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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第1四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
（１）連結経営成績（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３月期第1四半期  2,705  △1.8 242   61.1 255   56.3 89  △6.5 
22年３月期第1四半期 2,756  △0.9 150  △6.1 163 △20.6 95  △1.8 
 

 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３月期第1四半期 2.67 ―     
22年３月期第1四半期 2.85 ―     
 
（２）連結財政状態 

 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３月期第1四半期 13,338 7,872 59.0 235.35 
22年３月期 13,227 7,949 60.1 237.66 

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期    7,872 百万円 22年３月期   7,949百万円 
 
２．配当の状況 

年間配当金     
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３月期 ― ― ― 2.50 2.50    
23年３月期 ―        
23年３月期(予想)  ― ― 2.50 2.50    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 
 
３．平成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(累計)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(累計) 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 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 
 新規 - 社 (社名)  、除外 - 社 (社名)  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
② ①以外の変更 ： 無 
（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原
則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期1Ｑ 34,639,434株 22年３月期 34,639,434株 
② 期末自己株式数 23年３月期1Ｑ 1,190,881 株 22年３月期 1,189,925 株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期1Ｑ 33,449,071株 22年３月期１Ｑ 33,457,194株 

 
 
 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
※ 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条件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、四半期決算短信
（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績に関する定性的情報 
 （１）連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期のわが国経済は、中国をはじめとする新興国経済の成長を背景に、輸出や生産の
拡大による企業収益の回復などにより、景気は持ち直しの兆しが見られるものの、円高や株価の
下落、欧州を中心とした海外経済の不透明感など先行きには懸念材料も多く、法人・団体の需要
の伸び悩み、個人消費の低迷など、経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。 
当第１四半期の営業は、同業他社との販売競争がますます熾烈化するなか、宴会・婚礼・食堂
など各部門とも売上げ増進に向けた積極的な営業活動を展開いたしました。主力の宴会部門は、
前年度好調に推移した婚礼が当四半期も引き続き前年売上げを維持し、イベント売上げも前年を
大きく上回りましたが、法人・団体顧客の宴会需要減などによる一般宴会売上げの伸び悩みがあ
り、前年同四半期比で微減となりました。食堂部門は企業の経費削減による接待利用減や個人消
費の減退による売上減、さらに昨年4月末に品川営業所を閉鎖した影響などにより前年同四半期
を下回りました。売店その他の売上げは食品関係で一部百貨店からの撤収やリニューアルによる
休業、企業等への直販売上げ減などで前年同四半期を下回りました。 
その結果、当グループの連結売上高は 2,705百万円（前年同四半期比 1.8%減）となり、経費
面では徹底した原価管理と全社的な諸経費の削減、業務全般の効率化を推し進め、収益向上に全
力を傾注し、また退職給付費用の減少がありました結果、連結営業利益は242百万円（前年同四
半期比 61.1%増）、連結経常利益は 255 百万円（前年同四半期比 56.3%増）となりました。一
方、特別勘定は当第1四半期より適用された「資産除去債務に関する会計基準」による資産除去
債務影響額など79百万円を特別損失として計上し、連結四半期純利益は89百万円（前年同四半
期比 6.5％減）となりました。 
 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、前連結会計年度末比111百万円（0.8％）増加して、13,338百万円となりました。 
  流動資産は同267百万円（12.1％）増加の2,488百万円、固定資産は同156百万円（1.4％）減
少の10,850百万円となりました。流動資産増加の主な要因は、売掛金106百万円、有価証券389
百万円、それぞれ増加し、現金及び預金が271百万円減少したことなどによります。固定資産の
うち有形固定資産は、74百万円減少の7,701百万円となり、その主な要因は、減価償却実施額な
どで 117百万円減少したことによります。投資その他の資産は、81百万円減少の 3,144百万円
となり、その主な要因は、投資有価証券が 84百万円減少し、繰延税金資産が 3百万円増加した
ことなどによります。 
負債合計は、前連結会計年度末比188百万円（3.6％）増加して5,466百万円となりました。 
 流動負債は同 155百万円（9.8％）増加の 1,738百万円、固定負債は同 32百万円（0.9％）増
加の 3,727百万円となりました。流動負債増加の主な要因は、未払金 68百万円、未払法人税等
が64百万円、預り金41百万円がそれぞれ増加したことと、賞与引当金が54百万円減少したこ
となどによります。固定負債は、資産除去債務77百万円が増加し、退職給付引当金63百万円が
減少したことなどによります。 
 純資産合計は、前連結会計年度末比 77百万円（1.0％）減少して 7,872百万円となりました。
主な要因は、配当の支払い83百万円を行い、四半期純利益を89百万円計上したほか、株価下落
によりその他有価証券評価差額金が82百万円減少したことなどによります。 
 
 
 
 



(３) 連結業績予想に関する定性的情報 
  第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成22年５月14日に発表いたし
ました業績予想に変更はございません。 
 
２．その他の情報 
(１) 重要な子会社の異動の概要 
  該当事項はありません。 

 

(２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  一般債権の貸倒見積高の算定方法 
   当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい
変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定
しております。 

