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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 49,106 △9.5 578 △66.8 △379 ― △2,971 ―

21年3月期 54,239 △7.1 1,740 △28.0 655 △52.1 158 △47.6

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 △28.99 ― △8.7 △0.4 1.2
21年3月期 1.55 1.09 0.4 0.6 3.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △0百万円 21年3月期  △36百万円

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 97,075 32,707 33.7 172.79
21年3月期 100,759 35,640 35.4 201.41

（参考） 自己資本   22年3月期  32,707百万円 21年3月期  35,640百万円

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 2,963 △1,031 △2,256 2,365
21年3月期 4,322 △1,660 △2,627 2,688

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

23,600 3.0 △300 ― △750 ― △900 ― △8.78

通期 50,700 3.2 1,300 124.8 400 ― 100 ― 0.98
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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) 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、20ページ「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」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（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  240,444株 21年3月期  237,784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 33,006 △10.2 518 △64.0 168 △81.6 △2,942 ―

21年3月期 36,762 △6.4 1,441 △19.6 914 △35.5 144 △78.0

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 △28.71 ―

21年3月期 1.41 0.99

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 91,139 32,459 35.6 170.37
21年3月期 94,473 35,363 37.4 198.71

（参考） 自己資本 22年3月期  32,459百万円 21年3月期  35,363百万円

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、現地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。上記業績予想に関する事項は、「1．経営成績 （1）経営成績に関する分析」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

15,800 3.2 △150 ― △300 ― △400 ― △3.90

通期 34,000 3.0 900 73.4 400 137.8 100 ― 0.98
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 ① 当期の経営成績 

当期のわが国経済は、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、雇用・所得環境の悪化による個人消費の縮小もあり、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。  

  ホテル業界におきましても、こうした環境の中、新型インフルエンザの影響も加わり、ホテル間の競

争が一層激化するなど、当社を取り巻く状況は極めて厳しいものとなりました。 

 このような中で、当社では、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、様々な取

り組みを行ってまいりました。  

  当期における業績の概況は以下のとおりです。  

＜ホテル事業＞  

（１）本年１月16日に、昭和10年のホテル開業から75周年を迎えました。「最高の瞬間を いままでも 

これからも」をスローガンに、伝統を継承するとともに、新しいリーガロイヤルホテルへの第一歩とな

る一年にすべく、取り組んでおります。  

（２）リーガロイヤルホテル（大阪）では、昨年８月にタワーウイング８階から18階の客室フロアーの

廊下を一新するなど、快適性を一層追求した、１ランク上の客室フロアーとして全面改装いたしまし

た。また、リーガロイヤルホテル東京では、昨年９月に３階宴会場ホワイエのカーペットを西洋の装飾

デザインと日本の美を取り入れた、華やかなカーペットにリニューアルしました。  

（３）同じく大阪では、昨年８月に８年ぶりに「サマーフェスティバル」（「水都大阪・夏祭り

2009」）を開催し、３日間の期間中に約13,000名のお客様にご来場いただきました。また、中之島エリ

アでの「ルーヴル美術館展」やシルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ・コルテオ」の開催期間中、レスト

ランへの集客策が功を奏し、特に昼食の売上が増加いたしました。   

 このように営業の強化に努めましたが、景気低迷の影響に加え、新型インフルエンザが大きく影響

し、当連結会計年度のホテル事業の売上高は47,655百万円と、前期比5,021百万円（9.5％）の減収とな

りました。  

＜その他の事業＞  

 茨木カンツリー倶楽部食堂、関電会館、住友クラブ食堂などホテル外でレストランの営業を行ってお

り、当連結会計年度の売上高は1,450百万円と、前期比111百万円（7.1％）の減収となりました。  

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は49,106百万円と、前期比5,133百万円（9.5％）の減収となり

ました。  

 一方損益面は、売上減による売上総利益の減少が大きく、人件費をはじめとしてあらゆる経費の圧縮

に努めましたものの、経常損失は379百万円（前期は経常利益655百万円）となりました。特別損益で

は、特別損失として減損損失2,232百万円などを計上した結果、当期純損失は2,971百万円となりまし

た。 

なお、全セグメントの売上高の合計に占めるホテル事業の割合が90％を超えるため、事業別のセグメ

ント情報の記載を省略しています。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、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、雇用・所得

環境の悪化による個人消費の縮小やデフレ傾向の継続など依然厳しい状況が続くものと予想されます。

ホテル業界におきましても、ホテル間の競争が一層激化するなど、当社を取り巻く状況は極めて厳しい

ものと予想されます。 

このような状況下において、当社及びグループホテルは、お客様の新たなニーズに応え、話題性のあ

る商品・サービスの提供や、タイムリーな広報・宣伝を行い、グループ全体の売上増強に努めてまいり

ます。更に、アジアを中心とした訪日外国人の取り込みを図るため、海外セールス、マーケティング業

務を中心とした、海外戦略の強化に努めてまいります。  

以上から、平成23年３月期の業績につきましては、連結売上高50,700百万円（前連結会計年度比

3.2％増）、損益面では、営業利益1,300百万円（前連結会計年度比124.8％増）、経常利益400百万円

（前連結会計年度は経常損失379百万円）、当期純利益100百万円（前連結会計年度は当期純損失2,971

百万円）を見込んでおります。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,684百万円減少し、97,075百万円となりま

した。内訳では流動資産が同650百万円減少し6,376百万円、固定資産は同3,025百万円減少して90,699

百万円となりました。  

 固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末比3,090百万円減少し74,391百万円となりまし

た。これは有形固定資産の新規取得948百万円及びリース資産の計上1,143百万円がありましたものの、

減価償却費を2,884百万円計上したことに加え、減損損失計上により建物等が2,161百万円減額されたこ

とが主因であります。  

 投資その他の資産は、前連結会計年度末比115百万円増加し16,133百万円となりました。これは前払

いの火災保険料を長期前払費用に計上したこと等が主因であります。   

 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ751百万円減少し、64,368百万円となりま

した。これは借入金が1,200百万円減少したこと等によります。  

  当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ2,933百万円減少し、32,707百万円となりま

した。これは当期純損失が2,971百万円であったことが主因であります。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33.7％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

172.79円となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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② キャッシュ・フローの状況 

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、営業活動による資金の増加

が、投資活動及び財務活動による資金の減少を下回ったため、前連結会計年度末と比べ323百万円減少

し、2,365百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ1,358百万円減少し、

2,963百万円となりました。これは主に、減損損失2,232百万円が計上されたこと等により、税金等

調整前当期純損失が2,945百万円となったこと等によります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、前連結会計年度に比べ629百万円減少し、

