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1.  平成22年1月期第3四半期の業績（平成21年2月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1月期第3四半期 2,634 △5.3 △63 ― △46 ― △53 ―
21年1月期第3四半期 2,783 0.7 17 △51.5 34 △28.1 37 △20.2

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1月期第3四半期 △20.57 ―
21年1月期第3四半期 14.23 ―

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1月期第3四半期 4,645 3,219 69.3 1,237.43
21年1月期 4,733 3,320 70.1 1,276.25

（参考） 自己資本  22年1月期第3四半期  3,219百万円 21年1月期  3,320百万円

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1月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年1月期 ― 5.00 ―
22年1月期 
（予想）

5.00 10.00

3.  平成22年1月期の業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
通期業績予想については、本日(平成２１年１２月１１日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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

通期 3,472 △6.3 △83 ― △61 ― △68 ― △26.14
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［(注)詳細は、３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］ 

(2) 四半期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） 

［(注)詳細は、３～４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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第3四半期 2,628,000株 21年1月期 2,628,000株
② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期 26,796株 21年1月期 26,681株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年1月期第3四半期 2,601,254株 21年1月期第3四半期 2,601,432株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．記載した予想数値は、本資料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ます。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想
数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については３～４ページ【定性的情報・財務
諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(会計基準第１２号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第１４号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を契機とする世界同時不況の影響を

受けた中、一部に持ち直しの動きが見えるものの、企業の設備投資や雇用情勢の改善は顕著に現れず、景気の先行

きに不安を抱えた状況下で推移しました。 

当飲食業界におきましては、雇用不安の広がりにより、個人消費は振るわず、また、企業の業績が悪化した中、

宴会需要が低迷するなど、非常に厳しい経営環境となりました。 

このような情勢下ではありましたが、当社は本年３月下旬から東京文化会館店のリニューアル工事を行い、お客

様がより快適に寛げる飲食スペースとしてレストランとカフェテラスの強化を図り、同年4月から営業を再開しまし

た。また、同年5月下旬には東急大井町線大岡山駅前に新設された東工大蔵前会館内にレストラン「ロイアルブルー

精養軒」を出店しました。 

この結果、第3四半期累計期間の売上高は、新型インフルエンザの流行もあり人の集まるところえの出控えでレス

トランの来客者の減少や、宴会受注の縮小等厳しい環境のもと2,634百万円となりました。営業損失は内部システム

構築の費用や新規出店及びリニューアル費用等がかさみ63百万円、経常損失は46百万円、四半期純損失は53百万円

となりました。 

尚、例年の傾向として8月から10月は宴会需要が減少し、他の四半期と比べ収益が減少する傾向にあり
ます。 

  

(資産)  

当第3四半期会計期間末における総資産は前事業年度末と比べ88百万円減少し、4,645百万円となりました。  

流動資産は65百万円増加の1,575百万円、固定資産は153百万円減少の3,070百万円となりました。 

流動資産の増加の主な要因は、長期預金の200百万円が預入先の解約権行使により返金されたことによります。 

固定資産の減少の主な要因は、4月の文化会館店リニューアルや、5月下旬に東急大井町線大岡駅前に新設された

東工大蔵前会館内にレストラン「ロイアルブルー精養軒」を出店等による設備投資203百万円が増加した一方で、減

価償却費を109百万円計上したことと、前述の長期預金の減少したことによるものです。 

(負債)  

当第3四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末と比べ13百万円増加し、1,426百万円となりました。流動負債

は44百万円増加の389百万円、固定負債は32百万円減少の1,037百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、12月支払い予定の賞与引当金47百万円の増加によるものです。 

固定負債の減少の主な要因は、役員退職慰労引当金が29百万円減少したことによるものです。 

(純資産)  

当第3四半期会計期間末の純資産は前事業年度と比べ101百万円の減少となりました。これは利益剰余金80百万円

の減少と、投資有価証券の時価の下落によるその他有価証券評価差額金22百万円の減少によるものです。 

(キャッシュ・フローの状況)  

当第3四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、621百万円となり前事業年度末と

比べ110百万円の増加となりました。当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりで

あります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、120百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失51百万円であり

ましたが、減価償却費109百万円、賞与引当金47百万円の増加によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は、4百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出201百

万円に対し、定期預金の預入と払戻による差額210百万円の収入によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、13百万円となりました。この主なものは株主配当金13百万円であります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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通期の業績予想については、平成21年12月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積額の算定方法 

一般債権に係る貸倒引当金は、前会計年度末に算定した貸倒実績率等から著しい変化がないと認められるため、

前会計年度の貸倒実績率等を用いて算定しております。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費の方法として定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定しております。 

  

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  
(3) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当会計年度の第１四半期会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、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、これによる損益に与える影響はありません。 

  

(4) リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月30日改正)及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正)が平成20年４月１日以後開始

する会計年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期会計期間か

らこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

また、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の減価償却費の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,430,762 1,330,545

