
平成23年1月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成22年6月11日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 株式会社 精養軒 上場取引所 JQ 
コード番号 9734 URL http://www.seiyoken.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 酒井 裕
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理部長 （氏名） 横溝 孝典 TEL 03-3821-2181
四半期報告書提出予定日 平成22年6月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成23年1月期第1四半期の業績（平成22年2月1日～平成22年4月30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 ％

23年1月期第1四半期 846 △5.4 △2 ― 1 △96.2 2 △88.7
22年1月期第1四半期 894 △5.4 18 △52.8 22 △47.7 18 △59.1

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

23年1月期第1四半期 0.78 ―
22年1月期第1四半期 6.91 ―

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

23年1月期第1四半期 4,652 3,221 69.2 1,238.32
22年1月期 4,567 3,217 70.4 1,236.95

（参考） 自己資本  23年1月期第1四半期  3,221百万円 22年1月期  3,217百万円

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

22年1月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年1月期 ―
23年1月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成23年1月期の業績予想（平成22年2月1日～平成23年1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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
第２四半期累計期間及び通期業績予想については、本日(平成２２年６月１１日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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

1,667 △9.3 △50 ― △40 ― △40 ― △15.38

通期 3,110 △10.9 △182 ― △159 ― △162 ― △62.28
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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、３～４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） 

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年1月期第1四半期 2,628,000株 22年1月期 2,628,000株
② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期 26,868株 22年1月期 26,867株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年1月期第1四半期 2,601,133株 22年1月期第1四半期 2,601,304株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
記載した予想数値は、本資料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ます。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数
値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については３～４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1四半期におけるわが国経済は、企業の設備投資や雇用情勢の改善は顕著に現れず、デフレ等に

よる企業収益の圧迫は依然として続いており、景気の先行きに不安を抱えた状況下で推移しました。 

当飲食業界におきましては、消費者の節約志向の強まりに加え、企業の宴会需要の低迷など、非常に

厳しい経営環境となりました。  

このような情勢下ではありましたが、当社は平成21年9月より婚礼獲得の機会を積極的に広げるた

め、新たな婚礼プランを開始いたしております。また、既存の売店商品の見直しを図り、ブランデーケ

ーキを個別包装に改良したほか、新商品の「フールセック（クッキー）」の取り扱いを平成22年3月よ

り、さらに、同年4月下旬より「上野精養軒 カレー・ハヤシセット」を全店舗において販売を始めま

した。 

この結果、当第1四半期の売上高は846百万円となりました。営業損失は2百万円、経常利益は1百万

円、四半期純利益は2百万円となりました。売上高を部門別に見ますとレストランの売上高は495百万円

（前年同期比△8.2％）、宴会他の売上高は352百万円（前年同期比△1.1％）となりました。 

なお、東京都美術館店は平成22年4月から約2年間、同美術館の大規模改修工事のため、閉店いたしま

した。また、東京都国立博物館店は同年6月上旬から平成23年3月まで、同博物館の耐震補強工事のた

め、一時閉店いたします。 

  

(資産)  

当第1四半期末における総資産は前事業年度末と比べ84百万円増加し4,652百万円となりました。流動

資産は90百万円増加の1,718百万円、固定資産は5百万円減少の2,934百万円となりました。 

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が119百万円増加し、売掛金が17百万円減少したことに

よるものです。 

固定資産の減少の主な要因は、有形固定資産が減価償却費の計上等により30百万円減少した一方で、

投資その他の資産の時価の上昇で24百万円増加したことによるものです。 

(負債)  

当第1四半期末の負債合計は前事業年度末と比べ81百万円増加し、1,431百万円となりました。流動負

債は71百万円増加の393百万円、固定負債は10百万円増加の1,038百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、7月支給分に対応する賞与引当金42百万円の増加と、その他に含めて

おります未払消費税等が23百万円増加したことによるものです。 

固定負債の増加の主な要因は、投資有価証券の時価の上昇により、繰延税金負債が9百万円増加した

ことによるものです。 

(純資産)  

当第1四半期末の純資産は前事業年度末と比べ4百万円増加し3,221百万円となりました。この増加の

主な要因は、その他有価証券評価差額金が15百万増加しましたが、株主配当金の支払い等で利益剰余金

が11百万円減少したことによるものです。 

・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
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(キャッシュ・フローの状況)  