  
(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
１．会計処理基準に関する事項の変更  
「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18 号 
平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第21号 平成20年３月31日)を適用しております。 
これにより、営業利益、経常利益は 215 千円、税金等調整前四半期純利益は 77,312 千円、
それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は
81,416千円であります。 

 
  ２．表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき
財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に
伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示し
ております。 
 



3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 949,347 1,221,093 
売掛金 733,946 627,679 
有価証券 399,925 9,997 
商品及び製品 96,555 69,077 
仕掛品 10,304 6,465 
原材料及び貯蔵品 79,013 76,711 
繰延税金資産 91,076 86,142 
その他 130,885 126,547 
貸倒引当金 △2,798 △3,306 

流動資産合計 2,488,255 2,220,407 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 4,048,878 4,101,266 
機械装置及び運搬具（純額） 142,458 147,483 
工具、器具及び備品（純額） 426,776 444,176 
土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,701,195 7,776,008 

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

投資その他の資産   
投資有価証券 862,293 946,729 
繰延税金資産 1,335,773 1,332,249 
その他 958,273 959,153 
貸倒引当金 △12,103 △12,103 

投資その他の資産合計 3,144,236 3,226,028 

固定資産合計 10,850,516 11,007,121 

資産合計 13,338,771 13,227,529 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 246,545 223,116 
短期借入金 370,000 370,000 
未払金 483,170 414,387 
未払法人税等 91,893 27,404 
賞与引当金 55,290 110,180 
資産除去債務 3,630 － 
その他 488,097 437,944 
流動負債合計 1,738,626 1,583,033 

固定負債   
退職給付引当金 3,090,511 3,153,976 
資産除去債務 77,947 － 
その他 559,410 540,910 
固定負債合計 3,727,869 3,694,886 

負債合計 5,466,496 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 1,067,859 1,062,226 
自己株式 △446,484 △446,152 

株主資本合計 7,975,658 7,970,357 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △103,382 △20,747 

評価・換算差額等合計 △103,382 △20,747 

純資産合計 7,872,275 7,949,610 

負債純資産合計 13,338,771 13,227,529 



(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,756,231 2,705,984 
売上原価 2,295,964 2,182,672 
売上総利益 460,267 523,312 
販売費及び一般管理費   
給料及び手当 154,600 142,799 
賞与引当金繰入額 6,810 5,500 
その他 148,276 132,390 
販売費及び一般管理費合計 309,687 280,689 

営業利益 150,579 242,623 

営業外収益   
受取利息 707 375 
受取配当金 10,804 11,435 
生命保険配当金 1,554 － 
その他 2,193 2,795 
営業外収益合計 15,258 14,606 

営業外費用   
支払利息 1,437 1,431 
開発費償却 20 － 
コミットメントフィー 687 687 
その他 559 72 
営業外費用合計 2,704 2,190 

経常利益 163,133 255,039 

特別損失   
固定資産除却損 1,086 2,354 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 77,096 

特別損失合計 1,086 79,451 

税金等調整前四半期純利益 162,047 175,588 
法人税、住民税及び事業税 33,358 82,251 
法人税等調整額 33,265 4,080 
法人税等合計 66,624 86,331 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 89,257 

四半期純利益 95,422 89,257 



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 162,047 175,588 
減価償却費 113,547 117,771 
繰延資産償却額 20 － 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 77,096 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,103 △63,464 
賞与引当金の増減額（△は減少） △90,690 △54,890 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △4,303 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,242 △508 
受取利息及び受取配当金 △11,511 △11,810 
支払利息 1,437 1,431 
支払手数料 687 687 
有形固定資産除却損 1,086 2,354 
売上債権の増減額（△は増加） △127,390 △106,267 
たな卸資産の増減額（△は増加） △22,394 △33,554 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,805 △2,829 
仕入債務の増減額（△は減少） 12,524 23,429 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 195,320 177,998 
その他 △9,500 18,100 
小計 219,214 321,133 

利息及び配当金の受取額 11,060 11,644 
利息の支払額 △1,443 △1,439 
法人税等の支払額 △8,126 △6,956 

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,705 324,382 

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 － △50,000 
定期預金の払戻による収入 － 50,000 
有価証券の取得による支出 △199,839 △399,838 
有価証券の償還による収入 199,916 9,997 
投資有価証券の取得による支出 △2,054 △10,180 
有形固定資産の取得による支出 △157,707 △119,058 
貸付けによる支出 △900 △3,400 
貸付金の回収による収入 2,886 2,686 
保険積立金の積立による支出 △593 △511 
保険積立金の払戻による収入 3,513 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,779 △520,305 

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 △390 △332 
配当金の支払額 △74,780 △75,490 

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,171 △75,823 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,246 △271,746 

現金及び現金同等物の期首残高 692,501 891,093 
現金及び現金同等物の四半期末残高 683,254 619,347 



(４) 継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
 (５) セグメント情報 
 当社及び連結子会社の事業は、宴会・レストラン事業及びこれらに関連した業務を行う単一
セグメントであるため、記載を省略しております。 
（追加情報） 
当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準
第17号  平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

 
 (６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   該当事項はありません。 
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