1,031百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出の減少等によるものでありま

す。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、前連結会計年度と比べ371百万円減少し、

2,256百万円となりました。これは主に短期借入金の借入等によるものであります。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／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  

1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

3.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、利払いについては、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。 
  

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(％) 4.2 33.1 34.5 35.4 33.7

時価ベースの自己資本比率
(％)

20.4 30.7 28.6 19.8 19.0

債務償還年数(年) 14.6 11.3 10.4 10.9 15.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

3.7 4.8 4.2 3.9 2.9
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当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、事業年度

の利益に応じて安定的な配当を継続することを基本方針としております。剰余金の配当は、中間配当及

び期末配当の年２回を基本方針としております。当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めて

おり、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

  当期末の繰越利益剰余金は△2,758百万円となり、誠に遺憾ながら当期の配当金につきましては無配

とさせていただきます。  

  

当社グループでは、事業展開においてリスク要因となり、経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性

があると考えられる主な項目を以下の通り認識しております。 

① 景気、海外情勢等 

当社グループの経営成績は、食堂・婚礼等においては一般消費者の消費動向の影響を、また宴会など

では企業業績の動向などの影響を受けやすい他、宿泊ではテロ、国際紛争や流行疾患などによる旅行客

の動向にも影響を受ける可能性があります。 

② 食品の安全性及び表示 

当社グループは、食事の提供と食品の販売を行っております。食品の安全性及び消費期限、賞味期

限、産地、原材料等の表示については日頃より十分な注意を払っておりますが、万一食中毒が発生した

場合、あるいは表示に誤りがあった場合、信用の失墜につながり当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。 

③ 個人情報の管理 

当社グループは、顧客に関する個人情報を保有しており、それらの管理は厳重に行っておりますが、

万一情報が漏洩した場合、信用の失墜につながり当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。 

④ 施設の毀損、劣化 

当社グループは、事業用に相応の固定資産を必要とします。従って火災、台風、地震等の災害の影響

を受ける可能性があります。 

⑤ 減損会計 

将来における地価の動向や収益状況によっては、固定資産に対して減損損失が発生し、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。 

⑥ 投融資 

当社グループは、国内各地でホテル展開を行っていますが、個別ホテルの業績動向によっては、グル

ープの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

⑦ 金利動向 

当社グループは、初期投資を必要とする業態であることから外部負債の依存度が高く、金利動向の影

響を受ける可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループは当社及び子会社10社及び関連会社２社で構成され、内外顧客の宿泊・料理飲食・貸席

等を中心とするホテル事業を経営する会社、及びホテル附帯事業を経営する会社で構成され、当社がそ

の子会社、及び関連会社の経営指導を実施しながら事業活動の展開をしております。   

 その主な事業内容と当社グループの事業に係わる各社の位置づけについては、次のとおりでありま

す。 

  

（1）当社グループの事業に係わる各社の位置づけ 

 ① ホテル事業 

 （ホテル事業の経営） 

当社（リーガロイヤルホテル(大阪)、リーガロイヤルホテル京都、リーガロイヤルホテル東京）及

び㈱リーガロイヤルホテル広島、㈱リーガロイヤルホテル小倉、㈱リーガロイヤルホテル新居浜、㈱

東京ロイヤルホテル、㈱リーガ中之島イン、㈱広島エアポートホテル、ブリヂストン・リーガ㈱の８

社は10ホテルを経営しております。 

 （ホテル附帯事業の経営） 

㈱アール・ピー・ビルディング、中之島サービス㈱、㈱リーガフーヅ北九州はホテルに附帯する各

種事業を経営しております。 

  ② その他の事業 

ホテル外に展開しております茨木カンツリー倶楽部食堂、関電会館、住友クラブ食堂等の９ヵ店の

営業をおこなっております。 

  

  (注) 上記の他、その他の関係会社として株式会社森トラスト・ホールディングス、森トラスト株式会社がありま

す。 

  

2. 企業集団の状況
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（2）事業の系統図（主たる会社） 
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（3）関係会社の状況 

 
  

 (注) 1．主要な事業の内容欄には、事業の種類の名称を記載しています。 

    2. 議決権の所有割合欄の( )は内書で間接所有(被所有)であります。  

    3. ㈱リーガロイヤルホテル小倉及び㈱リーガフーヅ北九州の持分は100分の50以下ですが、実 

     質的に支配しているため子会社としたものであります。   

    4. * は特定子会社であります。 

  

名    称 住  所
資本金

又は出資金
（百万円）

主要な事業 
の内容

議決権の所有
(被所有)割合

（％）

（連結子会社）

(株)リーガロイヤルホテル広島 広島市 3,000 ホテル事業    51.4

* 中区

(株)リーガロイヤルホテル小倉 北九州市 3,000 ホテル事業    41.6

* 小倉北区

(株)リーガロイヤルホテル新居浜 愛媛県 4,100 ホテル事業    64.1

* 新居浜市  (13.4)

(株)東京ロイヤルホテル 東京都 49 ホテル事業    100.0

千代田区 (27.3)

(株)リーガ中之島イン 大阪市 10 ホテル事業    100.0

西区

(株)アール・ピー・ビルディング 大阪市 230 ホテル事業    100.0

北区

中之島サービス(株) 大阪市 10 ホテル事業    100.0

北区

(株)広島エアポートホテル 広島県 10 ホテル事業     80.0

三原市 (80.0)

（持分法適用非連結子会社）

(株)リーガフーヅ北九州 北九州市 20 ホテル事業     47.5

小倉北区 (47.5)

（持分法適用関連会社）

ブリヂストン・リーガ(株) 大阪府 2,000 ホテル事業     20.0

堺市

（その他の関係会社）

(株)森トラスト・ホールディングス 東京都 51 株式保有 被所有40.2

港区 (40.2)

森トラスト(株) 東京都 10,000 都市開発及び 被所有40.2

港区 不動産の所有

・賃貸・管理
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当社は、「誇りうるナンバーワンホテルグループの創造を通じ、社会に貢献すること」を経営の基

本理念としております。そしてお客さまに「感動と満足を提供するホテルとなること」を目指して、

「新規需要の開拓」と「マーケット毎の施策推進」を戦略の柱に、多様なお客さまのニーズに対応し

た商品（サービス）を開発して事業の発展を図ることで「最高級のホテルとしてのブランド」を確立

し、お客さま・株主・従業員などすべての利害関係者が求める「企業価値」を高めていくことを基本

方針としております。 

  

収益力向上を図り、経常利益を増加させることを中期的な経営目標としております。 

  

