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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 10,333 △4.0 71 △59.3 105 △57.2 65 △29.2

21年3月期 10,768 △8.0 176 △66.6 246 △54.9 93 △34.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 1.97 ― 0.8 0.8 0.7
21年3月期 2.75 ― 1.1 1.8 1.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 13,227 7,949 60.1 237.66
21年3月期 13,303 7,910 59.5 236.42

（参考） 自己資本   22年3月期  7,949百万円 21年3月期  7,910百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 524 △239 △86 891
21年3月期 609 △978 △336 692

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 2.50 2.50 83 89.9 1.0
22年3月期 ― ― ― 2.50 2.50 83 126.9 1.1

23年3月期 
（予想）

― ― ― 2.50 2.50 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

4,770 0.7 △130 ― △110 ― △130 ― △3.89

通期 10,440 1.0 350 387.5 400 279.0 160 143.0 4.78



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、１３ページ「（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、１５ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 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  1,189,925株 21年3月期  1,181,443株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,924 △3.8 32 △76.1 88 △61.3 54 △33.7

21年3月期 10,315 △8.6 136 △73.1 228 △58.3 82 △30.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 1.63 ―

21年3月期 2.43 ―

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 13,162 7,968 60.5 238.21
21年3月期 13,246 7,940 59.9 237.31

（参考） 自己資本 22年3月期  7,968百万円 21年3月期  7,940百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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）

※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作成したものであり、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、上記予
想に関する事項は、添付資料の４ページをご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

4,620 1.6 △120 ― △100 ― △120 ― △3.59

通期 10,100 1.8 350 973.7 400 353.0 160 193.8 4.78



１．経営成績 
（１） 経営成績に関する分析 
（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融危機による景気後退から脱し、中

国をはじめ新興国向け輸出や国内外の経済対策の効果等により、一部に景気の持ち直しの兆しがみ

られたものの、企業収益の減少を背景として、設備投資の落ち込みや雇用・所得情勢の悪化により

個人消費が伸び悩み、さらにデフレ傾向などにより景気の自律的な回復には至らぬ厳しい状況で推

移しました。 
このような経済情勢のもとで、当社グループの営業は、同業他社との販売競争が一段と激化する
厳しい状況下、宴会、婚礼、食堂など各部門とも、お客様のニーズにお応えした新商品の企画販売、
各種イベントやフェアの開催など、グループ一丸となって積極的な営業活動を展開いたしました。 
一方、設備面では競争力強化のため、本舘客用エレベーターの設備の更新や宴会場、レストラン
の改装など、設備投資を積極的に推進してまいりました。 
当期の営業を概観しますと、当社グループの売上げは、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、加えて上期には新型インフルエンザによる影響や前期末に経団連ゲス
トハウス、４月末に品川営業所をそれぞれ閉鎖したことなどにより、売上げが落ち込み、連結売上
高は10,333百万円（前期比4.0％減）となりました。 
経費面におきましては、引き続き徹底した原価管理と全社的諸経費の削減、業務全般の効率化、
合理化を推し進め、収益の改善に向け全力を傾注いたしましたが、前期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などにより、当期の連結営業利益は71百万円（前期比59.3％減）、連
結経常利益は105百万円（前期比57.2％減）、連結当期純利益は65百万円（前期比29.2％減）とな
りました。 
これを部門別にみますと 
宴会部門は、定例宴会の確保と新規開拓のため、企業・団体などへの積極的なセールス活動を全
社をあげて展開する一方、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
客ならびに売上げの増加に努めました。しかしながら一般宴会につきましては、企業業績の悪化に
よる企業・団体などの大型宴会の受注が減少し、さらに上期には新型インフルエンザの影響による
キャンセルや開催延期が相次ぐなど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
多く開催するなど諸施策を展開し、受注確保に取り組んだ結果、本舘をはじめ各営業所とも好調に
推移し、売上げを大幅に伸ばすことができました。この結果、宴会部門の売上高は6,192百万円（前
期比1.3％増）となりました。 
食堂部門は、丸の内再開発進展による近隣地域の大型ビル内の多様なレストランの出店が相次ぐ
ことにより、ますます競争が激化するなかで、各レストランは、それぞれの店舗の特色を活かした
新メニューの提供やサービス方法の改善、各種フェアを企画販売し、集客と売上げの増進を図りま
した。しかしながら、景気後退による企業の接待利用の減少や個人消費マインドの冷え込みに加え、
新型インフルエンザによる影響、また、前述の営業所の閉鎖もあって、売上げは落ち込み、食堂部
門の売上高は3,193百万円（前期比12.1％減）となりました。 
売店、その他の営業については、食品関係では多様化する市場のニーズに応えるため、新商品の
開発、リニューアルなどにより各種商品の拡販に努めました。しかしながら、法人、個人とも景気
後退により需要が冷え込み、売上高は947百万円（前期比7.3％減）となりました。 