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べ169百万

円増加し723百万円となりました。当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりで

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126百万円となりました。この主な要因は、減価償却費の計上33百万

円、賞与引当金の増加額42百万円、売上債権の減少額による17百万円等によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は43百万円となりました。この主な要因は、定期預金の減少によって50

百万円得られた一方で、有形固定資産の取得により7百万円支出したことによるものです 

(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、0.2百万円となりました。この主なものは株主配当金であります。 

  

通期の業績予想については、平成22年６月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積額の算定方法 

一般債権に係る貸倒引当金は、前会計年度末に算定した貸倒実績率等から著しい変化がないと認められるため、

前会計年度の貸倒実績率等を用いて算定しております。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費の方法として定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定しております。 

  

該当事項はありません。 

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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5.【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４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,583,442 1,464,756

売掛金 79,697 96,467

たな卸資産 35,498 31,152

その他 20,914 37,313

貸倒引当金 △1,900 △2,200

流動資産合計 1,717,650 1,627,489

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 953,264 976,650

土地 603,193 603,193

その他（純額） 110,585 116,714

有形固定資産合計 1,667,042 1,696,557

無形固定資産 5,099 5,302

投資その他の資産   

投資有価証券 963,276 939,406

長期預金 200,000 200,000

その他 99,173 100,573

貸倒引当金 △500 △2,000

投資その他の資産合計 1,261,948 1,237,978

固定資産合計 2,934,089 2,939,837

資産合計 4,651,739 4,567,326

負債の部   

流動負債   

買掛金 73,538 63,722

未払金 114,074 122,955

未払費用 75,538 68,974

賞与引当金 82,000 40,000

その他 47,902 26,186

流動負債合計 393,054 321,837

固定負債   

退職給付引当金 813,154 815,873

役員退職慰労引当金 112,285 108,728

繰延税金負債 102,468 93,431

その他 9,752 9,992

固定負債合計 1,037,659 1,028,024

負債合計 1,430,713 1,349,861
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 131,400 131,400

資本剰余金 4,330 4,330

利益剰余金 2,944,728 2,955,700

自己株式 △20,338 △20,337

株主資本合計 3,060,120 3,071,093

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 160,905 146,372

評価・換算差額等合計 160,905 146,372

純資産合計 3,221,026 3,217,465

負債純資産合計 4,651,739 4,567,326
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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21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 894,264 846,251

売上原価 379,074 362,152

売上総利益 515,189 484,099

販売費及び一般管理費 497,133 486,252

営業利益又は営業損失（△） 18,056 △2,152

営業外収益   

受取利息 1,386 801

雑収入 2,196 2,163

営業外収益合計 3,582 2,964

経常利益 21,638 812

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,538 1,800

特別利益合計 1,538 1,800

特別損失   

固定資産除却損 4,648 28

特別損失合計 4,648 28

税引前四半期純利益 18,528 2,584

法人税、住民税及び事業税 550 550

法人税等合計 550 550

四半期純利益 17,978 2,034
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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21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 18,528 2,584

減価償却費 31,097 32,813

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,800 △1,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,000 42,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,549 △2,718

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,117 3,557

受取利息及び受取配当金 △1,664 △1,035

有形固定資産除却損 3,046 28

売上債権の増減額（△は増加） 29,078 16,770

たな卸資産の増減額（△は増加） 586 △4,345

仕入債務の増減額（△は減少） 28,229 9,816

その他 49,004 29,764

小計 171,535 127,434

利息及び配当金の受取額 1,664 1,035

法人税等の支払額 △4,327 △2,514

営業活動によるキャッシュ・フロー 168,872 125,955

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 △70,000 △120,000

定期預金の払戻による収入 180,000 170,000

有形固定資産の取得による支出 △50,935 △6,796

無形固定資産の取得による支出 △3,800 －

投資有価証券の取得による支出 △300 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー 54,964 42,904

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △152 △173

その他 △28 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △180 △173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 223,657 168,685

現金及び現金同等物の期首残高 510,545 554,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 734,201 723,442
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

㈱精養軒(9734)平成23年1月期第１四半期決算短信(非連結)

9