本年1月にホテル開業75周年を迎えた当社は、「最高の瞬間を いままでも これからも」をスロー

ガンとし、良き伝統とノウハウを受け継ぎつつ、より多くのお客様へ「感動と満足」をご提供するこ

とを基本に、「新たな商品・サービス」の充実を追求し、「最高級ホテルブランドの確立」を目指し

てまいります。 

業界環境が厳しい中、当社は「創業来のホスピタリティ」の原点に立ち返り、話題性のある商品・

サービスの提供や、タイムリーな広報・宣伝を行い、グループ全体の売上増強に努めてまいります。

今後は更なる増加が見込まれる、アジアを中心とした訪日外国人の取り込みを図るため、海外セー

ルス、マーケティング業務を中心とした、海外戦略の強化に努めてまいります。 

また、長年培ってきたブランド力を生かし、ホテル運営受託事業の強化を図り、将来に向けた収益

源の拡大を目指します。昨年受託が決定した、沖縄県那覇市のホテルの名称を「リーガロイヤルグラ

ン沖縄」と決定し、平成24年の開業に向けて準備を進めております。 

更に、リーガロイヤルホテル（大阪）に関しては、中之島西部地区の再開発が進む過程において、

ホテルの果たすべき役割を追求し、新たな将来像を描いてまいります。 

以上の点を経営の課題とし、当社及びグループホテル一丸となって業績の向上に邁進する所存でご

ざいます。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題
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4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

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 2,690 2,367

売掛金 3,042 2,844

原材料及び貯蔵品 473 437

その他 ※2 833 ※2 736

貸倒引当金 △12 △10

流動資産合計 7,026 6,376

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 102,168 ※1, ※6 102,559

減価償却累計額 △54,103 △56,363

減損損失累計額 － △2,106

建物及び構築物（純額） 48,064 44,089

土地 ※1, ※3 27,245 ※1, ※3 27,245

リース資産 － 1,231

減価償却累計額 － △50

リース資産（純額） － 1,180

その他 8,238 8,197

減価償却累計額 △6,066 △6,267

減損損失累計額 － △55

その他（純額） 2,171 1,875

有形固定資産合計 77,481 74,391

無形固定資産

借地権 66 26

その他 158 148

無形固定資産合計 225 174

投資その他の資産

投資有価証券 ※2, ※4 462 ※2, ※4 489

差入保証金 ※1 15,131 ※1 15,130

その他 575 674

貸倒引当金 △151 △161

投資その他の資産合計 16,017 16,133

固定資産合計 93,724 90,699

繰延資産

株式交付費 7 －

繰延資産合計 7 －

資産合計 100,759 97,075
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(単位：百万円)

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 1,544 1,479

短期借入金 ※1, ※5 3,067 ※1, ※5 4,224

賞与引当金 222 85

その他 3,919 3,697

流動負債合計 8,753 9,487

固定負債

長期借入金 ※1, ※5 44,205 ※1, ※5 41,848

リース債務 － 1,114

再評価に係る繰延税金負債 ※3 1,623 ※3 1,623

退職給付引当金 5,296 5,488

商品券回収損引当金 128 137

長期預り金 5,042 4,623

その他 68 45

固定負債合計 56,366 54,880

負債合計 65,119 64,368

純資産の部

株主資本

資本金 18,102 18,102

資本剰余金 14,980 14,980

利益剰余金 460 △2,511

自己株式 △50 △51

株主資本合計 33,491 30,519

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 1

繰延ヘッジ損益 △222 △186

土地再評価差額金 ※3 2,371 ※3 2,371

評価・換算差額等合計 2,148 2,187

純資産合計 35,640 32,707

負債純資産合計 100,759 97,075
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(2) 連結損益計算書

(単位：百万円)

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 54,239 49,106

売上原価 14,998 13,703

売上総利益 39,240 35,402

販売費及び一般管理費

水道光熱費 2,827 2,525

人件費 ※1 18,138 ※1 16,529

諸経費 ※1 16,533 ※1 15,769

販売費及び一般管理費合計 37,500 34,824

営業利益 1,740 578

営業外収益

受取利息 16 11

受取配当金 4 1

債務勘定整理益 29 27

その他 97 84

営業外収益合計 148 125

営業外費用

支払利息 1,116 1,014

その他 115 68

営業外費用合計 1,232 1,083

経常利益又は経常損失（△） 655 △379

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

減損損失 － ※3 2,232

リース解約損 － 188

固定資産除却損 472 131

受託先関連損失 － ※4 21

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

事業整理損 ※2 34 －

特別損失合計 506 2,592

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

196 △2,945

法人税、住民税及び事業税 45 25

少数株主損失（△） △7 －

当期純利益又は当期純損失（△） 158 △2,971
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(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

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 18,102 18,102

当期末残高 18,102 18,102

資本剰余金

前期末残高 14,980 14,980

当期変動額

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 14,980 14,980

利益剰余金

前期末残高 301 460

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 158 △2,971

当期変動額合計 158 △2,971

当期末残高 460 △2,511

自己株式

前期末残高 △43 △50

当期変動額

自己株式の処分 － 0

自己株式の取得 △7 △1

当期変動額合計 △7 △0

当期末残高 △50 △51

株主資本合計

前期末残高 33,340 33,491

当期変動額

自己株式の処分 － 0

当期純利益又は当期純損失（△） 158 △2,971

自己株式の取得 △7 △1

当期変動額合計 151 △2,971

当期末残高 33,491 30,519
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(単位：百万円)

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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 13 △0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△14 2

当期変動額合計 △14 2

当期末残高 △0 1

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △252 △222

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

29 36

当期変動額合計 29 36

当期末残高 △222 △186

土地再評価差額金

前期末残高 2,371 2,371

当期末残高 2,371 2,371

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,133 2,148

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

14 38

当期変動額合計 14 38

当期末残高 2,148 2,187

少数株主持分

前期末残高 7 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7 －

当期変動額合計 △7 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 35,481 35,640

当期変動額

自己株式の処分 － 0

当期純利益又は当期純損失（△） 158 △2,971

自己株式の取得 △7 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 38

当期変動額合計 158 △2,933

当期末残高 35,640 32,707
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

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又は税金等調整前当期
純損失（△）

196 △2,945

減価償却費 2,922 2,929

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20 191

固定資産除却損 472 131

減損損失 － 2,232

受取利息及び受取配当金 △21 △13

支払利息 1,116 1,014

前払費用の増減額（△は増加） △35 △16

売上債権の増減額（△は増加） 179 197

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） 24 35

仕入債務の増減額（△は減少） △139 △64

長期預り金の増減額（△は減少） － △419

その他 △364 △261

小計 4,371 3,010

法人税等の支払額 △48 △47

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,322 2,963

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 △1,577 △998

有形固定資産の売却による収入 － 60

投資有価証券の取得による支出 △104 △35

投資有価証券の売却及び償還による収入 70 －

貸付けによる支出 △55 △109

貸付金の回収による収入 106 122

利息及び配当金の受取額 21 13

その他 △120 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,660 △1,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △4 996