（次期の見通し） 
今後の経済見通しにつきましては、景気は中国など新興国の需要や各国政府の景気刺激策等に支
えられて持ち直しの動きがあるものの、企業の設備投資の減少や厳しい雇用情勢を背景とする個人
消費の低迷に加え、デフレの進行など先行きへの不透明感は依然として強く、予断を許さない状況
が続くものと思われます。 
このような情勢下、当社グループといたしましては、引き続き同業他社との販売競争がますます
激化するものと思われますので、今後とも市場の動向や営業環境の変化を適確に捉え、スピードと
柔軟性をもって、集客と売上げの回復に努めてまいります。特に、当社のブランド力と商品力を最
大限に発揮し、本物を志向するお客様のニーズにお応えするとともに、新規顧客の獲得など、顧客
基盤の拡充と営業力の一層の強化に取組んでまいります。 
さらに、企業としての社会的責任（ＣＳＲ）を果たし、信頼に応えるため、グループ一丸となっ
て「内部統制システムに関する基本方針」等に則り、引き続きコーポレートガバナンスおよびコン
プライアンス体制、リスク管理体制の強化に向けた諸施策を積極的に推進してまいる所存です。 
また、人件費をはじめ諸経費の削減、業務の効率化、合理化に努め、収益力の改善と経営基盤の
安定を図ってまいります。 
このような見通しのもと、平成23年3月期（平成22年度）の連結業績予想につきましては、売

上高は、10,440百万円（前期比 107百万円、1.0%増）、営業利益 350百万円、経常利益 400百万
円、当期純利益160百万円を見込んでおります。 

 
（２） 財政状態に関する分析 
（キャッシュ・フローの状況に関する分析） 
 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比
べ198百万円増加し、当連結会計年度末は、891百万円となりました。 
 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次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524百万円（前連結会計年度比13.9%減）となりました。 
これは主に税金等調整前当期純利益141百万円に加え、減価償却費464百万円等の非資金取引に
よる増加、および売上債権の増加額21百万円や法人税等の支払額10百万円等によるものでありま
す。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、使用した資金は239百万円（前連結会計年度比75.5%減）となりました。 
これは主に有価証券の償還による収入 809 百万円があったものの、有価証券の取得による支出

399百万円、有形固定資産の取得による支出516百万円、保険積立金の積立による支出183百万円
等があったことによるものであります。 
（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86百万円（前連結会計年度比74.2%減）となりました。 
これは主に配当金の支払額83百万円等によるものであります。 
 
 
 
 
 



（キャッシュ・フロー関連指数の推移） 
当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率(％) ５９.８ ６０.１ ６０.９ ５９.５ ６０.１

時価ベースの自
己資本比率 (％) １９５.０ １７０.５ １３７.８ ８５.５ ９５.６

債務償還年数(年)  ０.７ ０.６ ０.６ ０.６ ０.７

インタレスト・カ
バレッジ・レシオ
（倍） 

１１３.２ １８０.２ ８６.０ ９３.５ ９１.５

自己資本比率：純資産／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを
使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている
全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の
利息の支払額を使用しております。 
 
