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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 6,110 △1.1 152 6.6 79 33.2 △268 ―
22年3月期第2四半期 6,178 △8.5 142 △64.3 59 △80.4 △33 ―

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2四半期 △54.48 ―
22年3月期第2四半期 △6.62 ―

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2四半期 13,976 4,114 28.6 811.44
22年3月期 14,740 4,438 29.3 876.71

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,995百万円 22年3月期  4,316百万円

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3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

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、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   

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 12,300 △0.1 325 △30.1 170 △45.6 △230 ― △46.71



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開始時点において、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きは終了しておりません。 

※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－ジ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 5,229,940株 22年3月期  5,229,940株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  306,329株 22年3月期  306,240株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,923,634株 22年3月期2Q 5,120,831株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部経済指標では景気は持ち直しているといった発表があ

るものの、急激な為替相場の変動や株価の下落等により不安定な状況が続いており、失業率が高い水準にある等、

依然として厳しい状況が続きました。 

外食産業におきましても、デフレ基調が続く中で低価格化が進むとともに、生活防衛意識による消費者の節約

志向の意識は依然として高く、企業経営環境は厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、「 も大切な企業価値＝独自の食文化」を見失うことなく、時代の変化に即し、伝統

は深化させ、体制は進化させ、新たな魅力を創出し、「強い経営体質」「企業価値の向上」を推進してまいりまし

た。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高6,110百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益

152百万円（前年同期比6.6％増）、経常利益79百万円（前年同期比33.2％増）となりましたが、繰延税金資産の取

崩しを行ったこと等により268百万円の四半期純損失となりました。 

  

セグメントの業績は次の通りであります。 

〔飲食事業〕 

飲食事業では景気低迷に伴う消費マインドの冷え込みから依然として来客数が低迷しております。この結果、

飲食事業では、売上高5,022百万円（前年同期比0.5％減）となりました。主な状況は以下の通りであります。 

和食事業は東京芝とうふ屋うかいが来客数を伸ばし売上に大きく貢献したものの、郊外店舗では「ほたる狩

り」をはじめとした恒例のイベントや、うかい竹亭では35周年特別企画などを実施し集客に努めましたが回復には

至らず、結果、売上高2,699百万円（前年同期比0.9％減）となりました。 

洋食事業では第１四半期に引き続き来客数は減少傾向にあったものの、「ランプステーキと世界のビール」

「鮑とカリフォルニアワイン」といった食材と飲み物を併せたフェアの開催や地域特性に併せ、コース設定の工夫

を行った結果、客単価を改善することができました。この結果、売上高2,287百万円（前年同期比1.6％減）となり

ました。 

  

〔文化事業〕 

文化事業におきましては、箱根ガラスの森では「レースとレース・グラス展」、河口湖オルゴールの森では

「ショパンからのメッセージ」と題した特別企画展を主軸に各種イベントを開催し集客を図りましたが、来館者数

の減少を主因に売上高1,087百万円（前年同期比3.5％減）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ763百万円減少し、13,976百万円とな

りました。主な要因は、現金及び預金の減少420百万円及び繰延税金資産の取崩し等によるものであります。 

 当第２四半期連結累計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ439百万円減少し、9,862百万円とな

りました。主な要因は、有利子負債が618百万円減少したこと等によるものであります。 

当第２四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ323百万円減少し、4,114百万円となり

ました。主な要因は、四半期純損失268百万円、剰余金の配当による減少49百万円等によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結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、前連結会計年度末に比

べ420百万円減少し890百万円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれ

らの要因は次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、獲得した資金は419百万円（前年同期は301百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等

調整前四半期純利益19百万円、減価償却費279百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額54百万円等によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は167百万円（前年同期は110百万円の支出）となりました。主な要因は、有形固

定資産の取得による支出152百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、支出した資金は673百万円（前年同期は277百万円の支出）となりました。主な要因は、社債の

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

- 2 -

㈱うかい（7621）　　平成23年３月期　第２四半期決算短信



発行・償還、借入の実行・返済により有利子負債が純額で620百万円、配当金の支払い49百万円等の支出があっ

たためであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績につきましては、平成22年３月期決算短信公表時（平成22年

５月20日付）の予想を修正しております。詳細は本日公表しました「第２四半期累計期間業績予想値との差異並び

に通期業績予想の修正及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

（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 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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、営業利益及び経常利益は 千円、税金等調整前四半期純利益は 千円減少しておりま

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 千円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報

3,921 58,388

150,233
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 890,662 1,311,474

売掛金 315,367 369,091

商品及び製品 175,566 163,676

原材料及び貯蔵品 247,718 230,870

繰延税金資産 74,043 70,793

その他 174,629 197,745

貸倒引当金 △174 △207

流動資産合計 1,877,813 2,343,443

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,395,042 11,194,710

減価償却累計額 △5,325,129 △5,083,972

建物及び構築物（純額） 6,069,913 6,110,737

土地 2,602,675 2,602,675

建設仮勘定 20,740 13,296

美術骨董品 1,267,471 1,267,710

その他 1,215,346 1,169,159

減価償却累計額 △935,523 △879,768

その他（純額） 279,822 289,391

有形固定資産合計 10,240,623 10,283,811

無形固定資産 60,462 44,800

投資その他の資産   

投資有価証券 19,719 20,776

繰延税金資産 729,996 1,002,645

敷金及び保証金 1,007,936 1,012,672

その他 40,315 31,906

投資その他の資産合計 1,797,968 2,067,999

固定資産合計 12,099,053 12,396,612

資産合計 13,976,866 14,740,056
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 257,888 277,874