長期借入れによる収入 1,300 770

長期借入金の返済による支出 △2,789 △2,966

利息の支払額 △1,117 △1,016

その他 △17 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,627 △2,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34 △323

現金及び現金同等物の期首残高 2,654 2,688

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,688 ※1 2,365
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該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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)

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ８社

   連結子会社名は、「2．企業集団の状況 (3) 関

係会社の状況」に記載しているため省略しまし

た。

なお、前連結会計年度において連結子会社であっ

た広島サービス㈱は平成21年３月９日に清算結了

致しました。

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ８社

   連結子会社名は、「2．企業集団の状況 (3) 関

係会社の状況」に記載しているため省略しまし

た。

 (2) 非連結子会社の名称等

   ㈱リーガフーヅ北九州、㈱ロイヤルマイセン 

   (連結の範囲から除いた理由)

   非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

 (2) 非連結子会社の名称等

同左

   

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 １社 

   会社名 ㈱リーガフーヅ北九州

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 １社 

   会社名 ㈱リーガフーヅ北九州

 
(2) 持分法適用の関連会社数 １社

 

会社名 ブリヂストン・リーガ㈱
 

(2) 持分法適用の関連会社数 １社

会社名 ブリヂストン・リーガ㈱

 (3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社の名称等

   ㈱ロイヤルマイセン、㈱オレンジマーケティング

サービスジャパン

   (持分法を適用しない理由)

   持分法非適用会社２社は、連結純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。

 (3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社の名称等

同左

 (4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異

なる会社については当該会社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。

 (4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異

なる会社については当該会社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

同左
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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)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      決算日の市場価格等に基づく時価法

     （評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

同左

     時価のないもの 

      移動平均法による原価法

     時価のないもの

同左

  ② デリバティブ取引により生じる債権及び債務 

      時価法

  ② デリバティブ取引により生じる債権及び債務

同左

  ③ 原材料及び貯蔵品

主として移動平均法による原価法（収益性  

の低下による簿価切下げの方法）

  ③ 原材料及び貯蔵品

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

  ① 有形固定資産（リース資産を除く）

      定額法を採用しております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

  ① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左

  ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。 

なお、自社利用ソフトウェアについては社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。

  ② 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

  ③ リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引続き通常の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す。

  ③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同

一の方法を採用しております。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引続き通常の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す。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   株式交付費

   株式交付のときから３年間にわたり定額法により

償却しております。

 (3)         ―――

 

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左
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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)

  ② 賞与引当金

    従業員の賞与支給に備えるため、翌期支給見込

額のうち、当連結会計年度の計算期間に対応す

る金額を計上しております。

  ② 賞与引当金

同左

  ③ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。

    会計基準変更時差異については、15年による按

分額を費用処理しております。

    過去勤務債務は，その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額

法により費用処理しております。

    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による

定額法により発生年度の翌連結会計年度から費

用処理しております。

  ③ 退職給付引当金

     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。

        会計基準変更時差異については、15年による按

分額を費用処理しております。

        過去勤務債務は，その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により費用処理しております。

        数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による

定額法により発生年度の翌連結会計年度から費

用処理しております。

  ④ 商品券回収損引当金

    一定期間経過後に収益に計上した未使用の商品

券について、将来の回収時に発生する損失に備

えるため、過去の実績に基づく将来の回収見込

額を計上しております。

  ④ 商品券回収損引当金

同左

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理によっております。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…金利スワップ 

    ヘッジ対象…借入金の利息

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ ヘッジ方針

    金利スワップについては、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワップ取引を行っ

ており、投機目的によるデリバティブ取引は行

っておりません。

  ③ ヘッジ方針

同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキ

ャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価しておりま

す。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) 消費税等の会計処理方法

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。

 (6) 消費税等の会計処理方法

同左

 (7) 連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。

 (7) 連結納税制度の適用

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれんの償却に関する事項

  当連結会計年度において該当事項はありません。

６ のれんの償却に関する事項

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期的な投資からなります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7) 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

(会計処理の変更)

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)

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

連結会計年度から適用し、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、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。  

  

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を当連結会計年度から適用し、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上して

おります。 

  この変更による影響は軽微であります。 

――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

――― 

  

 

―――

 

 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の

適用） 

 当連結会計年度から「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）を適用しております。 

 本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額

はありません。 
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(表示方法の変更)

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)

――― 
 

(連結貸借対照表）  

 前連結会計年度において、有形固定資産の「その他」

に含めていた「リース資産」は重要性が増したため、当

連結会計年度では、区分掲記することとしております。

なお、前連結会計年度の有形固定資産の「その他」に含

まれる「リース資産」は81百万円であります。

 また、前連結会計年度において、固定負債の「その

他」に含めていた「リース債務」は重要性が増したた

め、当連結会計年度では、区分掲記することとしており

ます。なお、前連結会計年度の固定負債の「その他」に

含まれる「リース債務」は65百万円であります。 

 

――― (連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期預り金の

増減額（△は減少）は重要性が増したため、当連結会計

年度では、区分掲記することとしております。なお、前

連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に含まれる「長期預り金の増減額（△は減

少）」は△217百万円であります。
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

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)

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 25,543百万円

土地 26,182百万円

差入保証金 14,779百万円

計 66,506百万円

   なお、上記資産のうち、建物及び構築物、及び土

地に対しては根抵当権を設定しており、差入保証

金に対しては質権を設定しております。

 

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 2,997百万円

長期借入金 43,747百万円

計 46,745百万円

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 22,737百万円

土地 26,182百万円

差入保証金 14,779百万円

計 63,700百万円

   なお、上記資産のうち、建物及び構築物、及び土

地に対しては根抵当権を設定しており、差入保証

金に対しては質権を設定しております。

 

