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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 36,808 △10.8 297 △76.9 △457 ― △737 ―

21年3月期第3四半期 41,242 ― 1,289 ― 478 ― 102 ―

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3四半期 △7.19 ―

21年3月期第3四半期 1.00 0.70

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3四半期 100,457 34,907 34.7 194.27
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3四半期  34,907百万円 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 49,700 △8.4 1,050 △39.7 50 △92.4 △300 ― △2.93
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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3四半期 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3四半期  240,614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3四半期 102,476,078株 21年3月期第3四半期 102,496,232株
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、世界的な景気低迷の中、一部の経済指標では改善の兆しが見え

始めているものの、企業業績の回復が遅れ、雇用・所得環境の悪化により個人消費も低調に推移し、デフ

レ傾向が鮮明にな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、さまざまな取り組みを行ってまいりました。 

しかしながら、企業業績悪化による宴会需要の減少、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３四半期累計期間の売上高は

36,808百万円と前年同期比4,433百万円(10.8％)の大幅な減収となりました。 

売上高の減収に伴い、営業利益297百万円（前年同期比991百万円減）、経常損失457百万円（前年同期

は経常利益478百万円）、四半期純損失737百万円（前年同期は四半期純利益102百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ302百万円減少し、100,457百万円と

なりました。 

内訳では流動資産が同72百万円減少し6,954百万円となりました。これは売掛金が515百万円増加したも

のの、現金及び預金が623百万円減少したこと等によります。固定資産は同222百万円減少して93,502百万

円となりました。これは有形固定資産の新規取得775百万円及びリース資産の計上1,140百万円がありまし

たものの、減価償却費を2,149百万円計上したこと等によります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ430百万円増加し、65,549百万円

となりました。これはリース債務が増加したこと等によります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ732百万円減少し、34,907百万円と

なりました。これは四半期純損失の計上等によります。これにより自己資本比率は前連結会計年度末の

35.4％から34.7％となり、１株当たりの純資産は、前連結会計年度末の201.41円から194.27円となりまし

た。 

  

【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、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3四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、売上高は前回予想を600百万円引き下げ49,700百万円といたしました。これ

に伴い、営業利益1,050百万円、経常利益50百万円、当期純損失300百万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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,067 2,690

売掛金 3,557 3,042

有価証券 23 13

原材料及び貯蔵品 635 473

その他 686 820

貸倒引当金 △14 △12

流動資産合計 6,954 7,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 102,507 102,168

減価償却累計額 △55,801 △54,103

建物及び構築物（純額） 46,706 48,064

土地 27,245 27,245

その他 9,398 8,238

減価償却累計額 △6,221 △6,066

その他（純額） 3,177 2,171

有形固定資産合計 77,128 77,481

無形固定資産 230 225

投資その他の資産   

差入保証金 15,130 15,131

その他 1,175 1,037

貸倒引当金 △162 △151

投資その他の資産合計 16,143 16,017

固定資産合計 93,502 93,724

繰延資産 － 7

資産合計 100,457 100,759
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,960 1,544

短期借入金 3,952 3,067

未払法人税等 73 134

賞与引当金 5 222

その他 3,568 3,784

流動負債合計 9,560 8,753

固定負債   

長期借入金 42,641 44,205

退職給付引当金 5,476 5,296

商品券回収損引当金 134 128

その他 7,736 6,735

固定負債合計 55,989 56,366

負債合計 65,549 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 △277 460

自己株式 △51 △50

株主資本合計 32,754 33,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

繰延ヘッジ損益 △217 △222

土地再評価差額金 2,371 2,371

評価・換算差額等合計 2,153 2,148

純資産合計 34,907 35,640

負債純資産合計 100,457 100,759
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 41,242 36,808

売上原価 11,300 10,196

売上総利益 29,942 26,612

販売費及び一般管理費   

水道光熱費 2,155 1,934

人件費 13,912 12,433

諸経費 12,585 11,947

販売費及び一般管理費合計 28,653 26,314

営業利益 1,289 297

営業外収益   

受取利息 12 8

受取配当金 2 1

債務勘定整理益 22 20

その他 66 43

営業外収益合計 104 74

営業外費用   

支払利息 849 773

その他 65 56

営業外費用合計 914 830

経常利益又は経常損失（△） 478 △457

特別利益   

建設協力金受入額 47 16

補助金収入 － 9

特別利益合計 47 26

特別損失   

リース解約損 － 178

固定資産除却損 402 92

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 402 288

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（△）

123 △720

法人税、住民税及び事業税 24 16

法人税等合計 24 16

少数株主損失（△） △3 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 102 △737
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

客室 6,857 △12.1

宴会 13,022 △12.5

食堂 8,648 △11.4

その他 7,168 △5.4

ホテル事業計 35,697 △10.8

その他の事業 1,111 △8.1

合計 36,808 △10.8
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