売掛金 79,728 107,105

たな卸資産 35,025 37,382

その他 31,065 39,147

貸倒引当金 △1,800 △4,000

流動資産合計 1,574,780 1,510,178

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 980,545 920,501

土地 603,193 603,193

その他（純額） 128,760 105,220

有形固定資産合計 1,712,498 1,628,914

無形固定資産 5,505 2,023

投資その他の資産   

投資有価証券 953,556 988,972

長期預金 300,000 500,000

その他 102,073 109,673

貸倒引当金 △3,500 △6,500

投資その他の資産合計 1,352,128 1,592,145

固定資産合計 3,070,131 3,223,082

資産合計 4,644,912 4,733,260

負債の部   

流動負債   

買掛金 76,012 69,192

未払金 120,211 119,742

未払費用 79,611 70,202

賞与引当金 87,000 40,000

その他 26,273 45,601

流動負債合計 389,106 344,737

固定負債   

退職給付引当金 817,575 805,168

役員退職慰労引当金 107,130 136,050

繰延税金負債 103,456 118,232

その他 8,833 9,131

固定負債合計 1,036,994 1,068,581

負債合計 1,426,100 1,413,318
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 131,400 131,400

資本剰余金 4,330 4,330

利益剰余金 2,952,564 3,032,074

自己株式 △20,281 △20,198

株主資本合計 3,068,014 3,147,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 150,798 172,336

評価・換算差額等合計 150,798 172,336

純資産合計 3,218,811 3,319,942

負債純資産合計 4,644,912 4,733,260

株式会社精養軒(9734)平成22年1月期第３四半期決算短信(非連結)

6



(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 2,634,332

売上原価 1,177,441

売上総利益 1,456,891

販売費及び一般管理費 1,519,617

営業損失（△） △62,726

営業外収益  

受取利息 4,846

雑収入 11,691

営業外収益合計 16,537

経常損失（△） △46,189

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,000

特別利益合計 3,000

特別損失  

固定資産除却損 8,308

特別損失合計 8,308

税引前四半期純損失（△） △51,497

法人税、住民税及び事業税 2,000

法人税等合計 2,000

四半期純損失（△） △53,497
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 796,583

売上原価 369,865

売上総利益 426,718

販売費及び一般管理費 489,586

営業損失（△） △62,868

営業外収益  

受取利息 1,811

雑収入 1,774

営業外収益合計 3,584

経常損失（△） △59,284

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,462

特別利益合計 1,462

特別損失  

固定資産除却損 3,396

特別損失合計 3,396

税引前四半期純損失（△） △61,218

法人税、住民税及び事業税 640

法人税等合計 640

四半期純損失（△） △61,858
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △51,497

減価償却費 109,008

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,407

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,920

受取利息及び受取配当金 △11,354

有形固定資産除却損 6,442

売上債権の増減額（△は増加） 27,376

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,357

仕入債務の増減額（△は減少） 6,820

その他 △4,900

小計 109,540

利息及び配当金の受取額 11,354

法人税等の支払額 △1,023

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,870

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 △480,000

定期預金の払戻による収入 690,000

有形固定資産の取得による支出 △201,429

無形固定資産の取得による支出 △4,065

投資有価証券の取得による支出 △899

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,607

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △13,177

その他 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 110,217

現金及び現金同等物の期首残高 510,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 620,762
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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前年同四半期に係る財務諸表 

  

(単位：千円) 

「参考」

(１) (要約)四半期損益計算書

前第３四半期累計期間(平成20年2月1日～平成20年10月31日)

科目

前中間会計期間
(自 平成20年2月1日 
  至 平成20年10月31日)

金 額 百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,783,139 100.0

Ⅱ 売上原価 1,223,083 43.9

   売上総利益 1,560,056 56.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,543,548 55.5

   営業利益 16,508 0.6

Ⅳ 営業外収益 20,645 0.7

Ⅴ 営業外費用 3,365 0.1

   経常利益 33,789 1.2

Ⅵ 特別利益 5,199 0.2

Ⅶ 特別損失 210 0.0

   税引前中間純利益 38,777 1.4

   法人税、住民税及び事業税 1,750 0.1

   四半期純利益 37,027 1.3
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前第３四半期累計期間(平成20年2月1日～平成20年10月31日) 

  

(単位：千円) 

 
  

(２) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
(自 平成20年2月1日 
  至 平成20年10月31日)

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

 1.税引前四半期純利益 38,777

 2.減価償却費 100,099

 3.貸倒引当金の減少額 △4,200

 4.賞与引当金の増加額 48,000

 5.退職給付引当金の減少額 △24,431

 6.役員退職慰労給付引当金の増加額 4,828

 7.受取利息及び受取配当金 △14,462

 8.社債利息 3,365

9.投資有価証券売却益 △1,023

10.売上債権の減少額 43,498

11.たな卸資産の増加額 △5,491

12.仕入債務の増加額 13,946

13.未払消費税等の減少額 △5,972

14.その他 8,236

    小計 205,170

15.利息及び配当金の受取額 14,462

16.利息の支払額 △3,381

17.法人税等の支払額 △4,654

  営業活動によるキャッシュ・フロー 211,597

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

 1.定期預金の預入による支出 △590,000

 2.定期預金の払戻による収入 840,000

 3.有形固定資産の取得による支出 △36,554

 4.有形固定資産の売却による支出 70,000

 5.投資有価証券の売却による収入 1,431

 6.投資有価証券の取得による支出 △993

  投資活動によるキャッシュ・フロー 283,884

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

 1.社債の償還による支出 △450,000

 2.配当金の支払額 △13,303

 3.その他 △190

 財務活動によるキャッシュ・フロー △463,493

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 31,988

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 713,926

Ⅵ現金及び現金同等物の四半期末残高 745,913
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