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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,735 △3.7 △296 ― △279 ― △189 ―

21年3月期第2四半期 4,917 ― △185 ― △136 ― △166 ―

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2四半期 △5.68 ―

21年3月期第2四半期 △4.87 ―

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2四半期 13,030 7,683 59.0 229.66
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2四半期  7,683百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 10,570 △1.8 130 △26.4 180 △26.9 80 △14.0 2.39



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、５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。 

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2四半期  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2四半期  1,185,160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2四半期  33,456,133株 21年3月期第2四半期 34,146,404株



(参考)

平成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)

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　有

百万円 ％

10,150

百万円％
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【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 
当第２四半期のわが国経済は、経済対策の効果などにより最悪期を脱し、景気はようやく下げ
止まりの兆しがみえてきたとの見方もありますが、依然として雇用・所得環境が悪化するなか、
個人消費が冷え込むなど、経営環境は一段と厳しい状況となりました。 
 このような経済情勢のもとで、当社グループの第２四半期連結累計期間の業績は、企業業績悪
化による法人需要の低迷、個人消費マインドの冷え込み、加えて新型インフルエンザによる影響
や、本年３月末および４月末に経団連ゲストハウスと品川営業所をそれぞれ閉鎖したことなどに
より、売上げが落ち込みました。 
宴会部門につきましては、一般宴会は、企業業績悪化による企業・団体などの大口宴会の受注
が減少し、さらに新型インフルエンザの影響によるキャンセルが相次ぐなど苦戦を強いられまし
た。婚礼につきましては、当社ならではの強みや特色を活かした高級感のあるブライダルフェア
を数多く開催し、受注確保に取り組んだ結果、本舘をはじめ浜松町東京會舘など各営業所とも堅
調に推移しました。 
 食堂部門につきましても、前述の営業所閉鎖の影響や企業の接待利用の低迷、個人消費マイン
ドの冷え込みに加え、新型インフルエンザによる影響などにより、売上げは落ち込みました。 
その結果、当グループの連結売上高は4,735百万円（前年同期比3.7%減）となり、 経費面に
おきましては、引き続き徹底した原価管理と全社的な諸経費の削減、業務全般の効率化を推し進
め、収益向上に全力を傾注いたしましたが、本年３月末の株式相場の大幅下落などによる退職給
付費用の増加や例年どおり、夏場の不需要期を含む季節的要因もあり、連結営業損失は296百万
円、連結経常損失は279百万円、連結四半期純損失は189百万円となりました。 
 
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 272百万円（2.0％）減少して、13,030百万円となりました。
流動資産は同 419百万円（17.0％）減少の 2,053百万円、固定資産は同 146百万円（1.4％）増
加の10,977百万円となりました。  
  流動資産減少の主な要因は、現金及び預金、売掛金が減少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、83百万円増加の7,866百万円となり、その主な要因は、本舘
客用エレベーターの改修などで328百万円増加し、減価償却実施額や資産の除却で減少したこと
などによります。  
  投資その他の資産は、62百万円増加の3,104百万円となり、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、投資有価証券が増加したことなど

によります。  
負債合計は、前連結会計年度末比45百万円（0.8％）減少して5,347百万円となりました。流
動負債は同39百万円（2.3％）減少の1,687百万円、固定負債は同5百万円（0.1％）減少の3,660
百万円となりました。  
流動負債減少の主な要因は、未払金が増加したものの、買掛金、賞与引当金などがそれぞれ減
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227百万円（2.9％）減少して7,683百万円となりました。 
主な要因は、配当の支払いを行い、四半期純損失を計上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 
  当第２四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21 年５月15 日に発表いたしました平成22 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21年５月15日発表） 

百万円 
10,970 

百万円 
180 

百万円 
240 

百万円 
100 

円 銭 
2.99 

今回修正予想（Ｂ） 10,570 130 180 80 2.39 
増減額（Ｂ－Ａ） △400 △50 △60 △20 ― 
増減率（％） △3.6 △27.8 △25.0 △20.0 ― 
（参考）前期実績 10,768 176 246 93 2.75 
 
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２四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 
   該当事項はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 616,998 1,022,501 
売掛金 447,948 613,750 
有価証券 419,877 409,648 
商品及び製品 68,927 67,572 
仕掛品 7,795 6,364 
原材料及び貯蔵品 83,005 80,796 
繰延税金資産 278,787 138,631 
その他 135,864 136,737 
貸倒引当金 △5,876 △3,396 

