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1.  平成23年1月期第2四半期の業績（平成22年2月1日～平成22年7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 ％

23年1月期第2四半期 1,616 △12.1 △70 ― △58 ― △108 ―
22年1月期第2四半期 1,838 △5.2 0 △99.8 13 △84.1 8 △90.1

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2四半期 △41.43 ―
22年1月期第2四半期 3.21 ―

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2四半期 4,436 3,086 69.6 1,186.55
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2四半期  3,086百万円 22年1月期  3,217百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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1月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年1月期 ― 0.00
23年1月期 
（予想）

― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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９月１０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

通期 3,059 △12.4 △202 ― △177 ― △230 ― △88.42



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

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2Q 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2Q 26,966株 22年1月期 26,867株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期2Q 2,601,099株 22年1月期2Q 2,601,278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については、
四半期決算短信(添付資料)３頁「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報 ……………………………………………… 2 

(1) 経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

(2) 財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

(3) 業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 4 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

3. 四半期財務諸表 ………………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期貸借対照表 …………………………………………………………………… 5 

(2) 四半期損益計算書 …………………………………………………………………… 7 

【第２四半期累計期間】 ……………………………………………………………… 7 

【第２四半期会計期間】 ……………………………………………………………… 8 

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………… 9 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 10 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 10 

  

  

○添付資料の目次

㈱精養軒(9734)平成23年1月期第２四半期決算短信(非連結)

1



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出産業に牽引される形で、一部でゆる

やかな持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢の悪化、設備投資の減少等、依然として厳しい状況

が続きました。 

当飲食業界におきましても、雇用や所得に対する不安から個人消費マインドは低迷しており、天候不

順による原材料の高騰も重なるなど、非常に厳しい状況下で推移しました。 

このような情勢下ではありましたが、当社は企業業績の悪化による法人の宴会需要の低迷した中、オ

リジナル商品の販売強化の一環として、平成21年11月よりお歳暮ギフト限定で販売しておりました「上

野精養軒 カレー・ハヤシセット」を、平成22年3月より上野本店に販売コーナーを設け、常時取り扱

いを始めました。今後は全店舗販売に向けて整備を進めております。さらに、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対応に改良したほか、新商品の「フールセック（クッキー）」の

取り扱いを同年3月より始めました。なお、東京都美術館店は同館大規模改修工事の為平成22年4月で閉

店いたしました。また、東京国立博物館店は同館耐震補強工事のため、同年6月上旬から一時閉店、同

年7月より売店を主とした小規模の仮店舗での営業を始めました。 

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は1,616百万円(前年同期比12.1％減)となりました。営業損

失は70百万円(前年同期は営業利益0.1百万円)、経常損失は58百万円(前年同期は経常利益13百万円)、

四半期純損失は108百万円(前年同期は四半期純利益8百万円)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925百万円（前年同期比△17.4％）、宴会他の売上高は691百万円（前年同期比△

3.8％）となりました。 

(資産) 

当第2四半期会計期間末における総資産は前事業年度末と比べ131百万円減少し4,436百万円となりま

した。流動資産は5百万円減少の1,622百万円、固定資産は126百万円減少の2,814百万円となりました。

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が25百万円増加し、売掛金が23百万円減少したことよる

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44百万円減少した一方で、

投資その他の資産の投資有価証券時価の下落で51百万円減少したことによるものです。 

(負債) 

当第2四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末と比べ0百万円増加し、1,350百万円となりまし

た。流動負債は6百万円増加の328百万円、固定負債は6百万円減少の1,022百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、その他に含めております預り金が17百万円増加、未払消費税等が16百

万円増加したことや、未払費用が13百万円増加したこと、未払金が44百万円減少したことによるもので

す。 

固定負債の増加の主な要因は、退職給付引当金が10百万円減少したことや、投資有価証券の時価の下

落により、繰延税金負債が3百万円減少したこと、役員退職慰労引当金が7百万円増加したことによるも

のです。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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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(純資産) 

当第2四半期会計期間末の純資産は前事業年度末と比べ131百万円減少し3,086百万円となりました。

この減少の主な要因は、その他有価証券評価差額金が10百万減少しましたが、株主配当金の支払い等で

利益剰余金が121百万円減少したことによるものです。 

  

(キャッシュ・フローの状況)  

当第2四半期会累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、前事業年度末と

比べ75百万円増加し630百万円となりました。当第2四半期累計期間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た資金は51百万円(前年同期は105百万円の獲得)となりました。この主な要