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,993百万円

長期借入金 40,830百万円

計 44,823百万円

※２ このうち商品券発行にかかる供託金として、205

百万円は大阪法務局宛、また28百万円は広島法務

局宛に差し入れております。

※２ このうち商品券発行にかかる供託金として、216

百万円は大阪法務局宛、また28百万円は広島法務

局宛に差し入れております。

※３ 事業用土地の再評価に関する事項

   当社は土地の再評価に関する法律の一部を改正す

る法律(平成11年３月31日公布法律第24号)に基づ

き、事業用の土地の再評価をおこない、再評価差

額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除し

た金額を土地再評価差額金として純資産の部に計

上しております。

※３ 事業用土地の再評価に関する事項

同左

  ① 再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号(路線価

に基づいて時点修正等合理的な調整をおこなう

方法)及び上記同施行令第２条第５号(鑑定評価

による方法)により算出しております。

  

   

  ② 再評価をおこなった年月日

平成12年３月31日

  

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 47百万円

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 47百万円
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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)

※５ 財務制限条項

    借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残

高42,000百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人

の請求に基づくエージェントを通じた通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになってお

ります。 

  1.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それ

ぞれ維持すること。

    2.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体及び連結の損益計算書における経常損益を

いずれも２期連続で損失としないこと。

※５ 財務制限条項

    借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残

高39,600百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人

の請求に基づくエージェントを通じた通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになってお

ります。 

  1.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それ

ぞれ維持すること。

    2.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体及び連結の損益計算書における経常損益を

いずれも２期連続で損失としないこと。

    3.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る連結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額が、連結の損益計算書に記載される営業損益及

び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連

続して超過しないこと。なお、有利子負債とは、

連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年

以内返済予定の長期借入金、長期借入金、１年以

内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価

償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書に記

載される減価償却費の金額とする。

    3.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る連結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額が、連結の損益計算書に記載される営業損益及

び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連

続して超過しないこと。なお、有利子負債とは、

連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年

以内返済予定の長期借入金、長期借入金、１年以

内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価

償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書に記

載される減価償却費の金額とする。

   ――― ※６ 国庫補助金等による固定資産圧縮損 

国庫補助金等による圧縮記帳額は９百万円であ

り、連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控

除しております。 

なお、その内訳は建物及び構築物９百万円であり

ます。
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(連結損益計算書関係)

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)

※１ 人件費及び諸経費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

人件費 給与手当等 12,852百万円

賞与引当金繰入額 222百万円

退職給付費用 1,046百万円

福利厚生費 1,780百万円

業務委託費 2,098百万円

諸経費 地代家賃 4,200百万円

減価償却費 2,922百万円

貸倒引当金繰入額 1百万円

※１ 人件費及び諸経費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

人件費 給与手当等 11,798百万円

賞与引当金繰入額 85百万円

退職給付費用 1,055百万円

福利厚生費 1,638百万円

業務委託費 1,865百万円

諸経費 地代家賃 3,950百万円

減価償却費 2,929百万円

貸倒引当金繰入額 9百万円

※２ 事業整理損 

連結子会社における事業整理に係る施設撤去費用

等であります。

           ―――

―――

 

※３ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しております。

用途 場所 種類 減損損失

ホテル
愛媛県新

居浜市

建物 2,035百万円

その他 191百万円

合計 2,226百万円

ホテル
広島県三

原市

建物 0百万円

その他 5百万円

合計 5百万円

外部出店レス

トラン

広島県広

島市
その他 0百万円

外部出店レス

トラン

広島県安

芸郡
その他 0百万円

合計

建物 2,035百万円

その他 196百万円

合計 2,232百万円

当社グループは減損損失の算定にあたって、概ね

独立のキャッシュ・フローを生み出す最小の単位

として、原則として個々のホテルを基本単位とし

て資産のグルーピングを行っております。

ただし、外部出店レストランについては、各地域

ごとにおける管理会計上の区分等を単位として資

産のグルーピングを行っております。

需要の落込み等により収益性が低下した上記の資

産グループについては、将来キャッシュ・フロー

によって当資産グループの帳簿価額を全額回収出

来る可能性が低いと判断し、当資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを

５％で割り引いて算出しております。

――― ※４ 受託先関連損失

連結子会社のホテル運営業務受託先との取引に関

連する損失であります。
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    27千株 

  

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） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    ５千株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の処分による減少     ２千株 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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(千株) 102,716 ― ― 102,716

Ａ種優先株式(千株) 300 ― ― 300

合計 103,016 ― ― 103,016

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(千株) 209 27 ― 237

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(千株) 102,716 ― ― 102,716

Ａ種優先株式(千株) 300 ― ― 300

合計 103,016 ― ― 103,016

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(千株) 237 5 2 240
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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)及び当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日) 

事業の種類として「ホテル事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、前連結会計年度

及び当連結会計年度については全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める「ホテル事業」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

  

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)及び当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日) 

在外子会社がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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)及び当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書)

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)

※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 2,690百万円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金

△2百万円

現金及び現金同等物 2,688百万円

※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日)

現金及び預金勘定 2,367百万円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金

△2百万円

現金及び現金同等物 2,365百万円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(リース取引関係)
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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)及び当連結会計年度(自 平成21

年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
  

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

(関連当事者情報)

(税効果会計関係)

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)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

退職給付引当金 2,126百万円

繰越欠損金 4,241百万円

その他 808百万円

繰延税金資産小計 7,176百万円

評価性引当額 △7,176百万円

繰延税金資産合計 ―百万円

 
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

退職給付引当金 2,206百万円

繰越欠損金 4,474百万円

減損損失 900百万円

その他 752百万円

繰延税金資産小計 8,333百万円

評価性引当額 △8,333百万円

繰延税金資産合計 ―百万円

  繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1百万円

繰延税金負債合計 △1百万円

差引：繰延税金負債純額 △1百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 22.6％

住民税均等割 15.4％

繰越欠損金等 △55.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.0％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

当連結会計年度については、税金等調整前当期純

損失が計上されているため、記載しておりませ

ん。

(金融商品関係)
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前連結会計年度(平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

３ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 ① 株式 ６ ７ １

 ② 債券 231 234 ２

小計 237 242 ４

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

 ① 株式 48 42 △５

 ② 債券 ― ― ―

小計 48 42 △５

合計 285 285 △０

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 非上場株式 142

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

 債券

国債 13 221 ― ―

社債 ― ― ― ―

合計 13 221 ― ―
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当連結会計年度(平成22年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

３ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

  

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） 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

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） 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 ① 株式 54 62 ８

 ② 債券 228 232 ４

小計 283 295 12

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

 ① 株式 24 15 △９

 ② 債券 13 13 ―

小計 37 28 △９

合計 321 324 ３

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 非上場株式 140

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

 債券

国債 23 218 ― ―

社債 ― ― ― ―

合計 23 218 ― ―

(デリバティブ取引関係)
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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) 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。なお、当社及び一部の連結子会社

においては、退職一時金制度の将来積立分の一部につき確定拠出年金制度を導入しております。

  

