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1.  平成22年11月期第1四半期の業績（平成21年12月1日～平成22年2月28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11月期第1四半期 1,319 0.1 △22 ― △24 ― △19 ―
21年11月期第1四半期 1,317 ― △35 ― △38 ― △53 ―

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11月期第1四半期 △3.40 ―
21年11月期第1四半期 △9.16 ―

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11月期第1四半期 11,397 8,094 71.0 1,392.13
21年11月期 11,650 8,141 69.9 1,400.16

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  8,094百万円 21年11月期  8,141百万円

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11月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年11月期 ―
22年11月期 

（予想）
0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年11月期の業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

2,770 △0.7 △25 ― △30 ― △35 ― △6.02

通期 5,650 0.3 55 △39.9 50 △43.1 25 368.8 4.30
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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、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、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 無
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11月期第1四半期 5,856,400株 21年11月期  5,856,400株
② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  41,789株 21年11月期  41,709株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年11月期第1四半期 5,814,611株 21年11月期第1四半期 5,817,063株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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、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。 
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当第1四半期会計期間におけるわが国の経済は、中国などの新興国への輸出が好調に推移したことや、

政府の緊急経済対策の効果により一部の業種で持ち直しの兆しが見えるものの、デフレの影響により個人

消費や所得環境、雇用情勢は引続き厳しい状況で推移し、未だ回復への道は険しい状況にあります。 

 このような状況のもと、当第1四半期会計期間の売上高は、1,319,393千円（前年同四半期比0.1％増）

となりました。  

 部門別の売上高は、宿泊部門266,053千円（前年同四半期比4.0％減）、レストラン部門362,837千円

（前年同四半期比4.7％増）、宴会部門569,260千円（前年同四半期比4.1％減）となりました。  

 販売費及び一般管理費は895,246千円（前年同四半期比3.1％減）となり、営業損益は22,075千円（前年

同四半期比13,271千円損失改善）の営業損失、経常損益は24,329千円（前年同四半期比13,698千円損失改

善）の経常損失となりました。  

 この結果、第1四半期会計期間の四半期純損益は19,741千円（前年同四半期比33,518千円損失改善）の

四半期純損失となりました。  

 なお、当社が営むホテル業は、第4四半期に宴会（婚礼）需要が強く、売上高が多く計上される傾向が

あります。  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 ①資産 

    資産合計は11,397,547千円（前事業年度末比252,862千円減）となりました。 

   主な要因は現金及び預金112,350千円の減少や、有形固定資産102,341千円の減少でありま 

   す。 

  ②負債 

    負債合計は3,302,872千円（前事業年度末比206,027千円減）となりました。 

   主な要因は買掛金133,577千円の減少や、前受金59,616千円の減少及び未払賞与45,600千円の 

   減少などであります。 

  ③純資産 

    純資産合計は8,094,674千円（前事業年度末比46,834千円減）となりました。 

   主な要因は利益剰余金48,815千円の減少によるものであります。 

  

・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

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第1四半期決算短信（非連結）
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（2）キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期会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、前事業年度

末に比べ112,350千円減少し、559,582千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業収入1,334,254千円、原材料又は商品の仕入れによる支出599,562千円、人件費の支出510,619

千円などにより営業活動によるキャッシュ・フローは184,372千円の支出となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得による支出により投資活動によるキャッシュ・フローは19,195千円の支出とな

りました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入れによる収入200,000千円、短期借入金の返済による支出80,000千円、配当金の支払額

28,193千円などにより財務活動によるキャッシュ・フローは91,217千円の収入となりました。 

  

当期の業績予想につきましては、第1四半期において概ね計画通り推移しているため、前回発表（平成

21年11月期 決算短信）から変更はありません。 

  

1.簡便な会計処理  

  繰延税金資産の回収可能性の判断  

   繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前事業年度末以降の経営環境等に著しい  

   変化が生じておらず、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  

   事業年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によ  

   っております。  

 2.四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

  該当事項はありません。  

  