（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社の利益配分に関する基本方針につきましては、会社の業績に対応して、株主に対する安定的な
配当の維持および適正な利益還元を基本としており、また、当社の業績が本来的に景気の変動に左右
されやすいことにも留意し、常時、内部留保の充実と財務の健全性の確保に努めて行きたいと考えて
おります。 
 当期の配当金につきましては、安定配当の方針に基づき、前期同様１株当たり２．５円を予定して
おります。また、次期につきましても、１株当たり２．５円を予定しております。 
 
２．企業集団の状況 
 最近の有価証券報告書（平成 21年６月 25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び
「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 
 
３．経営方針  
 平成１8年３月期決算短信（平成１8年５月26日開示）により開示を行った内容から重要な変更が
ないため開示を省略しております。 
 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
（当社ホームページ）http://www.kaikan.co.jp 
（東京証券取引所ホームページ）http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 



4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,022,501 1,221,093 
売掛金 613,750 627,679 
有価証券 409,648 9,997 
商品及び製品 67,572 69,077 
仕掛品 6,364 6,465 
原材料及び貯蔵品 80,796 76,711 
繰延税金資産 138,631 86,142 
その他 136,737 126,547 
貸倒引当金 △3,396 △3,306 

流動資産合計 2,472,605 2,220,407 

固定資産   
有形固定資産   
建物 9,949,500 10,315,790 
減価償却累計額 △5,878,165 △6,214,523 

建物（純額） 4,071,335 4,101,266 
機械装置及び運搬具 590,102 617,343 
減価償却累計額 △433,201 △469,860 

機械装置及び運搬具（純額） 156,900 147,483 
工具、器具及び備品 1,832,215 1,612,250 
減価償却累計額 △1,361,098 △1,168,073 

工具、器具及び備品（純額） 471,117 444,176 

土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,782,436 7,776,008 

無形固定資産   
電話加入権 6,790 5,084 
無形固定資産合計 6,790 5,084 

投資その他の資産   
投資有価証券 856,660 946,729 
従業員に対する長期貸付金 26,221 20,309 
敷金及び保証金 454,883 430,521 
繰延税金資産 1,370,693 1,332,249 
その他 337,093 508,322 
貸倒引当金 △4,240 △12,103 

投資その他の資産合計 3,041,313 3,226,028 

固定資産合計 10,830,539 11,007,121 
繰延資産   
開発費 82 － 

繰延資産合計 82 － 

資産合計 13,303,227 13,227,529 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 232,265 223,116 
短期借入金 370,000 370,000 
未払金 471,018 414,387 
未払法人税等 27,272 27,404 
預り金 261,350 285,878 
賞与引当金 160,960 110,180 
店舗閉鎖損失引当金 31,000 － 
その他 172,962 152,066 
流動負債合計 1,726,829 1,583,033 

固定負債   
退職給付引当金 3,123,288 3,153,976 
長期未払金 193,910 193,910 
長期預り保証金 349,000 347,000 
固定負債合計 3,666,198 3,694,886 

負債合計 5,393,027 5,277,919 

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 1,080,035 1,062,226 
自己株式 △443,173 △446,152 

株主資本合計 7,991,144 7,970,357 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △80,943 △20,747 

評価・換算差額等合計 △80,943 △20,747 

純資産合計 7,910,200 7,949,610 

負債純資産合計 13,303,227 13,227,529 



(2)【連結損益計算書】 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,768,590 10,333,285 
売上原価 9,393,280 9,048,937 
売上総利益 1,375,310 1,284,347 

販売費及び一般管理費   
広告宣伝費 21,698 16,903 
給料及び手当 530,978 589,736 
賞与 14,665 11,150 
賞与引当金繰入額 15,520 10,680 
退職給付費用 20,132 32,703 
役員退職慰労引当金繰入額 3,989 － 
租税公課 48,940 50,657 
減価償却費 49,448 51,899 
地代家賃 73,124 74,926 
消耗品費 15,469 14,089 
雑費 172,759 140,910 
交際費 12,457 12,928 
販売手数料 106,681 91,668 
その他 112,833 114,299 
販売費及び一般管理費合計 1,198,700 1,212,552 

