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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 7,677 △4.2 △108 ― △86 ― △41 ―

21年3月期第3四半期 8,012 ― 32 ― 86 ― △65 ―

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 △1.23 ―

21年3月期第3四半期 △1.93 ―

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 13,053 7,798 59.7 233.13
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3四半期  7,798百万円 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  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

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、４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11月11日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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3四半期  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3四半期  1,186,707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3四半期  33,455,421株 21年3月期第3四半期 34,009,011株



【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 
当平成 2１年度第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内外の経済対策の効果など
により、景気は持ち直しに向けた動きが強まってきているとの見方もあるが、企業の設備投資意
欲は依然低く、所得・雇用情勢の悪化による個人消費の低迷など、経営環境は大変厳しい状況の
まま推移しました。 
このような経済情勢のもとで、当社グループの業績は、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、昨年3月末と4月末に一部営業所を閉鎖したことなどにより、売
上げは落ち込み、連結売上高は前年同期を下回りました。 
宴会部門につきましては、企業・団体への積極的なセールス活動を展開する一方、ディナーシ
ョーやトークショーをはじめ各種イベントを企画販売し、集客に努めました。しかしながら、一
般宴会につきましては、企業・団体などの大口宴会の受注が減少し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、本舘はじめ各営業所も堅調に推移し、宴会部門の売上高は
前年同期を上回りました。 
食堂部門につきましては、企業の接待利用の低迷、前述の営業所閉鎖の影響などにより売上げ
は前年同期を下回りました。 
その結果当グループの連結売上高は 7,677百万円（前年同期比4.2%減）となり、経費面では、
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、昨年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が
あり、連結営業損失は 108百万円、連結経常損失は 86百万円となり、固定資産除却損が減少し
連結四半期純損失は41百万円と若干の改善がみられました。 
 
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 249百万円（1.9％）減少して、13,053百万円となりました。
流動資産は同 365百万円（14.8％）減少の 2,107百万円、固定資産は同 115百万円（1.1％）増
加の10,946百万円となりました。  
 流動資産減少の主な要因は、現金及び預金、有価証券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、2百万円減少の 7,779百万円となり、その主な要因は、本舘
客用エレベーターの改修などで362百万円増加し、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、118百万円増加の 3,159百万円となり、その主な要因は、保険積立金が
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 138百万円（2.6％）減少して 5,254百万円となりました。
流動負債は同 164百万円（9.5％）減少の 1,561百万円、固定負債は同 26百万円（0.7％）増加
の3,692百万円となりました。 
流動負債減少の主な要因は、買掛金が増加したものの、未払金、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111百万円（1.4％）減少して7,798百万円となりました。  
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 
  通期の業績予想につきましては、平成21 年 11 月 11 日に発表いたしました業績予想に変更は
ございません。 
 
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) 
   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。 

  
(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 694,621 1,022,501 
売掛金 726,034 613,750 
有価証券 219,955 409,648 
商品及び製品 48,854 67,572 
仕掛品 7,086 6,364 
原材料及び貯蔵品 93,945 80,796 
繰延税金資産 167,585 138,631 
その他 156,481 136,737 
貸倒引当金 △7,089 △3,396 

流動資産合計 2,107,475 2,472,605 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 4,082,658 4,071,335 
機械装置及び運搬具（純額） 153,604 156,900 
工具、器具及び備品（純額） 460,221 471,117 
土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,779,567 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 877,012 856,660 
繰延税金資産 1,338,604 1,370,693 
その他 953,212 818,198 
貸倒引当金 △8,853 △4,240 

投資その他の資産合計 3,159,976 3,041,313 

固定資産合計 10,946,333 10,830,539 
繰延資産   
開発費 20 82 
繰延資産合計 20 82 

資産合計 13,053,829 13,303,227 



（単位：千円）

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 303,585 232,265 
短期借入金 370,000 370,000 
未払金 401,502 471,018 
未払法人税等 14,486 27,272 
賞与引当金 57,290 160,960 
店舗閉鎖損失引当金 － 31,000 
その他 415,101 434,313 
流動負債合計 1,561,966 1,726,829 