流動資産合計 2,053,329 2,472,605 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 4,152,825 4,071,335 
機械装置及び運搬具（純額） 159,394 156,900 
工具、器具及び備品（純額） 471,096 471,117 
土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,866,399 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 920,975 856,660 
繰延税金資産 1,326,922 1,370,693 
その他 865,206 818,198 
貸倒引当金 △8,853 △4,240 

投資その他の資産合計 3,104,250 3,041,313 

固定資産合計 10,977,440 10,830,539 
繰延資産   
開発費 41 82 
繰延資産合計 41 82 

資産合計 13,030,811 13,303,227 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 195,823 232,265 
短期借入金 370,000 370,000 
未払金 624,523 471,018 
未払法人税等 21,576 27,272 
賞与引当金 112,280 160,960 
店舗閉鎖損失引当金 26,696 31,000 
その他 336,188 434,313 
流動負債合計 1,687,087 1,726,829 

固定負債   
退職給付引当金 3,127,792 3,123,288 
その他 532,910 542,910 
固定負債合計 3,660,702 3,666,198 

負債合計 5,347,789 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 806,458 1,080,035 
自己株式 △444,471 △443,173 

株主資本合計 7,716,269 7,991,144 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △33,248 △80,943 

評価・換算差額等合計 △33,248 △80,943 

純資産合計 7,683,021 7,910,200 

負債純資産合計 13,030,811 13,303,227 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,917,314 4,735,277 
売上原価 4,541,045 4,416,366 
売上総利益 376,269 318,911 
販売費及び一般管理費   
給料及び手当 237,827 300,722 
賞与引当金繰入額 15,418 10,880 
役員退職慰労引当金繰入額 3,989 － 
貸倒引当金繰入額 － 7,000 
その他 304,286 297,110 
販売費及び一般管理費合計 561,522 615,713 

営業損失（△） △185,252 △296,801 

営業外収益   
受取利息 3,671 1,346 
受取配当金 12,770 10,889 
生命保険配当金 27,203 4,353 
その他 11,430 5,180 
営業外収益合計 55,076 21,769 

営業外費用   
支払利息 3,497 2,877 
開発費償却 1,316 41 
コミットメントフィー 1,375 1,375 
その他 143 631 
営業外費用合計 6,333 4,924 

経常損失（△） △136,509 △279,957 

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 14,100 
固定資産処分損 15,925 10,620 
減損損失 15,651 － 
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 236,922 24,721 

税金等調整前四半期純損失（△） △253,431 △304,679 

法人税、住民税及び事業税 7,397 6,186 
法人税等調整額 △94,563 △120,934 

法人税等合計 △87,166 △114,747 

四半期純損失（△） △166,265 △189,931 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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損失（△） △253,431 △304,679 
減価償却費 221,099 230,922 
減損損失 15,651 － 
繰延資産償却額 1,316 41 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △53,517 4,504 
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） △23,990 △48,680 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 47,000 △4,303 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △497 7,093 
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 △16,442 △12,235 
支払利息 3,497 2,877 
支払手数料 1,375 1,375 
有形固定資産除却損 130,024 14,100 
その他の特別損益（△は益） △120,000 － 
売上債権の増減額（△は増加） 228,314 165,801 
たな卸資産の増減額（△は増加） △12,685 △5,238 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △28,230 △2,366 
仕入債務の増減額（△は減少） △60,332 △36,441 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △476,428 △106,902 
その他 354,721 △10,000 

小計 △40,604 △104,131 

利息及び配当金の受取額 16,078 12,285 
利息の支払額 △3,492 △2,862 
その他の収入 120,000 － 
法人税等の支払額 △82,598 △6,558 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,382 △101,266 

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 △180,000 
定期預金の払戻による収入 － 230,000 
有価証券の取得による支出 △698,131 △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 △29,516 △2,054 
有形固定資産の取得による支出 △72,140 △170,483 
貸付けによる支出 △5,200 △5,402 
貸付金の回収による収入 5,716 6,646 
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 △48,367 △82,030 
保険積立金の払戻による収入 90,338 33,633 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,066,513 △169,612 



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 △6,931 △1,297 
配当金の支払額 △85,022 △83,325 

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,954 △84,623 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,149,085 △355,502 

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 249,282 336,998 



 (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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