(2) 退職給付債務に関する事項 

 
(3) 退職給付費用に関する事項 

 
(注) １ 簡便法を採用している一部連結子会社の退職給付費用は「イ勤務費用」に計上しております。 

２ その他は確定拠出年金に係る要拠出額であります。 

  

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理し

ております。) 

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計

年度から費用処理しております。) 

 
  

(退職給付関係)

イ 退職給付債務 △6,950百万円

ロ 年金資産 ―百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △6,950百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 194百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 527百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 932百万円

ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △5,296百万円

イ 勤務費用 (注)１ 383百万円

ロ 利息費用 144百万円

ハ 期待運用収益 ―百万円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 32百万円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 142百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 127百万円

ト その他 (注)２ 215百万円

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ＋ト) 1,046百万円

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 ―％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 11年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 11年

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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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) 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。なお、当社及び一部の連結子会社

においては、退職一時金制度の将来積立分の一部につき確定拠出年金制度を導入しております。

  

(2) 退職給付債務に関する事項 

 
(3) 退職給付費用に関する事項 

 
(注) １ 簡便法を採用している一部連結子会社の退職給付費用は「イ勤務費用」に計上しております。 

２ その他は確定拠出年金に係る要拠出額等であります。 

  

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理し

ております。) 

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計

年度から費用処理しております。) 

 
  

イ 退職給付債務 △6,765百万円

ロ 年金資産 ―百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △6,765百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 152百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 337百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 786百万円

ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △5,488百万円

イ 勤務費用 (注)１ 360百万円

ロ 利息費用 136百万円

ハ 期待運用収益 ―百万円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 30百万円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 181百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 143百万円

ト その他 (注)２ 203百万円

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ＋ト) 1,055百万円

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 ―％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 10年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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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)及び当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

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)及び当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)
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(１株当たり情報)

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)

(1) １株当たり純資産額 201.41円 (1) １株当たり純資産額 172.79円

(2) １株当たり当期純利益 1.55円 (2) １株当たり当期純損失 28.99円

 

(3) 潜在株式調整後 
  １株当たり当期純利益

1.09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、１株当たり当期純損失のため記載しておりませ

ん。

 

 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

純資産の部の合計額 35,640百万円

純資産の部の合計額から 
控除する金額

15,000百万円

普通株式に係る純資産額 20,640百万円

１株当たり純資産額の算定に
用いられる期末の普通株式の数

102,478千株

 

なお、純資産の部の合計額から控除する金額の内訳は、

Ａ種優先株式に係る純資産額であります。

  

 

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。

連結損益計算書上の当期純利益 158百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 158百万円

普通株式の期中平均株式数 102,493千株

 

潜在株式調整後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。

連結損益計算書上の当期純利益 158百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 158百万円

 

普通株式の期中平均株式数 102,493千株

普通株式に転換した場合の 
優先株式の期中平均株式数

43,252千株

潜在株式調整後普通株式の 
期中平均株式数

145,745千株

 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

純資産の部の合計額 32,707百万円

純資産の部の合計額から
控除する金額

15,000百万円

普通株式に係る純資産額 17,707百万円

１株当たり純資産額の算定に
用いられる期末の普通株式の数

102,476千株

 

なお、純資産の部の合計額から控除する金額の内訳は、

Ａ種優先株式に係る純資産額であります。

  

 

１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

連結損益計算書上の当期純損失 2,971百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純損失 2,971百万円

普通株式の期中平均株式数 102,476千株
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部門別売上実績 

                        （単位 金額：百万円、構成比％、増減率％） 

 
（注）受注生産はおこなっておりません。 

  

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)及び当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(生産、受注及び販売の状況)

部    門

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）
比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

客    室 9,837 18.1 8,786 17.9 △1,051 △10.7

宴    会 19,713 36.3 17,856 36.3 △1,856 △9.4

食    堂 12,844 23.7 11,294 23.0 △1,549 △12.1

そ の 他 10,282 19.0 9,718 19.8 △564 △5.5

ホテル事業計 52,677 97.1 47,655 97.0 △5,021 △9.5

その他の事業 1,561 2.9 1,450 3.0 △111 △7.1

合    計 54,239 100.0 49,106 100.0 △5,133 △9.5

(重要な後発事象)
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5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

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 1,407 1,513

売掛金 2,179 1,914

有価証券 ※2 13 ※2 22

原材料及び貯蔵品 352 322

前払費用 345 361

関係会社短期貸付金 2,496 2,496

未収入金 143 109

その他 70 53

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 7,004 6,788

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 53,206 ※1 53,569

減価償却累計額 △32,455 △33,567

建物（純額） 20,750 20,002

構築物 870 861

減価償却累計額 △680 △690

構築物（純額） 189 171

機械及び装置 1,792 1,808

減価償却累計額 △1,410 △1,462

機械及び装置（純額） 382 345

車両運搬具 127 126

減価償却累計額 △111 △113

車両運搬具（純額） 15 13

工具、器具及び備品 3,527 3,540

減価償却累計額 △2,481 △2,620

工具、器具及び備品（純額） 1,046 920

土地 ※1, ※3 14,322 ※1, ※3 14,322

リース資産 68 1,205

減価償却累計額 △6 △43

リース資産（純額） 61 1,161

有形固定資産合計 36,767 36,937

無形固定資産

借地権 2 2

ソフトウエア 125 117

電話加入権 18 18

無形固定資産合計 146 138
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(単位：百万円)

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)

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 384 ※2 413

関係会社株式 574 574

従業員に対する長期貸付金 178 163

関係会社長期貸付金 47,450 46,956

差入保証金 ※4 8,140 ※4 8,139

その他 187 257

貸倒引当金 △6,368 △9,228

投資その他の資産合計 50,547 47,276

固定資産合計 87,461 84,351

繰延資産

株式交付費 7 －

繰延資産合計 7 －

資産合計 94,473 91,139

負債の部

流動負債

買掛金 981 911

短期借入金 38 1,038

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※5 2,637 ※1, ※5 2,721

リース債務 12 63

未払金 211 123

未払費用 1,096 967

未払法人税等 83 73

未払消費税等 56 29

前受金 620 590

預り金 143 176

賞与引当金 164 62

その他 324 286

流動負債合計 6,370 7,044

固定負債

長期借入金 ※1, ※5 43,667 ※1, ※5 41,646

リース債務 49 1,100

繰延税金負債 － 1

再評価に係る繰延税金負債 ※3 1,623 ※3 1,623

退職給付引当金 4,198 4,324

商品券回収損引当金 118 125

長期預り金 3,080 2,790

その他 2 24

固定負債合計 52,739 51,636

負債合計 59,110 58,680
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(単位：百万円)

