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1.  平成22年11月期第2四半期の業績（平成21年12月1日～平成22年5月31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2四半期 2,668 △4.4 △40 ― △43 ― △32 ―
21年11月期第2四半期 2,789 ― 1 ― 2 ― △5 ―

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2四半期 △5.61 ―
21年11月期第2四半期 △0.91 ―

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

22年11月期第2四半期 11,314 8,081 71.4 1,389.94
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2四半期  8,081百万円 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 ― 0.00
22年11月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、5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2四半期 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2四半期  42,459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2四半期 5,814,353株 21年11月期第2四半期 5,816,589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2四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によ

り、企業収益が改善し、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、未だ本格的な回復には至っていない状況にあります。  

 このような状況のもと、当第2四半期累計期間の売上高は、2,668,451千円（前年同四半期比4.4％減）

となりました。  

 部門別の売上高は、宿泊部門550,881千円（前年同四半期比2.6％減）、レストラン部門727,679千円

（前年同四半期比0.5％減）、宴会部門1,150,790千円（前年同四半期比10.8％減）となりました。  

 販売費及び一般管理費は1,808,226千円（前年同四半期比3.1％減）となり、営業損失は40,058千円（前

年同四半期1,884千円の営業利益）、経常損失は43,336千円（前年同四半期2,872千円の経常利益）となり

ました。  

 この結果、第2四半期累計期間の四半期純損失は32,642千円（前年同四半期比27,332千円損失増）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11,314,912千円（前事業年度末比335,497千円減）となりました。  

   主な要因は現金及び預金123,728千円の減少や、有形固定資産214,887千円の減少でありま  

   す。  

  ②負債  

    負債合計は3,233,881千円（前事業年度末比275,018千円減）となりました。  

   主な要因は買掛金76,745千円の減少や、1年内償還予定の社債60,000千円、1年内返済予定の 

   長期借入金32,500千円、未払法人税等53,519千円の減少などであります。  

  ③純資産  

    純資産合計は8,081,030千円（前事業年度末比60,479千円減）となりました。  

   主な要因は利益剰余金61,715千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2四半期決算短信（非連結）
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（2）キャッシュ・フローの状況      

当第2四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123,728千円減少し、548,204千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業収入2,732,540千円、原材料又は商品の仕入れによる支出1,038,756千円、人件費の支出

913,765千円などにより営業活動によるキャッシュ・フローは19,701千円の収入（前年同期比

35,683千円の収入増加）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22,649千円などにより投資活動によるキャッシュ・フローは

21,449千円の支出（前年同期比74,917千円の支出減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金の返済による支出32,500千円、社債の償還による支出60,000千円、配当金の支払額

29,073千円などにより財務活動によるキャッシュ・フローは121,980千円の支出（前年同期比

103,030千円の支出減少）となりました。 

  

当期の業績予想につきましては、第2四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22年11月期第1四半期決算短信）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。 

  

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

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第2四半期決算短信（非連結）
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（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

219千円減少し、税引前四半期純損失が2,294千円増加しております。  

  

(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

  会計処理基準に関する事項の変更

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第2四半期決算短信（非連結）
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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２四半期会計期間末 
(平成22年5月31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 548,204 671,933

売掛金 242,183 257,314

原材料及び貯蔵品 85,824 80,360

繰延税金資産 44,930 26,810

その他 28,592 31,996

貸倒引当金 △460 △540

流動資産合計 949,275 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 △3,065,620 △2,978,266