1年内償還予定の社債 477,000 477,000

短期借入金 350,000 1,060,000

1年内返済予定の長期借入金 1,868,822 1,692,988

未払法人税等 32,895 22,884

賞与引当金 97,106 101,956

その他 613,541 595,779

流動負債合計 3,697,254 4,228,483

固定負債   

社債 1,038,500 1,187,000

長期借入金 4,333,499 4,265,875

退職給付引当金 600,866 575,049

資産除去債務 151,928 －

その他 40,166 45,251

固定負債合計 6,164,960 6,073,176

負債合計 9,862,214 10,301,659

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,291,007 1,291,007

資本剰余金 1,836,412 1,836,412

利益剰余金 1,427,100 1,744,587

自己株式 △563,100 △562,948

株主資本合計 3,991,419 4,309,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,786 7,589

評価・換算差額等合計 3,786 7,589

新株予約権 34,691 34,691

少数株主持分 84,755 87,058

純資産合計 4,114,652 4,438,396

負債純資産合計 13,976,866 14,740,056
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,178,018 6,110,848

売上原価 2,879,422 2,826,318

売上総利益 3,298,596 3,284,529

販売費及び一般管理費   

役員報酬 110,348 96,327

給料及び手当 1,027,733 1,032,056

賞与引当金繰入額 61,606 56,963

退職給付費用 22,930 23,265

賃借料 369,479 386,386

減価償却費 186,737 188,283

その他 1,376,799 1,348,907

販売費及び一般管理費合計 3,155,635 3,132,190

営業利益 142,960 152,339

営業外収益   

受取利息 2,549 2,538

受取配当金 245 329

保険配当金 － 3,609

保険解約返戻金 10,001 －

受取保険金 10,078 －

投資有価証券受贈益 － 5,026

その他 10,976 3,973

営業外収益合計 33,850 15,477

営業外費用   

支払利息 93,396 80,535

社債発行費 17,568 1,909

その他 6,377 6,130

営業外費用合計 117,342 88,575

経常利益 59,469 79,241

特別利益   

固定資産売却益 625 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 7,400 －

特別利益合計 8,026 －

特別損失   

固定資産除却損 4,049 5,106

固定資産売却損 6,450 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 54,466

出店計画中止損失 77,480 －

特別損失合計 87,979 59,572

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△20,484 19,669

法人税、住民税及び事業税 12,180 19,089

法人税等調整額 △564 271,132

法人税等合計 11,616 290,222

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △270,553

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,771 △2,303

四半期純損失（△） △33,872 △268,249
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△20,484 19,669

減価償却費 281,520 279,364

固定資産除却損 4,049 5,106

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 54,466

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,936 25,816

受取利息及び受取配当金 △2,794 △2,867

支払利息 93,396 80,535

出店計画中止損失 77,480 －

保険解約返戻金 △10,001 －

売上債権の増減額（△は増加） 43,038 53,724

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,376 △28,738

仕入債務の増減額（△は減少） △23,664 △19,985

未払消費税等の増減額（△は減少） △51,174 9,674

その他 △18,874 27,701

小計 397,049 504,466

利息及び配当金の受取額 295 368

利息の支払額 △86,253 △74,393

法人税等の支払額 △9,407 △10,664

営業活動によるキャッシュ・フロー 301,684 419,777

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 △236,242 △152,740

有形固定資産の売却による収入 97,800 －

保険積立金の解約による収入 113,945 －

その他 △85,760 △14,671

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,257 △167,412

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 1,100,000 150,000

短期借入金の返済による支出 △1,330,000 △860,000

長期借入れによる収入 750,000 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △820,836 △906,542

社債の発行による収入 882,431 98,090

社債の償還による支出 △249,051 △248,500

配当金の支払額 △50,534 △49,006

自己株式の取得による支出 △555,000 －

その他 △4,965 △7,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,955 △673,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △86,528 △420,811

現金及び現金同等物の期首残高 1,526,553 1,311,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,440,024 890,662
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該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループは、本社に提供するサービス別の事業部を置き、各事業部は、提供するサービスについての包

括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、事業部を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「飲食事

業」及び「文化事業」の２つを報告セグメントとしております。なお、「飲食事業」は和食事業、洋食事業及

び通販事業の３つの事業セグメントを集約しております。 

 「飲食事業」は、和食料理及び洋食料理のディナーレストランの経営ならびにお土産品の通信販売をしてお

ります。「文化事業」は、美術館の運営として美術工芸品等の展示、商品販売及びレストラン等の営業を行っ

ております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）   

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

 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。 

  

  

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）セグメント情報

（単位：千円）

  報告セグメント 調整額 

（注）１  

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２   飲食事業 文化事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,022,848  1,087,999  6,110,848  －  6,110,848

セグメント間の内部売上高
又は振替高  

 －  2,564  2,564  △2,564  －

計  5,022,848    1,090,564  6,113,413  △2,564  6,110,848

セグメント利益  464,146  124,207  588,354  △436,014  152,339

   （単位：千円）

   当第２四半期連結累計期間 

連結消去に伴う調整額   224

全社費用※   △436,239

合計   △436,014

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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