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)

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

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 183 △2,758

利益剰余金合計 183 △2,758

自己株式 △50 △51

株主資本合計 33,215 30,272

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 1

繰延ヘッジ損益 △222 △186

土地再評価差額金 ※3 2,371 ※3 2,371

評価・換算差額等合計 2,148 2,186

純資産合計 35,363 32,459

負債純資産合計 94,473 91,139
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(2) 損益計算書

(単位：百万円)

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

室料 5,710 5,106

料理及び飲料代 13,226 11,886

その他の収入 15,817 14,237

サービス料 2,007 1,776

売上高合計 36,762 33,006

売上原価 10,677 9,692

売上総利益 26,084 23,313

販売費及び一般管理費

水道光熱費 1,656 1,416

給料及び手当 8,973 8,212

賞与引当金繰入額 164 62

退職給付費用 821 824

福利厚生費 1,149 1,076

業務委託費 1,269 1,149

その他の人件費 73 61

修繕費 343 282

地代家賃 2,416 2,285

租税公課 668 648

減価償却費 1,630 1,657

その他の経費 5,475 5,117

販売費及び一般管理費合計 24,642 22,794

営業利益 1,441 518

営業外収益

受取利息 ※1 533 ※1 618

受取配当金 4 1

その他 101 81

営業外収益合計 639 702

営業外費用

支払利息 1,102 997

その他 64 55

営業外費用合計 1,166 1,053

経常利益 914 168

特別利益

建設協力金受入額 47 16

特別利益合計 47 16

特別損失

貸倒引当金繰入額 ※2 379 ※2 2,861

リース解約損 － 178

固定資産除却損 422 74

特別損失合計 801 3,113

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 161 △2,928

法人税、住民税及び事業税 16 13

当期純利益又は当期純損失（△） 144 △2,942
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(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

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 18,102 18,102

当期末残高 18,102 18,102

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 14,980 14,980

当期末残高 14,980 14,980

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 － △0

資本剰余金合計

前期末残高 14,980 14,980

当期変動額

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 14,980 14,980

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 39 183

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 144 △2,942

当期変動額合計 144 △2,942

当期末残高 183 △2,758

利益剰余金合計

前期末残高 39 183

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 144 △2,942

当期変動額合計 144 △2,942

当期末残高 183 △2,758

自己株式

前期末残高 △43 △50

当期変動額

自己株式の処分 － 0

自己株式の取得 △7 △1

当期変動額合計 △7 △0

当期末残高 △50 △51

株主資本合計

前期末残高 33,078 33,215

当期変動額

自己株式の処分 － 0

当期純利益又は当期純損失（△） 144 △2,942

自己株式の取得 △7 △1

当期変動額合計 136 △2,942

当期末残高 33,215 30,272
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(単位：百万円)

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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 13 △1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△14 2

当期変動額合計 △14 2

当期末残高 △1 1

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △252 △222

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

29 36

当期変動額合計 29 36

当期末残高 △222 △186

土地再評価差額金

前期末残高 2,371 2,371

当期末残高 2,371 2,371

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,133 2,148

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

14 38

当期変動額合計 14 38

当期末残高 2,148 2,186

純資産合計

前期末残高 35,211 35,363

当期変動額

自己株式の処分 － 0

当期純利益又は当期純損失（△） 144 △2,942

自己株式の取得 △7 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 38

当期変動額合計 151 △2,904

当期末残高 35,363 32,459
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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) 重要な会計方針

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)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基づく時価法

    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定)

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法

   時価のないもの

同左

２ デリバティブ取引により生じる債権及び債務の評価

基準および評価方法

   時価法

２ デリバティブ取引により生じる債権及び債務の評価

基準および評価方法

同左

３ 原材料及び貯蔵品の評価基準及び評価方法

  移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）

３ 原材料及び貯蔵品の評価基準及び評価方法

同左

４ 固定資産の減価償却の方法

 (1)有形固定資産（リース資産を除く）

     定額法によっております。 

４ 固定資産の減価償却の方法

 (1)有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (2)無形固定資産（リース資産を除く）

    定額法によっております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

 (2)無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (3)リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引続き通常の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す。

 (3)リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同

一の方法を採用しております。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引続き通常の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す。

５ 繰延資産の処理方法

  株式交付費

  株式交付のときから３年間にわたり定額法により償

却しております。

５          ―――
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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)

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員の賞与支給に備えるため、翌期支給見込額

のうち、当期の計算期間に対応する金額を計上し

ております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

   会計基準変更時差異については、15年による按分

額を費用処理しております。

   過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法に

より費用処理しております。

   数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額

法により発生時の翌期から費用処理しておりま

す。

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

会計基準変更時差異については、15年による按分

額を費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により発生時の翌期から費用処理しておりま

す。

 (4) 商品券回収損引当金

   一定期間経過後に収益に計上した未使用の商品券

について、将来の回収時に発生する損失に備える

ため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を計

上しております。

 (4) 商品券回収損引当金

同左

７ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。

７ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

   金利スワップ 

  （ヘッジ対象） 

   借入金の利息

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

   金利スワップについては、借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップ取引を行ってお

り、投機目的によるデリバティブ取引は行ってお

りません。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

８ その他財務諸表作成のための重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。

８ その他財務諸表作成のための重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

同左

 (2) 連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。

 (2) 連結納税制度の適用

同左

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成22年３月期決算短信

42



  

 
  

    該当事項はありません。 

  

(6) 重要な会計方針の変更

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)

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

事業年度から適用し、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、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。  

  

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を当事業年度から適用し、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理に変更し、リース資産として計上しており

ます。 

 この変更による影響は軽微であります。 

――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

――― 

  

 

―――

 

 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の

適用）

 当事業年度から「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）を適用しております。 

 本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額

はありません。

(表示方法の変更)
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

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)

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産

建物 18,411百万円

土地 13,260百万円

計 31,671百万円

   根抵当権を設定しております。
 
   担保付債務

１年内に返済予定の 

長期借入金
2,337百万円

長期借入金 38,677百万円

計 41,015百万円

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産

建物 17,875百万円

土地 13,260百万円

計 31,135百万円

   根抵当権を設定しております。

   担保付債務

１年内に返済予定の 

長期借入金
3,337百万円

長期借入金 36,340百万円

計 39,677百万円

※２ このうち205百万円は商品券発行にかかる供託金と

して、大阪法務局宛差し入れております。

※２ このうち216百万円は商品券発行にかかる供託金と

して、大阪法務局宛差し入れております。

※３ 事業用土地の再評価に関する事項

      土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

(平成11年３月31日公布法律第24号)に基づき、事

業用の土地の再評価をおこない、再評価差額から

再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額

を土地再評価差額金として純資産の部に計上して

おります。

    ① 再評価の方法

   土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号(路線価に基

づいて時点修正等合理的な調整をおこなう方法)