営業利益 176,609 71,794 

営業外収益   
受取利息 6,411 2,195 
受取配当金 18,600 15,780 
生命保険配当金 42,639 15,417 
保険事務手数料 3,086 2,918 
その他 11,541 6,790 
営業外収益合計 82,280 43,102 

営業外費用   
支払利息 6,808 5,742 
開発費償却 2,633 82 
コミットメントフィー 2,750 2,750 
その他 297 775 
営業外費用合計 12,489 9,349 

経常利益 246,400 105,546 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 141,975 24,611 
固定資産処分損 15,925 10,620 
固定資産売却損 － 833 
減損損失 15,651 － 
店舗閉鎖損失引当金繰入額 31,000 － 
役員退職慰労金 28,321 － 

特別損失合計 232,873 36,065 

税金等調整前当期純利益 133,526 141,207 

法人税、住民税及び事業税 12,141 10,548 
法人税等調整額 28,355 64,823 
法人税等合計 40,496 75,371 

当期純利益 93,030 65,836 



(3)【連結株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 3,700,011 3,700,011 
当期末残高 3,700,011 3,700,011 

資本剰余金   
前期末残高 3,654,271 3,654,271 
当期末残高 3,654,271 3,654,271 

利益剰余金   
前期末残高 1,072,382 1,080,035 
当期変動額   
剰余金の配当 △85,377 △83,644 
当期純利益 93,030 65,836 

当期変動額合計 7,652 △17,808 

当期末残高 1,080,035 1,062,226 
自己株式   
前期末残高 △191,902 △443,173 
当期変動額   
自己株式の取得 △251,271 △2,978 

当期変動額合計 △251,271 △2,978 

当期末残高 △443,173 △446,152 

株主資本合計   
前期末残高 8,234,763 7,991,144 
当期変動額   
剰余金の配当 △85,377 △83,644 
当期純利益 93,030 65,836 
自己株式の取得 △251,271 △2,978 

当期変動額合計 △243,619 △20,787 

当期末残高 7,991,144 7,970,357 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 357,277 △80,943 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438,221 60,196 

当期変動額合計 △438,221 60,196 

当期末残高 △80,943 △20,747 

純資産合計   
前期末残高 8,592,040 7,910,200 
当期変動額   
剰余金の配当 △85,377 △83,644 
当期純利益 93,030 65,836 
自己株式の取得 △251,271 △2,978 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438,221 60,196 

当期変動額合計 △681,840 39,409 

当期末残高 7,910,200 7,949,610 



(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前当期純利益 133,526 141,207 
減価償却費 445,170 464,985 
減損損失 15,651 － 
繰延資産償却額 2,633 82 
長期前払費用の増減額（△は増加） － △14,665 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △71,946 30,688 
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） △21,140 △50,780 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 31,000 △31,000 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 866 7,774 
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 △25,012 △17,976 
支払利息 6,808 5,742 
支払手数料 2,750 2,750 
有形固定資産除却損 141,975 22,904 
有形固定資産売却損益（△は益） － 833 
無形固定資産除却損 － 1,706 
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） 112,905 △21,432 
たな卸資産の増減額（△は増加） △16,660 2,186 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,066 9,822 
仕入債務の増減額（△は減少） △39,886 △9,148 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △398,629 △17,969 
その他 349,221 △2,000 

小計 563,251 480,681 
利息及び配当金の受取額 22,700 18,038 
利息の支払額 △6,517 △5,730 
その他の支出 △2,750 △2,750 
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 △87,530 △10,813 

営業活動によるキャッシュ・フロー 609,154 524,455 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 △530,000 △330,000 
定期預金の払戻による収入 200,000 330,000 
有価証券の取得による支出 △397,811 △399,782 
有価証券の償還による収入 － 809,755 
投資有価証券の取得による支出 △69,188 △13,748 
有形固定資産の取得による支出 △393,110 △516,805 
有形固定資産の売却による収入 － 400 
貸付けによる支出 △12,000 △6,402 
貸付金の回収による収入 11,771 12,314 
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 △49,649 △183,045 
保険積立金の払戻による収入 144,015 33,699 

