、長期借入金、１年以

内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価

償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書に記

載される減価償却費の金額とする。 

※５ 財務制限条項

   借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残

高42,000百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人

の請求に基づくエージェントを通じた通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになってお

ります。 

  ① 本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それ

ぞれ維持すること。 

  ② 本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体及び連結の損益計算書における経常損益を

いずれも２期連続で損失としないこと。 

  ③ 本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る連結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額が、連結の損益計算書に記載される営業損益及

び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連

続して超過しないこと。なお、有利子負債とは、

連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年

以内返済予定の長期借入金、長期借入金、１年以

内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価

償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書に記

載される減価償却費の金額とする。 

 

 ６ 偶発債務

   下記の会社の銀行借入に対して、保証を行ってお

ります。

    保証債務

㈱リーガロイヤルホテル小倉 84百万円

㈱リーガ中之島イン 79百万円

計 163百万円

 ６ 偶発債務

   下記の会社の銀行借入に対して、保証を行ってお

ります。

    保証債務

㈱リーガロイヤルホテル広島 750百万円

㈱リーガロイヤルホテル小倉 80百万円

㈱リーガ中之島イン 77百万円

計 907百万円
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加     16,844株 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加      27,996株 

  

  

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 関係会社との取引に関するもの

   受取利息には関係会社からのものが、692百万円

含まれております。

※１ 関係会社との取引に関するもの

   受取利息には関係会社からのものが、525百万円

含まれております。

※２ 関係会社に対するものが、289百万円含まれてお

ります。

※２ すべて関係会社に係るものであります。

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 192,944 16,844 ― 209,788

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 209,788 27,996 ― 237,784

(リース取引関係)

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

有価証券評価損 1,294百万円

退職給付引当金 1,726百万円

貸倒引当金 319百万円

繰越欠損金 2,737百万円

その他 344百万円

繰延税金資産小計 6,421百万円

評価性引当額 △6,421百万円

繰延税金資産合計 ―百万円

  繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △9百万円

繰延税金負債合計 △9百万円

差引：繰延税金負債純額 △9百万円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

有価証券評価損 1,293百万円

退職給付引当金 1,705百万円

貸倒引当金 574百万円

繰越欠損金 2,520百万円

その他 274百万円

繰延税金資産小計 6,370百万円

評価性引当額 △6,370百万円

繰延税金資産合計 ―百万円

  

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

  (調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目

△1.1％

住民税均等割 3.1％

繰越欠損金等 △44.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.7％

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

  (調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 20.2％

住民税均等割 13.1％

繰越欠損金等 △63.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.5％
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 197.18円 (1) １株当たり純資産額 198.71円

(2) １株当たり当期純利益 6.40円 (2) １株当たり当期純利益 1.41円

(3) 潜在株式調整後 
  １株当たり当期純利益

4.50円
(3) 潜在株式調整後 
  １株当たり当期純利益

0.99円

 

 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

純資産の部の合計額 35,211百万円

純資産の部の合計額から 
控除する金額

15,000百万円

普通株式に係る純資産額 20,211百万円

１株当たり純資産額の算定に
用いられる期末の普通株式の数

102,506千株

 

なお、純資産の部の合計額から控除する金額の内訳は、

Ａ種優先株式に係る純資産額であります。

 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

損益計算書上の当期純利益 655百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 655百万円

普通株式の期中平均株式数 102,514千株

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益 655百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 655百万円

 

普通株式の期中平均株式数 102,514千株

普通株式に転換した場合の 
優先株式の期中平均株式数

43,252千株

潜在株式調整後普通株式の 
期中平均株式数

145,767千株

 

 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

純資産の部の合計額 35,363百万円

純資産の部の合計額から
控除する金額

15,000百万円

普通株式に係る純資産額 20,363百万円

１株当たり純資産額の算定に
用いられる期末の普通株式の数

102,478千株

 

なお、純資産の部の合計額から控除する金額の内訳は、

Ａ種優先株式に係る純資産額であります。

 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

損益計算書上の当期純利益 144百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 144百万円

普通株式の期中平均株式数 102,493千株

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益 144百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 144百万円

普通株式の期中平均株式数 102,493千株

普通株式に転換した場合の
優先株式の期中平均株式数

43,252千株

潜在株式調整後普通株式の
期中平均株式数

145,745千株
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部門別売上実績 

                    （単位 金額：百万円、構成比％、増減比％） 

 
(注) 受注生産はおこなっておりません。 

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当事業年度(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

（別 紙） 

(生産、受注及び販売の状況)

部    門

前事業年度
 (自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日）

当事業年度
 (自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日）
比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減比

リーガロイヤルホテル（大阪）

客      室 3,894 9.9 3,512 9.6 △381 △9.8

宴      会 8,868 22.6 8,384 22.8 △484 △5.5

食      堂 7,003 17.8 6,474 17.6 △529 △7.6

そ  の  他 5,990 15.3 5,803 15.8 △186 △3.1

計 25,757 65.6 24,174 65.8 △1,582 △6.1

リーガロイヤルホテル京都 7,211 18.4 6,641 18.1 △569 △7.9

リーガロイヤルホテル東京 4,765 12.1 4,383 11.9 △381 △8.0

ホテル事業計 37,733 96.1 35,200 95.8 △2,533 △6.7

その他の事業 1,545 3.9 1,561 4.2 16 1.0

合    計 39,279 100.0 36,762 100.0 △2,517 △6.4

(重要な後発事象)

(役員の異動)
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