因は、税引前四半期純損失107百万円、売上債権の増加額23百万円、減価償却費の計上66百万円、投資

有価証券損額による51百万円、その他に含まれる未払消費税等10百万円増加によるものです。 

(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た資金は38百万円(前年同期は10百万円の獲得)となりました。この主な要因

は、有形固定資産の取得により5百万円支出に対し、定期預金の預入と払戻による差額50百万円の収入

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、13百万円(前年同期は13百万円の使用)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９月10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。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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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、前事業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、

前事業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。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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７月31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 1,490,074 1,464,756

売掛金 73,120 96,467

たな卸資産 32,422 31,152

その他 28,412 37,313

貸倒引当金 △1,800 △2,200

流動資産合計 1,622,229 1,627,489

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 932,498 976,650

土地 603,193 603,193

その他（純額） 102,411 116,714

有形固定資産合計 1,638,102 1,696,557

無形固定資産 5,177 5,302

投資その他の資産   

投資有価証券 876,013 939,406

長期預金 200,000 200,000

その他 95,139 100,573

貸倒引当金 △500 △2,000

投資その他の資産合計 1,170,652 1,237,978

固定資産合計 2,813,931 2,939,837

資産合計 4,436,160 4,567,326

負債の部   

流動負債   

買掛金 70,706 63,722

未払金 78,856 122,955

未払費用 81,605 68,974

賞与引当金 38,000 40,000

その他 59,039 26,186

流動負債合計 328,207 321,837

固定負債   

退職給付引当金 806,020 815,873

役員退職慰労引当金 115,842 108,728

繰延税金負債 90,307 93,431

その他 9,521 9,992

固定負債合計 1,021,689 1,028,024

負債合計 1,349,896 1,349,861
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年７月31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 2,834,922 2,955,700

自己株式 △20,402 △20,337

株主資本合計 2,950,251 3,071,093

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136,013 146,372

評価・換算差額等合計 136,013 146,372

純資産合計 3,086,264 3,217,465

負債純資産合計 4,436,160 4,567,326
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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21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 1,837,749 1,615,980

売上原価 807,576 722,369

売上総利益 1,030,173 893,610

販売費及び一般管理費 1,030,031 963,839

営業利益又は営業損失（△） 142 △70,228

営業外収益   

受取利息 3,035 1,920

受取配当金 6,388 5,670

雑収入 3,529 4,604

営業外収益合計 12,953 12,193

経常利益又は経常損失（△） 13,095 △58,035

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,538 1,900

特別利益合計 1,538 1,900

特別損失   

固定資産除却損 4,912 28

投資有価証券評価損 － 50,509

特別損失合計 4,912 50,537

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 9,721 △106,672

法人税、住民税及び事業税 1,360 1,100

法人税等合計 1,360 1,100

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,361 △107,772
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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５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 943,486 769,729

売上原価 428,502 360,217

売上総利益 514,984 409,511

販売費及び一般管理費 532,898 477,587

営業損失（△） △17,914 △68,076

営業外収益   

受取利息 1,649 1,119

受取配当金 6,110 5,435

雑収入 1,611 2,675

営業外収益合計 9,371 9,229

経常損失（△） △8,543 △58,847

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 100

特別利益合計 － 100

特別損失   

固定資産除却損 264 －

投資有価証券評価損 － 50,509

特別損失合計 264 50,509

税引前四半期純損失（△） △8,807 △109,256

法人税、住民税及び事業税 810 550

法人税等合計 810 550

四半期純損失（△） △9,617 △109,806
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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21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31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又は税引前四半期純損失
（△）

9,721 △106,672

減価償却費 69,901 65,946

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,800 △1,900

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000 △2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,653 △9,853

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,519 7,114

受取利息及び受取配当金 △9,424 △7,589

有形固定資産除却損 3,046 28

投資有価証券評価損益（△は益） － 50,509

売上債権の増減額（△は増加） 24,588 23,347

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,012 △1,270

仕入債務の増減額（△は減少） 3,330 6,984

その他 9,703 19,622

小計 96,212 44,266

利息及び配当金の受取額 9,424 7,589

法人税等の支払額 △546 △1,130

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,090 50,725

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 △180,000 △230,000

定期預金の払戻による収入 390,000 280,000

有形固定資産の取得による支出 △195,944 △11,443

無形固定資産の取得による支出 △3,800 △297

投資有価証券の取得による支出 △600 △600

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,656 37,660

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △12,926 △13,003

その他 △81 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,006 △13,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 101,739 75,318

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 612,284 630,074
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 当第２四半期累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31日) 

     該当事項はありません。 

  

 当第２四半期累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31日) 

     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

㈱精養軒(9734)平成23年1月期第２四半期決算短信(非連結)

10