投資活動によるキャッシュ・フロー △978,385 △239,252 

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 △251,271 △2,978 
配当金の支払額 △85,364 △83,632 

財務活動によるキャッシュ・フロー △336,636 △86,610 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △705,867 198,592 

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期末残高 692,501 891,093 



（５）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
会計処理基準に関する事項 
重要な引当金の計上基準 

退職給付引当金 
 (会計方針の変更) 

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 19 号 平成 20 年７月
31 日）を当連結会計年度から適用しております。この変更に伴う損益に与える影響はありま
せん。 

 
なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成 21年６月 25日提出）における記載から重
要な変更がないため開示を省略いたします。 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 
 
（連結貸借対照表関係） 

１．自己株式  前連結会計年度 当連結会計年度
     自己株式の数 1,181,443株 1,189,925株
      連結貸借対照表価額 443,173千円 446,152千円

 
    ２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約 

当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 1,700,000千円 1,700,000千円
   借入実行残高 －千円 －千円
   差引額   1,700,000千円 1,700,000千円

 
（連結損益計算書関係） 

１．補助金収入は、省エネ改修緊急促進事業補助金であります。 
      

２．店舗閉鎖損失引当金戻入額は、平成 21年 4月品川営業所閉鎖の原状復旧義務免除に伴う
ものであります。 

 
３．固定資産除却損の内訳 

 前連結会計年度 当連結会計年度
建物 125,108千円 12,181千円
機械装置及び運搬具 4,890千円 866千円
工具、器具及び備品 11,977千円 9,856千円
電話加入権 －千円 1,706千円

計 141,975千円 24,611千円
 
 
 
 



(連結株主資本等変動計算書関係) 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 34,639,434株 ― 株  ― 株 34,639,434株

 
２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 1,181,443株 8,482株 ― 株 1,189,925株

  （注）自己株式の増加 8,482株は、すべて単元未満株式の買取りによるものです。 
 

３．新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。  

 
 

 

４．配当に関する事項 
①配当金支払額 
決 議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり  

配当額 基準日 効力発生日 

平成 21年 6月 25日 
定時株主総会 普通株式 83,644千円 2.5円 平成 21年 3月 31日 平成 21年 6月 26日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち､配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
決 議 株式の

種類 
配当の 
原資 

配当金の 
総額 

1株当たり  
配当額 基準日 効力発生日 

平成 22年 6月 29日 
定時株主総会 

普通 
株式 

利益  
剰余金 83,623千円 2.5円 平成 22年 3月 31日 平成 22年 6月 30日

 
(セグメント情報) 
１．事業の種類別セグメント情報 

当企業グループは、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情報は記載を省略しております。 
 

２．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。 
 

３．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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(１株当たり情報) 
 前連結会計年度 当連結会計年度 
 １株当たり純資産額 236.42円 

１株当たり当期純利益 
2.75円 

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在
株式が存在しないため、記載して
おりません。 

１株当たり純資産額 237.66円 
１株当たり当期純利益 

1.97円 
なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在
株式が存在しないため、記載して
おりません。 

 
(注)１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
当期純利益(千円) 93,030 65,836 
普通株主に帰属しない金額 
(千円) － － 

普通株式に係る当期純利益 
(千円) 93,030 65,836 

期中平均株式数(株) 33,882,406 33,454,157 
 

 
（開示の省略） 
リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付、賃貸不動産に関す

る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略

します。 



１．事業所別売上高

当 期 前 期 増 減 額 増 減 率

6,238 6,487 △ 249 △ 3.8

3,225 3,210 14 0.5

461 616 △ 155 △ 25.3

408 453 △ 45 △ 9.9

10,333 10,768 △ 435 △ 4.0

２．主要売上高

当 期 前 期 増 減 額 増 減 率

6,192 6,113 78 1.3

3,193 3,633 △ 439 △ 12.1

947 1,022 △ 74 △ 7.3売 店 他

食 品 事 業

合 計

(単位：百万円)