固定負債   
退職給付引当金 3,154,484 3,123,288 
その他 538,410 542,910 
固定負債合計 3,692,894 3,666,198 

負債合計 5,254,860 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 955,387 1,080,035 
自己株式 △445,017 △443,173 

株主資本合計 7,864,653 7,991,144 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △65,684 △80,943 

評価・換算差額等合計 △65,684 △80,943 

純資産合計 7,798,968 7,910,200 

負債純資産合計 13,053,829 13,303,227 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 8,012,216 7,677,879 
売上原価 7,069,731 6,849,583 
売上総利益 942,484 828,296 
販売費及び一般管理費   
給料及び手当 393,228 451,333 
賞与引当金繰入額 23,168 5,510 
役員退職慰労引当金繰入額 3,989 － 
貸倒引当金繰入額 － 7,320 
その他 489,299 472,588 
販売費及び一般管理費合計 909,685 936,751 

営業利益又は営業損失（△） 32,799 △108,455 

営業外収益   
受取利息 5,073 1,780 
受取配当金 18,460 15,640 
生命保険配当金 27,203 4,353 
その他 12,839 6,887 
営業外収益合計 63,576 28,661 

営業外費用   
支払利息 5,249 4,325 
開発費償却 1,975 61 
コミットメントフィー 2,062 2,062 
その他 217 703 
営業外費用合計 9,504 7,152 

経常利益又は経常損失（△） 86,871 △86,946 

特別利益   
補助金収入 － 45,030 
店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 26,696 
受取補償金 120,000 － 

特別利益合計 120,000 71,726 

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 
固定資産売却損 － 833 
投資有価証券評価損 25,838 9,051 
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 262,760 34,606 

税金等調整前四半期純損失（△） △55,889 △49,826 

法人税、住民税及び事業税 10,744 9,155 
法人税等調整額 △896 △17,979 

法人税等合計 9,848 △8,824 

四半期純損失（△） △65,737 △41,002 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

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) 

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（△） △55,889 △49,826 
減価償却費 332,470 348,829 
減損損失 15,651 － 
繰延資産償却額 1,975 61 
長期前払費用の増減額（△は増加） － △14,452 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △60,474 31,196 
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） △101,480 △103,670 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 47,000 △31,000 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 232 8,306 
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 △23,533 △17,420 
支払利息 5,249 4,325 
支払手数料 2,062 2,062 
投資有価証券評価損益（△は益） 25,838 9,051 
有形固定資産除却損 130,024 14,100 
有形固定資産売却損益（△は益） － 833 
補助金収入 － △45,030 
その他の特別損益（△は益） △120,000 － 
売上債権の増減額（△は増加） △71,659 △112,284 
たな卸資産の増減額（△は増加） △8,575 4,453 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,319 △23,449 
仕入債務の増減額（△は減少） 37,415 71,320 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △308,608 28,012 
その他 355,721 △4,500 

小計 187,052 120,919 
利息及び配当金の受取額 22,015 17,293 
利息の支払額 △5,079 △4,293 
補助金の受取額 － 45,030 
その他の収入 120,000 － 
法人税等の支払額 △87,452 △10,710 

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,536 168,238 



（単位：千円）

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) 

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 △230,000 
定期預金の払戻による収入 200,000 230,000 
有価証券の取得による支出 △698,131 △399,782 
有価証券の償還による収入 － 599,793 
投資有価証券の取得による支出 △31,449 △3,014 
有形固定資産の取得による支出 △260,493 △487,367 
有形固定資産の売却による収入 － 400 
貸付けによる支出 △8,600 △5,402 
貸付金の回収による収入 8,614 9,097 
敷金及び保証金の差入による支出 △3,200 － 
敷金及び保証金の回収による収入 120,788 24,362 
保険積立金の積立による支出 △49,055 △182,533 
保険積立金の払戻による収入 90,338 33,699 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,061,189 △410,747 

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 △249,421 △1,843 
配当金の支払額 △85,251 △83,527 

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,672 △85,370 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,159,325 △327,879 

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 239,042 364,621 



 (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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