及び上記同施行令第２条第５号(鑑定評価による

方法)により算出しております。

    ② 再評価をおこなった年月日 平成12年３月31日

※３ 事業用土地の再評価に関する事項

同左

※４ 内、関係会社に係るもの 8,000百万円 ※４ 内、関係会社に係るもの 8,000百万円

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成22年３月期決算短信

44



 
  

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)

※５ 財務制限条項

   借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残

高42,000百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人

の請求に基づくエージェントを通じた通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになってお

ります。 

  1.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それ

ぞれ維持すること。 

  2.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体及び連結の損益計算書における経常損益を

いずれも２期連続で損失としないこと。 

  3.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る連結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額が、連結の損益計算書に記載される営業損益及

び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連

続して超過しないこと。なお、有利子負債とは、

連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年

以内返済予定の長期借入金、長期借入金、１年以

内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価

償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書に記

載される減価償却費の金額とする。 

※５ 財務制限条項

   借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残

高39,600百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人

の請求に基づくエージェントを通じた通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになってお

ります。 

  1.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それ

ぞれ維持すること。 

  2.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る単体及び連結の損益計算書における経常損益を

いずれも２期連続で損失としないこと。 

  3.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日におけ

る連結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額が、連結の損益計算書に記載される営業損益及

び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連

続して超過しないこと。なお、有利子負債とは、

連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年

以内返済予定の長期借入金、長期借入金、１年以

内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価

償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書に記

載される減価償却費の金額とする。 

 ６ 偶発債務

   下記の会社の銀行借入に対して、保証を行ってお

ります。

    保証債務

㈱リーガロイヤルホテル広島 750百万円

㈱リーガロイヤルホテル小倉 80百万円

㈱リーガ中之島イン 77百万円

計 907百万円

 ６ 偶発債務

   下記の会社の銀行借入に対して、保証を行ってお

ります。

    保証債務

㈱リーガロイヤルホテル広島 450百万円

㈱リーガロイヤルホテル小倉 76百万円

㈱リーガ中之島イン 75百万円

計 601百万円
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加     27千株 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加     ５千株 

    減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の処分による減少    ２千株 

  

  

  EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

(損益計算書関係)

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)

※１ 関係会社との取引に関するもの

   受取利息には関係会社からのものが、525百万円

含まれております。

※１ 関係会社との取引に関するもの

   受取利息には関係会社からのものが、612百万円

含まれております。

※２ すべて関係会社に係るものであります。 ※２ すべて関係会社に係るものであります。

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 209 27 ― 237

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 237 5 2 240

(リース取引関係)

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

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)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

有価証券評価損 1,293百万円

退職給付引当金 1,705百万円

貸倒引当金 574百万円

繰越欠損金 2,520百万円

その他 274百万円

繰延税金資産小計 6,370百万円

評価性引当額 △6,370百万円

繰延税金資産合計 ―百万円

  
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

有価証券評価損 1,293百万円

退職給付引当金 1,757百万円

貸倒引当金 1,738百万円

繰越欠損金 2,525百万円

その他 210百万円

繰延税金資産小計 7,525百万円

評価性引当額 △7,525百万円

繰延税金資産合計 ―百万円

  繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1百万円

繰延税金負債合計 △1百万円

差引：繰延税金負債純額 △1百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

  (調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 20.2％

住民税均等割 13.1％

繰越欠損金等 △63.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.5％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

当期については、税引前当期純損失が計上されて

いるため、記載しておりません。
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(１株当たり情報)

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)

(1) １株当たり純資産額 198.71円 (1) １株当たり純資産額 170.37円

(2) １株当たり当期純利益 1.41円 (2) １株当たり当期純損失 28.71円

 

(3) 潜在株式調整後 
  １株当たり当期純利益

0.99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、１株当たり当期純損失のため記載しておりませ

ん。

 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

純資産の部の合計額 35,363百万円

純資産の部の合計額から 
控除する金額

15,000百万円

普通株式に係る純資産額 20,363百万円

１株当たり純資産額の算定に
用いられる期末の普通株式の数

102,478千株

 

なお、純資産の部の合計額から控除する金額の内訳は、

Ａ種優先株式に係る純資産額であります。

 

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。

損益計算書上の当期純利益 144百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 144百万円

普通株式の期中平均株式数 102,493千株

 

潜在株式調整後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。

損益計算書上の当期純利益 144百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 144百万円

 

普通株式の期中平均株式数 102,493千株

普通株式に転換した場合の 
優先株式の期中平均株式数

43,252千株

潜在株式調整後普通株式の 
期中平均株式数

145,745千株

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

純資産の部の合計額 32,459百万円

純資産の部の合計額から
控除する金額

15,000百万円

普通株式に係る純資産額 17,459百万円

１株当たり純資産額の算定に
用いられる期末の普通株式の数

102,476千株

 

なお、純資産の部の合計額から控除する金額の内訳は、

Ａ種優先株式に係る純資産額であります。

 

１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

損益計算書上の当期純損失 2,942百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式に係る当期純利益 2,942百万円

普通株式の期中平均株式数 102,476千株

 

 

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成22年３月期決算短信

48



部門別売上実績 

                        （単位 金額：百万円、構成比％、増減比％） 

 
(注) 受注生産はおこなっておりません。 

  

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当事業年度(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

（別 紙） 

  

(生産、受注及び販売の状況)

部    門

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）
比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減比

リーガロイヤルホテル（大阪）

客      室 3,512 9.6 3,123 9.5 △389 △11.1

宴      会 8,384 22.8 7,870 23.8 △513 △6.1

食      堂 6,474 17.6 5,549 16.8 △925 △14.3

そ  の  他 5,803 15.8 5,430 16.5 △372 △6.4

計 24,174 65.8 21,974 66.6 △2,200 △9.1

リーガロイヤルホテル京都 6,641 18.1 5,986 18.1 △655 △9.9

リーガロイヤルホテル東京 4,383 11.9 3,595 10.9 △788 △18.0

ホテル事業計 35,200 95.8 31,555 95.6 △3,644 △10.4

その他の事業 1,561 4.2 1,450 4.4 △111 △7.1

合    計 36,762 100.0 33,006 100.0 △3,755 △10.2

(重要な後発事象)

6．その他

(役員の異動)
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