ポイント引当金 

当社のクラブ会員に対して付与したポイントについては、従来ポイントをホテル利用券に交換し

た時に費用処理していましたが、当第1四半期会計期間より、ポイントの発行ベース（発生主義）

により費用計上する方法に変更しました。 

 この変更は、ポイントの失効制度を明確にすることにより有効期間の正確な管理が可能になった

ことに伴い、有効ポイント残高及び将来の使用割合を合理的に見積もれるようになったことから、

ポイント制について発生主義の会計慣行が進展しつつあることを考慮し、財務内容の健全化と期間

損益の一層の適正化を目的として行ったものであります。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して、営業損失及び経常損失はそれぞれ

10千円減少し、税引前四半期純損失が2,502千円増加しております。 

  

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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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年2月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 559,582 671,933

売掛金 205,181 257,314

原材料及び貯蔵品 82,963 80,360

繰延税金資産 36,395 26,810

その他 32,241 31,996

貸倒引当金 △430 △540

流動資産合計 915,934 1,067,874

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,128,305 9,126,787

減価償却累計額 △3,021,936 △2,978,266

建物（純額） 6,106,368 6,148,521

土地 2,975,845 2,975,845

その他 6,478,898 6,467,932

減価償却累計額 △5,341,097 △5,269,942

その他（純額） 1,137,801 1,197,989

有形固定資産合計 10,220,016 10,322,357

無形固定資産 62,297 63,519

投資その他の資産 199,299 196,458

固定資産合計 10,481,612 10,582,334

繰延資産 － 200

資産合計 11,397,547 11,650,409

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第1四半期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年2月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 288,257 421,835

短期借入金 570,000 450,000

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 32,500 32,500

未払法人税等 22,054 65,519

未払賞与 59,800 105,400

前受金 119,313 178,930

ポイント引当金 2,502 －

その他 215,196 252,055

流動負債合計 1,369,625 1,566,241

固定負債   

退職給付引当金 639,070 653,479

役員退職慰労引当金 123,242 120,487

繰延税金負債 207,384 205,143

再評価に係る繰延税金負債 668,704 668,704

その他 294,844 294,844

固定負債合計 1,933,246 1,942,658

負債合計 3,302,872 3,508,899

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,455,000 3,455,000

資本剰余金 3,363,010 3,363,010

利益剰余金 864,082 912,897

自己株式 △21,463 △21,435

株主資本合計 7,660,628 7,709,472

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,947 △61

土地再評価差額金 432,098 432,098

評価・換算差額等合計 434,045 432,037

純資産合計 8,094,674 8,141,509

負債純資産合計 11,397,547 11,650,409

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第1四半期決算短信（非連結）
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年2月28日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年2月28日) 

売上高 1,317,990 1,319,393

売上原価 428,993 446,222

売上総利益 888,996 873,170

販売費及び一般管理費 924,343 895,246

営業損失（△） △35,347 △22,075

営業外収益   

受取利息 107 63

受取配当金 582 583

その他 84 110

営業外収益合計 774 757

営業外費用   

社債利息 475 182

支払利息 2,780 2,068

その他 200 760

営業外費用合計 3,455 3,012

経常損失（△） △38,028 △24,329

特別損失   

有形固定資産除却損 427 665

投資有価証券評価損 46,695 －

過年度ポイント引当金繰入額 － 2,513

特別損失合計 47,123 3,178

税引前四半期純損失（△） △85,151 △27,508

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等調整額 △32,841 △8,717

法人税等合計 △31,891 △7,767

四半期純損失（△） △53,260 △19,741

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第1四半期決算短信（非連結）
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年2月28日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年2月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 1,405,176 1,334,254

原材料又は商品の仕入れによる支出 △636,679 △599,562

人件費の支出 △477,186 △510,619

その他の営業支出 △427,849 △367,790

小計 △136,538 △143,717

利息及び配当金の受取額 689 647

利息の支払額 △3,033 △2,228

法人税等の支払額 △95,290 △39,074

営業活動によるキャッシュ・フロー △234,172 △184,372

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △79,455 △19,195

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,455 △19,195

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △180,000 △80,000

配当金の支払額 △40,521 △28,193

その他 △579 △589

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,100 91,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △334,727 △112,350

現金及び現金同等物の期首残高 718,761 671,933

現金及び現金同等物の四半期末残高 384,033 559,582

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第1四半期決算短信（非連結）
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

(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

6. その他の情報

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第1四半期決算短信（非連結）
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