建物（純額） 6,062,685 6,148,521

土地 2,975,845 2,975,845

その他 6,481,261 6,467,932

減価償却累計額 △5,412,323 △5,269,942

その他（純額） 1,068,937 1,197,989

有形固定資産合計 10,107,469 10,322,357

無形固定資産 61,075 63,519

投資その他の資産 197,091 196,458

固定資産合計 10,365,636 10,582,334

繰延資産 － 200

資産合計 11,314,912 11,650,409

負債の部   

流動負債   

買掛金 345,090 421,835

短期借入金 450,000 450,000

1年内償還予定の社債 － 60,000

1年内返済予定の長期借入金 － 32,500

未払法人税等 12,000 65,519

未払賞与 106,700 105,400

前受金 179,917 178,930

ポイント引当金 2,294 －

その他 217,719 252,055

流動負債合計 1,313,721 1,566,241

固定負債   

退職給付引当金 621,369 653,479

役員退職慰労引当金 125,997 120,487

繰延税金負債 209,244 205,143

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 1,920,160 1,942,658

負債合計 3,233,881 3,508,899

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第2四半期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年5月31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) 

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 851,181 912,897

自己株式 △21,702 △21,435

株主資本合計 7,647,489 7,709,472

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,442 △61

土地再評価差額金 432,098 432,098

評価・換算差額等合計 433,540 432,037

純資産合計 8,081,030 8,141,509

負債純資産合計 11,314,912 11,650,409

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

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 2,789,835 2,668,451

売上原価 921,671 900,283

売上総利益 1,868,163 1,768,167

販売費及び一般管理費 1,866,279 1,808,226

営業利益又は営業損失（△） 1,884 △40,058

営業外収益   

受取利息 187 108

受取配当金 707 708

受取保険金 5,517 384

その他 1,129 73

営業外収益合計 7,541 1,275

営業外費用   

社債利息 863 242

支払利息 5,290 3,970

その他 400 339

営業外費用合計 6,553 4,552

経常利益又は経常損失（△） 2,872 △43,336

特別損失   

有形固定資産除却損 3,889 665

過年度ポイント引当金繰入額 － 2,513

特別損失合計 3,889 3,178

税引前四半期純損失（△） △1,017 △46,515

法人税、住民税及び事業税 5,252 1,174

法人税等調整額 △959 △15,046

法人税等合計 4,292 △13,872

四半期純損失（△） △5,309 △32,642

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第2四半期決算短信（非連結）
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 【第２四半期会計期間】 
(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,471,844 1,349,058

売上原価 492,677 454,061

売上総利益 979,167 894,996

販売費及び一般管理費 941,935 912,979

営業利益又は営業損失（△） 37,231 △17,983

営業外収益   

受取利息 79 44

受取配当金 125 125

受取保険金 5,517 384

その他 1,044 420

営業外収益合計 6,767 974

営業外費用   

社債利息 388 59

支払利息 2,509 1,901

その他 200 36

営業外費用合計 3,097 1,998

経常利益又は経常損失（△） 40,901 △19,006

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 46,695 －

特別利益合計 46,695 －

特別損失   

有形固定資産除却損 3,462 －

特別損失合計 3,462 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 84,134 △19,006

法人税、住民税及び事業税 4,302 224

法人税等調整額 31,881 △6,329

法人税等合計 36,183 △6,105

四半期純利益又は四半期純損失（△） 47,950 △12,900

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第2四半期決算短信（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２四半期累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 2,837,899 2,732,540

原材料又は商品の仕入れによる支出 △1,070,130 △1,038,756

人件費の支出 △886,214 △913,765

その他の営業支出 △797,883 △703,651

小計 83,671 76,367

利息及び配当金の受取額 894 817

利息の支払額 △5,258 △3,501

法人税等の支払額 △95,290 △53,981

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,982 19,701

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 △90,491 △22,649

保険積立金の解約による収入 21,724 －

保険積立金の積立による支出 △30,000 －

その他 2,400 1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,367 △21,449

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 △300,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △33,500 △32,500

社債の償還による支出 △48,000 △60,000

配当金の支払額 △43,636 △29,073

その他 126 △406

財務活動によるキャッシュ・フロー △225,010 △121,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337,359 △123,728

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 381,402 548,204

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成22年11月期第2四半期決算短信（非連結）

10



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2四半期決算短信（非連結）
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