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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,756 △0.9 150 △6.1 163 △20.6 95 △1.8

21年3月期第1四半期 2,782 ― 160 ― 205 ― 97 ―

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

22年3月期第1四半期 2.85 ―

21年3月期第1四半期 2.85 ―

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

22年3月期第1四半期 13,441 8,050 59.9 240.63
21年3月期 13,303 7,910 59.5 236.42

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,050百万円 21年3月期  7,910百万円

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

21年3月期 ― ― ― 2.50 2.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 2.50 2.50

3.  平成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）

（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

5,010 1.9 △240 ― △210 ― △170 ― △5.08

通期 10,970 1.9 180 1.9 240 △2.6 100 7.5 2.99



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【定性的情報・財務諸表等】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） 

(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21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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 34,639,434株 21年3月期  34,639,434株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,182,587株 21年3月期  1,181,443株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 33,457,194株 21年3月期第1四半期 34,150,729株



【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 
当第１四半期のわが国経済は、昨秋の世界同時不況突入以来、悪化が続いてきた国内景気も最
悪期を脱し、ようやく下げ止まりの兆しが出てきたとの見方が広まってきているが、依然として
企業の設備投資は低迷し、雇用情勢は一段と悪化しており、個人消費が引続き落ち込むなど、本
格的な回復時期が見通しにくい厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況下、当第１四半期の営業は主力の宴会部門は、かねてより全社をあげて婚礼の
受注件数の増加に注力してまいりましたところ、本舘はじめ浜松町東京會舘など各営業所とも好
調に推移し売上げを伸ばしました。一般宴会は企業業績悪化により宴会需要が低迷しましたが、
イベントが好調に推移し、前年同期を上回りました。一方、食堂部門は景気後退による企業接待
の減少や個人消費マインドの冷え込みなどにより売上げが伸び悩み、それに加えて一部営業所の
閉鎖や新型インフルエンザなどの影響で前年同期を下回りました。 
その結果、当グループの連結売上高は 2,756 百万円（前年同期比 0.9%減）となり、経費面で
は、原価管理の一層の徹底と諸経費の削減、業務全般の効率化を推し進めましたが、退職給付費
用の増加もあり、連結営業利益は150百万円（前年同期比6.1%減）、連結経常利益は163百万円
（前年同期比 20.6%減）となり、税金費用控除後の連結四半期純利益は 95百万円（前年同期比
1.8%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 138百万円（1.0％）増加して、13,441百万円となりました。
流動資産は同139百万円（5.6％）増加の2,612百万円、固定資産は同1百万円（0.0％）減少の
10,829百万円となりました。 
流動資産増加の主な要因は、売掛金が 127百万円、商品及び製品が 13百万円増加したことな
どによります。 
固定資産のうち有形固定資産は、95百万円減少の7,686百万円となり、その主な要因は、減価
償却実施額113百万円により減少したことなどによります。 
投資その他の資産は、94百万円増加の3,135百万円となり、その主な要因は、前連結会計年度
末からの株価の回復を受けて保有有価証券の評価益が回復し、投資有価証券が158百万円増加し
たことと、繰延税金資産が58百万円減少したことなどによります。 
負債合計は、前連結会計年度末比 2百万円（0.0％）減少して 5,390百万円となりました。流
動負債は同8百万円（0.5％）増加の1,735百万円、固定負債は同10百万円（0.3％）減少の3,655
百万円となりました。 
流動負債増加の主な要因は、未払金が58百万円、未払法人税等が15百万円、買掛金が12百
万円それぞれ増加したことと、賞与引当金が90百万円減少したことなどによります。 
純資産合計は、前連結会計年度末比140百万円（1.8％）増加して8,050百万円となりました。
主な要因は、配当金の支払い83百万円を行いましたが、四半期純利益を95百万円計上したほか、
その他有価証券評価差額金が129百万円増加したことなどによります。 



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21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 
  会計方針の変更 

棚卸資産の評価方法の変更 
前連結会計年度の第２四半期連結会計期間より、原材料・貯蔵品の評価方法については、先
入先出法から移動平均法に変更したため、前第１四半期連結会計期間と当第１四半期連結会計
期間で棚卸資産の評価方法が異なっております。なお、前第1四半期連結会計期間を変更後の
方法によった場合に比べても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１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,013,254 1,022,501 
売掛金 741,140 613,750 
有価証券 419,688 409,648 
商品及び製品 81,500 67,572 
仕掛品 9,421 6,364 
原材料及び貯蔵品 86,158 80,796 
繰延税金資産 126,724 138,631 
その他 138,407 136,737 
貸倒引当金 △4,278 △3,396 

