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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 22,922 △11.7 △618 ― △1,108 ― △1,250 ―

21年3月期第2四半期 25,974 ― △272 ― △809 ― △1,079 ―

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 △12.21 ―

21年3月期第2四半期 △10.53 ―

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 97,970 34,400 35.1 189.32
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2四半期  34,400百万円 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

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 50,300 △7.3 1,450 △16.7 500 △23.8 100 △37.0 0.98
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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。なお、業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予
想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 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2四半期  241,054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2四半期 102,476,216株 21年3月期第2四半期 102,499,879株
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当第２四半期累計期間のわが国経済は、昨年秋以降の世界的な景気後退を背景に企業業績や雇用情勢が

悪化し、個人消費も低迷を続けるなど依然厳しい状況が続いております。 

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まいりました。 

しかしながら、国内企業の業績悪化による法人需要の減少、個人消費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影響を受けたこともあり、当第２四半期累計期間の売上

高は22,922百万円と前年同期比3,051百万円(11.7％)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618百万円（前年同期は営業損失272百万円）、経常損失1,108百万円

（前年同期は経常損失809百万円）、四半期純損失1,250百万円（前年同期は四半期純損失1,079百万円）

となりました。 

  

総資産は前連結会計年度末に比べ2,788百万円減少し97,970百万円となりました。 

内訳では流動資産が同2,063百万円減少し4,963百万円となりました。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717百万円減少して93,007百万円となりました。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1,549百万円減少し63,569百万円となりました。 

内訳では流動負債が同18百万円減少し8,734百万円となりました。これは買掛金の減少等によります。

固定負債は同1,530百万円減少し54,835百万円となりました。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1,239百万円減少し34,400百万円となりました。これは四半期純損失

の計上等によります。 

  

【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
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今後の経済見通しにつきましては、国内景気は一部持ち直しの動きがみられるものの、本格的な景気回

復にはなお時間を要することが想定され、個人消費の低迷も続くものと懸念されます。 

このような状況のもと、業績の向上に一層の努力を重ねておりますが、ホテル需要の低迷が今後しばら

く継続するものと見込まれることから、第2四半期累計期間の業績結果も踏まえ、通期の業績予想を修正

いたしました。 

通期の業績予想としては、売上高は当初予想を3,100百万円引き下げ50,300百万円といたしました。こ

れにともない、営業利益1,450百万円、経常利益500百万円、当期純利益100百万円と予想を引き下げてお

ります。 

なお、本日、別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり上記に加え、個別業績予想につ

きましても修正をお知らせしています。 

業績予想数値につきましては、現時点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

績はさまざまな要因によって予想数値とは異なる可能性があります。 

  
  

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。

  

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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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 1,330 2,690

売掛金 2,355 3,042

有価証券 23 13

原材料及び貯蔵品 465 473

その他 801 820

貸倒引当金 △12 △12

流動資産合計 4,963 7,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 102,480 102,168

減価償却累計額 △55,208 △54,103

建物及び構築物（純額） 47,271 48,064

土地 27,245 27,245

その他 8,238 8,238

減価償却累計額 △6,107 △6,066

その他（純額） 2,130 2,171

有形固定資産合計 76,647 77,481

無形固定資産 214 225

投資その他の資産   

差入保証金 15,131 15,131

その他 1,171 1,037

貸倒引当金 △158 △151

投資その他の資産合計 16,144 16,017

固定資産合計 93,007 93,724

繰延資産 － 7

資産合計 97,970 100,759
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（単位：百万円）

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 1,240 1,544

短期借入金 3,939 3,067

未払法人税等 101 134

賞与引当金 39 222

その他 3,413 3,784

流動負債合計 8,734 8,753

固定負債   

長期借入金 42,656 44,205

退職給付引当金 5,405 5,296

商品券回収損引当金 132 128

その他 6,641 6,735

固定負債合計 54,835 56,366

負債合計 63,569 65,119

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

その他資本剰余金 △0 －

資本剰余金合計 14,980 14,980

利益剰余金 △790 460

自己株式 △51 △50

株主資本合計 32,240 33,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △0

繰延ヘッジ損益 △214 △222

土地再評価差額金 2,371 2,371

評価・換算差額等合計 2,160 2,148

純資産合計 34,400 35,640

負債純資産合計 97,970 100,759
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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 25,974 22,922

売上原価 6,854 6,178

売上総利益 19,119 16,743

販売費及び一般管理費   

水道光熱費 1,503 1,348

人件費 9,602 8,182

諸経費 8,286 7,831

販売費及び一般管理費合計 19,392 17,362

営業損失（△） △272 △618

営業外収益   

受取利息 8 5

受取配当金 1 1

債務勘定整理益 16 13

その他 49 33

営業外収益合計 76 54

営業外費用   

支払利息 564 511

その他 49 32

営業外費用合計 613 543

経常損失（△） △809 △1,108

特別利益   

建設協力金受入額 － 16

補助金収入 － 9

特別利益合計 － 26

特別損失   

固定資産除却損 255 85

リース解約損 － 54

固定資産圧縮損 － 9

貸倒引当金繰入額 － 6

投資有価証券評価損 － 1

特別損失合計 255 157

税金等調整前四半期純損失（△） △1,065 △1,239

法人税、住民税及び事業税 21 11

法人税等合計 21 11

少数株主損失（△） △7 －

四半期純損失（△） △1,079 △1,250
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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)

金額(百万円) 前年同期比(％)

客室 4,434 △13.9

宴会 7,655 △16.1

食堂 5,717 △9.0

その他 4,415 △5.3

ホテル事業計 22,222 △11.9

その他の事業 699 △7.8

合計 22,922 △11.7
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平成21年11月13日

株式会社ロイヤルホテル

  

  

（単位 金額：百万円、構成比：％、増減比：％）

 
  

  

（単位：百万円）

 
  

決算発表 補足資料（個別業績）

(1) 部門別売上

部    門

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

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

比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 増減 増減率

リーガロイヤルホテル(大阪)

客    室 1,581 10.3 1,829 10.5 △ 247 △ 13.6

宴    会 3,432 22.4 4,001 23.0 △ 568 △ 14.2

食    堂 2,927 19.1 3,120 17.9 △ 192 △ 6.2

そ の 他 2,287 15.0 2,414 13.8 △ 126 △ 5.2

計 10,229 66.8 11,364 65.2 △ 1,135 △ 10.0

リーガロイヤルホテル京都 2,716 17.7 3,213 18.4 △ 496 △ 15.4

リーガロイヤルホテル東京 1,662 10.9 2,095 12.0 △ 433 △ 20.7

ホテル事業計 14,608 95.4 16,673 95.6 △ 2,065 △ 12.4

その他の事業 699 4.6 758 4.4 △ 58 △ 7.8

合    計 15,307 100.0 17,432 100.0 △ 2,124 △ 12.2

(2) 損益計算書

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

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

比  較

売上高 15,307 17,432 △ 2,124

 売上原価 4,362 4,845 △ 482

売上総利益 10,944 12,587 △ 1,642

 販売費及び一般管理費 11,335 12,687 △ 1,351

営業損失(△) △ 390 △ 100 △ 290

 営業外収益 456 540 △ 84

 営業外費用 526 597 △ 71

経常損失(△) △ 460 △ 157 △ 303

 特別利益 16 － 16

 特別損失 110 225 △ 115

税引前四半期純損失(△) △ 554 △ 382 △ 171

法人税、住民税及び事業税 △ 17 △ 5 △ 12

四半期純損失(△) △ 536 △ 377 △ 159
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