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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 11,848 △13.4 △132 ― △387 ― △432 ―

21年3月期第1四半期 13,687 ― 394 ― 127 ― 37 ―

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 △4.22 ―

21年3月期第1四半期 0.37 0.26

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 99,069 35,201 35.5 197.10
21年3月期 100,759 35,640 35.4 201.41

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  35,198百万円 21年3月期  35,640百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

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) 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） 

(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 

・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 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 102,716,515株 21年3月期  102,716,515株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  240,139株 21年3月期  237,784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 102,477,151株 21年3月期第1四半期 102,504,947株
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当第1四半期のわが国経済は、国際的な金融危機に端を発した急激な景気減速から、企業収益が低迷

し、雇用・所得環境が悪化するなか、個人消費も伸び悩むなど依然厳しい状況が続いております。 

ホテル業界におきましても、企業業績の悪化や消費マインドの冷え込み等に加え、特に京阪神のホテル

業界は新型インフルエンザにより多大なる影響を受け、宿泊、宴会のキャンセルが相次ぐという厳しい業

況となりました。 

このような状況のもと、当社グループでは、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おります。 

しかしながら、企業業績悪化による宴会需要の低迷、個人消費の冷え込み等に加え、新型インフルエン

ザによる影響により、当第１四半期の売上高は11,848百万円と前期比1,839百万円(13.4％)の大幅な減収

となりました。 

売上高の減収に伴い、営業損失132百万円（前年同期は営業利益394百万円）、経常損失387百万円（前

年同期は経常利益127百万円）、四半期純損失432百万円（前年同期は四半期純利益37百万円）となりまし

た。 

  

総資産は前連結会計年度末に比べ1,689百万円減少し99,069百万円となりました。 

内訳では流動資産が同1,229百万円減少し5,797百万円となりました。これは現金及び預金と売掛金が減

少したこと等によります。固定資産は同452百万円減少して93,271百万円となりました。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1,250百万円減少し63,868百万円となりました。 

内訳では流動負債が同405百万円減少し8,347百万円となりました。これは買掛金の減少等によります。

固定負債は同845百万円減少し55,520百万円となりました。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439百万円減少し35,201百万円となりました。これは四半期純損失の

計上等によります。  

  

平成22年3月期の業績予想に関しましては、平成21年5月15日の決算発表時点と変更はありません。な

お、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と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
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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。

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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)

(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 2,080 2,690

売掛金 2,463 3,042

有価証券 13 13

原材料及び貯蔵品 501 473

その他 752 820

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 5,797 7,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 102,284 102,168

減価償却累計額 △54,646 △54,103

建物及び構築物（純額） 47,638 48,064

土地 27,245 27,245

その他 8,163 8,238

減価償却累計額 △6,029 △6,066

その他（純額） 2,134 2,171

有形固定資産合計 77,018 77,481

無形固定資産 218 225

投資その他の資産   

差入保証金 15,130 15,131

その他 1,056 1,037

貸倒引当金 △151 △151

投資その他の資産合計 16,035 16,017

固定資産合計 93,271 93,724

繰延資産 － 7

資産合計 99,069 100,759
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（単位：百万円）

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 1,317 1,544

短期借入金 3,121 3,067

未払法人税等 62 134

賞与引当金 107 222

その他 3,739 3,784

流動負債合計 8,347 8,753

固定負債   

長期借入金 43,393 44,205

退職給付引当金 5,367 5,296

商品券回収損引当金 131 128

その他 6,628 6,735

固定負債合計 55,520 56,366

負債合計 63,868 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 27 460

自己株式 △51 △50

株主資本合計 33,058 33,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 △0

繰延ヘッジ損益 △236 △222

土地再評価差額金 2,371 2,371

評価・換算差額等合計 2,139 2,148

少数株主持分 2 －

純資産合計 35,201 35,640

負債純資産合計 99,069 100,759

㈱ロイヤルホテル（9713）平成22年３月期　第１四半期決算短信

6



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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 13,687 11,848

売上原価 3,688 3,245

売上総利益 9,999 8,602

販売費及び一般管理費   

水道光熱費 650 616

人件費 4,821 4,262

諸経費 4,132 3,857

販売費及び一般管理費合計 9,604 8,735

営業利益又は営業損失（△） 394 △132

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 1 0

債務勘定整理益 8 6

その他 21 13

営業外収益合計 34 23

営業外費用   

支払利息 282 259

その他 18 18

営業外費用合計 301 278

経常利益又は経常損失（△） 127 △387

特別損失   

固定資産除却損 82 34

特別損失合計 82 34

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

44 △422

法人税、住民税及び事業税 7 6

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37 △432
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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 部門別売上実績 

 
（注）受注生産は行っておりません。 

  

6. その他の情報

 生産、受注及び販売の状況

部門

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)

金額(百万円) 前年同期比(％)

客室 2,129 △15.8

宴会 4,335 △17.1

食堂 2,876 △11.4

その他 2,130 △6.0

ホテル事業計 11,471 △13.6

その他の事業 376 △9.9

合計 11,848 △13.4
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