流動資産合計 2,612,017 2,472,605 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 3,990,861 4,071,335 
機械装置及び運搬具（純額） 152,451 156,900 
工具、器具及び備品（純額） 460,279 471,117 
土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,686,674 7,782,436 

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

投資その他の資産   
投資有価証券 1,015,234 856,660 
繰延税金資産 1,312,065 1,370,693 
その他 813,222 818,198 
貸倒引当金 △4,600 △4,240 

投資その他の資産合計 3,135,922 3,041,313 

固定資産合計 10,829,387 10,830,539 
繰延資産   
開発費 61 82 
繰延資産合計 61 82 

資産合計 13,441,466 13,303,227 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 244,789 232,265 
短期借入金 370,000 370,000 
未払金 529,605 471,018 
未払法人税等 42,544 27,272 
賞与引当金 70,270 160,960 
店舗閉鎖損失引当金 26,696 31,000 
その他 451,142 434,313 
流動負債合計 1,735,048 1,726,829 

固定負債   
退職給付引当金 3,122,185 3,123,288 
その他 533,410 542,910 
固定負債合計 3,655,595 3,666,198 

負債合計 5,390,643 5,393,027 
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 1,091,812 1,080,035 
自己株式 △443,564 △443,173 

株主資本合計 8,002,531 7,991,144 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 48,291 △80,943 

評価・換算差額等合計 48,291 △80,943 

純資産合計 8,050,822 7,910,200 

負債純資産合計 13,441,466 13,303,227 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,782,164 2,756,231 
売上原価 2,343,113 2,295,964 
売上総利益 439,050 460,267 
販売費及び一般管理費   
給料及び手当 113,940 154,600 
賞与引当金繰入額 8,910 6,810 
役員退職慰労引当金繰入額 3,989 － 
その他 151,810 148,276 
販売費及び一般管理費合計 278,650 309,687 

営業利益 160,399 150,579 
営業外収益   
受取利息 1,406 707 
受取配当金 12,685 10,804 
生命保険配当金 25,857 1,554 
その他 8,143 2,193 
営業外収益合計 48,092 15,258 

営業外費用   
支払利息 1,740 1,437 
開発費償却 658 20 
コミットメントフィー 687 687 
その他 72 559 
営業外費用合計 3,158 2,704 

経常利益 205,334 163,133 
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 1,086 
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 1,086 

税金等調整前四半期純利益 175,635 162,047 
法人税、住民税及び事業税 81,319 33,358 
法人税等調整額 △2,884 33,265 

法人税等合計 78,434 66,624 

四半期純利益 97,200 95,422 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 175,635 162,047 
減価償却費 109,708 113,547 
繰延資産償却額 658 20 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,448 △1,103 
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 △90,690 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △4,303 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 37 1,242 
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 △11,511 
支払利息 1,740 1,437 
支払手数料 687 687 
有形固定資産除却損 112,333 1,086 
売上債権の増減額（△は増加） △94,290 △127,390 
たな卸資産の増減額（△は増加） △10,684 △22,394 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △32,901 △1,805 
仕入債務の増減額（△は減少） △2,437 12,524 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 34,094 195,320 
その他 － △9,500 

小計 362,191 219,214 

利息及び配当金の受取額 13,460 11,060 
利息の支払額 △1,755 △1,443 
法人税等の支払額 △82,414 △8,126 

営業活動によるキャッシュ・フロー 291,482 220,705 
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 △199,839 
有価証券の償還による収入 － 199,916 
投資有価証券の取得による支出 △27,040 △2,054 
有形固定資産の取得による支出 △51,804 △157,707 
貸付けによる支出 △1,900 △900 
貸付金の回収による収入 2,956 2,886 
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 △593 
保険積立金の払戻による収入 85,282 3,513 

投資活動によるキャッシュ・フロー △571,284 △154,779 

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 △390 
配当金の支払額 △76,218 △74,780 

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,890 △75,171 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △356,693 △9,246 

現金及び現金同等物の期首残高 1,398,368 692,501 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,041,674 683,254 



 (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。 
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