区 分

宴 会

食 堂

営業所事業部

レストラン事業部

売上高比較

(単位：百万円)

区 分

本 舘 営 業 部



5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,021,597 1,218,054 
売掛金 578,873 599,160 
有価証券 409,648 9,997 
商品 11,970 2,884 
原材料及び貯蔵品 60,021 54,588 
前払費用 92,550 87,321 
繰延税金資産 125,148 78,267 
未収入金 40,375 37,765 
その他 105,370 94,200 
貸倒引当金 △3,100 △3,027 

流動資産合計 2,442,455 2,179,212 

固定資産   
有形固定資産   
建物 9,948,391 10,314,949 
減価償却累計額 △5,877,973 △6,214,297 

建物（純額） 4,070,418 4,100,651 

機械及び装置 457,127 478,949 
減価償却累計額 △320,266 △349,503 

機械及び装置（純額） 136,860 129,446 

車両運搬具 131,402 136,821 
減価償却累計額 △111,429 △118,826 

車両運搬具（純額） 19,973 17,994 
工具、器具及び備品 1,781,063 1,562,680 
減価償却累計額 △1,316,074 △1,121,385 

工具、器具及び備品（純額） 464,989 441,295 
土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,775,323 7,772,470 

無形固定資産   
電話加入権 6,790 5,084 
無形固定資産合計 6,790 5,084 

投資その他の資産   
投資有価証券 844,660 934,729 
関係会社株式 18,036 18,036 
従業員に対する長期貸付金 26,221 20,309 
長期前払費用 1,292 15,580 
敷金及び保証金 454,883 430,521 
保険積立金 316,050 465,396 
その他 43,550 51,053 
繰延税金資産 1,345,679 1,306,334 
貸倒引当金 △28,240 △36,103 

投資その他の資産合計 3,022,135 3,205,859 

固定資産合計 10,804,249 10,983,414 

資産合計 13,246,705 13,162,626 



(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 251,531 243,891 
短期借入金 370,000 370,000 
未払金 468,880 410,787 
未払法人税等 27,018 27,074 
未払消費税等 58,864 63,054 
未払費用 108,660 84,959 
預り金 260,364 284,654 
賞与引当金 152,500 104,680 
店舗閉鎖損失引当金 31,000 － 

流動負債合計 1,728,818 1,589,102 

固定負債   
退職給付引当金 3,034,941 3,064,545 
長期未払金 193,910 193,910 
長期預り保証金 349,000 347,000 
固定負債合計 3,577,851 3,605,455 

負債合計 5,306,669 5,194,557 

純資産の部   
株主資本   
資本金 3,700,011 3,700,011 
資本剰余金   
資本準備金 925,002 925,002 
その他資本剰余金 2,729,268 2,729,268 
資本剰余金合計 3,654,271 3,654,271 

利益剰余金   
その他利益剰余金   
固定資産圧縮積立金 57,932 54,462 
別途積立金 598,225 598,225 
繰越利益剰余金 435,603 409,888 

利益剰余金合計 1,091,761 1,062,576 

自己株式 △425,065 △428,043 

株主資本合計 8,020,979 7,988,816 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △80,943 △20,747 

評価・換算差額等合計 △80,943 △20,747 

純資産合計 7,940,035 7,968,069 

負債純資産合計 13,246,705 13,162,626 



(2)【損益計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,315,146 9,924,890 
売上原価   
営業原価 9,317,701 8,989,376 
売上原価合計 9,317,701 8,989,376 

売上総利益 997,444 935,514 
販売費及び一般管理費   
広告宣伝費 14,768 10,312 
給料及び手当 370,055 435,916 
賞与 10,420 8,540 
賞与引当金繰入額 11,800 8,080 
退職給付費用 14,834 24,099 
役員退職慰労引当金繰入額 3,989 － 
租税公課 48,837 50,535 
減価償却費 48,014 50,652 
地代家賃 71,470 71,470 
消耗品費 2,295 1,932 
雑費 145,876 119,606 
保険料 20,840 20,491 
交際費 11,808 12,529 
その他 86,018 88,750 
販売費及び一般管理費合計 861,029 902,916 

営業利益 136,414 32,597 
営業外収益   
受取利息 6,402 2,192 
受取配当金 18,600 15,780 
受取賃貸料 18,964 18,968 
生命保険配当金 42,639 15,417 
その他 17,792 12,603 
営業外収益合計 104,399 64,962 

営業外費用   
支払利息 6,808 5,742 
開発費償却 2,551 － 
コミットメントフィー 2,750 2,750 
その他 297 775 
営業外費用合計 12,407 9,267 

経常利益 228,406 88,292 



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 141,741 24,604 
固定資産処分損 15,925 10,620 
減損損失 15,651 － 
店舗閉鎖損失引当金繰入額 31,000 － 
役員退職慰労金 28,321 － 

特別損失合計 232,639 35,225 

税引前当期純利益 115,766 124,793 

法人税、住民税及び事業税 11,887 10,218 
法人税等調整額 21,683 60,116 
法人税等合計 33,570 70,334 

当期純利益 82,196 54,459 



(3)【株主資本等変動計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 3,700,011 3,700,011 
当期末残高 3,700,011 3,700,011 

資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 925,002 925,002 
当期末残高 925,002 925,002 

その他資本剰余金   
前期末残高 2,729,268 2,729,268 
当期末残高 2,729,268 2,729,268 

資本剰余金合計   
前期末残高 3,654,271 3,654,271 
当期末残高 3,654,271 3,654,271 

利益剰余金   
その他利益剰余金   
固定資産圧縮積立金   
前期末残高 61,402 57,932 
当期変動額   
固定資産圧縮積立金の取崩 △3,469 △3,469 

当期変動額合計 △3,469 △3,469 

当期末残高 57,932 54,462 

別途積立金   
前期末残高 598,225 598,225 
当期末残高 598,225 598,225 

繰越利益剰余金   
前期末残高 435,315 435,603 
当期変動額   
剰余金の配当 △85,377 △83,644 
固定資産圧縮積立金の取崩 3,469 3,469 
当期純利益 82,196 54,459 

当期変動額合計 288 △25,715 

当期末残高 435,603 409,888 
利益剰余金合計   
前期末残高 1,094,943 1,091,761 
当期変動額   
剰余金の配当 △85,377 △83,644 
固定資産圧縮積立金の取崩 － － 
当期純利益 82,196 54,459 

当期変動額合計 △3,181 △29,185 

当期末残高 1,091,761 1,062,576 



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   
前期末残高 △173,793 △425,065 
当期変動額   
自己株式の取得 △251,271 △2,978 

当期変動額合計 △251,271 △2,978 

当期末残高 △425,065 △428,043 

株主資本合計   
前期末残高 8,275,432 8,020,979 
当期変動額   
剰余金の配当 △85,377 △83,644 
当期純利益 82,196 54,459 
自己株式の取得 △251,271 △2,978 

当期変動額合計 △254,453 △32,163 

当期末残高 8,020,979 7,988,816 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 357,277 △80,943 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438,221 60,196 

当期変動額合計 △438,221 60,196 

当期末残高 △80,943 △20,747 

純資産合計   
前期末残高 8,632,710 7,940,035 
当期変動額   
剰余金の配当 △85,377 △83,644 
当期純利益 82,196 54,459 
自己株式の取得 △251,271 △2,978 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438,221 60,196 

当期変動額合計 △692,674 28,033 

当期末残高 7,940,035 7,968,069 



（４）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
 
６．その他 
役員の異動 
 ①代表者の異動 

該当事項はありません。 
 

②その他の役員の異動（平成 22 年６月 29 日付） 
新任監査役候補 
   

常 勤 監 査 役  木 村 輝 昭（株式会社 ビーエスピー 参与) 
（社外監査役）                   （平成 22年 6 月 1日付 当社 顧問就任予定） 
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