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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 22,535 △1.7 △694 ― △1,149 ― △1,395 ―

22年3月期第2四半期 22,922 △11.7 △618 ― △1,108 ― △1,250 ―

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 △13.62 ―

22年3月期第2四半期 △12.21 ―

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3月期第2四半期 95,187 31,350 32.9 159.56
22年3月期 97,075 32,707 33.7 172.79

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  31,350百万円 22年3月期  32,707百万円

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 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 49,700 1.2 950 64.3 50 ― △250 ― △2.44



(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の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結
財務諸表に対する四半期レビュー手続を終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものです。予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の
業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】 P．2 「1．当四半期の連結業績等に関す
る定性的情報 （3） 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。）

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 102,716,515株 22年3月期  102,716,515株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  244,596株 22年3月期  240,444株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 102,474,010株 22年3月期2Q 102,476,216株



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

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

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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………  2 

2. その他の情報 ………………………………………………………………………  3 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ……………………………………………………  3 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 …………………………………  3 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 …………………………  3 

3. 四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………  5 

(1) 四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………  5 

(2) 四半期連結損益計算書 …………………………………………………………  7 

(3) 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………  8 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………   8 

4. 補足情報 ……………………………………………………………………………  9 

  生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………  9 

  決算発表 補足資料（個別業績） …………………………………………… 10 

  

○添付資料の目次

1

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成23年３月期　第２四半期決算短信



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長引くデフレ環境のもと、急激な円高の進行や株

価の低迷もあり、景気の先行きに対する不透明感が強まる状況で推移しました。 

ホテル業界におきましては、全体的に客室稼動率は回復してきたものの、ホテル間の価格競争の激化

などで厳しい業務環境が続いております。 

当社は今年開業75周年を迎え、これを機に更なるサービスの向上と収益力アップにより競争力を強化

するため、様々な取り組みを行っております。 

しかしながら、個人消費の伸び悩みやデフレ傾向による販売単価の下落等の影響により、当第２四半

期連結累計期間の売上高は22,535百万円と前年同期比387百万円(1.7％)の減収となりました。 

売上高の減収に伴い、営業損失694百万円（前年同期は営業損失618百万円）、経常損失1,149百万円

（前年同期は経常損失1,108百万円）、四半期純損失1,395百万円（前年同期は四半期純損失1,250百万

円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,888百万円減少し95,187百万円

となりました。内訳では流動資産が同1,080百万円減少し5,296百万円となりました。これは現金及び預

金と売掛金が減少したこと等によります。固定資産は同808百万円減少し89,890百万円となりました。

これは有形固定資産が減少したこと等によります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ531百万円減少し63,836百万円

となりました。これは借入金が506百万円減少したこと等によります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べ1,356百万円減少し31,350百万円と

なりました。これは四半期純損失の計上等によります。 

  

今後の経済見通しにつきましては、デフレ基調が続く中、個人消費の低迷に加え円高の影響もあり、

本格的な景気回復にはしばらく時間がかかるものと思われます。 

このような状況のもと、業績の向上に一層の努力を重ねておりますが、今後しばらく厳しい業務環境

が続くものと見込まれることから、第２四半期連結累計期間の業績結果も踏まえ、通期の業績予想を修

正いたしました。  

通期の業績予想としては、売上高は当初予想を1,000百万円引き下げ49,700百万円といたしました。

これにともない、営業利益950百万円、経常利益50百万円、当期純利益△250百万円と予想を引き下げて

おります。 

なお、本日、別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり上記に加え、個別業績予想に

つきましても修正をお知らせしています。 

業績予想数値につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は様々な要因によって予想数値とは異なる可能性があります。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、次のとおり簡便な会計処理を行っております。 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。

  

②法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して

います。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、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、前連結会計年度決算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しています。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用）

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用） 

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、営業損失及び経常損失はそれぞれ２百万円増加、税金等調整前四半期純損失は20百万

円増加しております。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58百万円であり

ます。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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②表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました流動負債の「未払法人税等」（当第２

四半期連結会計期間97百万円）は、当第２四半期連結会計期間において重要性が減少したため、流動

負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

（四半期連結損益計算書関係） 

「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）に基づく財務諸表

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）の適用により、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 
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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：百万円）

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 1,669 2,367

売掛金 2,422 2,844

有価証券 19 22

原材料及び貯蔵品 456 437

その他 737 713

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 5,296 6,376

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 100,545 100,452

減価償却累計額 △57,473 △56,363

建物及び構築物（純額） 43,072 44,089

土地 27,245 27,245

リース資産 1,615 1,231

減価償却累計額 △94 △50

リース資産（純額） 1,521 1,180

その他 8,078 8,142

減価償却累計額 △6,283 △6,267

その他（純額） 1,795 1,875

有形固定資産合計 73,634 74,391

無形固定資産 165 174

投資その他の資産

差入保証金 15,132 15,130

その他 1,115 1,164

貸倒引当金 △157 △161

投資その他の資産合計 16,090 16,133

固定資産合計 89,890 90,699

資産合計 95,187 97,075
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（単位：百万円）

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 1,274 1,479

短期借入金 44,889 4,224

賞与引当金 39 85

その他 3,546 3,697

流動負債合計 49,750 9,487

固定負債

長期借入金 676 41,848

退職給付引当金 5,502 5,488

商品券回収損引当金 136 137

その他 7,770 7,406

固定負債合計 14,085 54,880

負債合計 63,836 64,368

純資産の部

株主資本

資本金 18,102 18,102

資本剰余金 14,980 14,980

利益剰余金 △3,907 △2,511

自己株式 △51 △51

株主資本合計 29,123 30,519

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 1

繰延ヘッジ損益 △145 △186

土地再評価差額金 2,371 2,371

評価・換算差額等合計 2,227 2,187

純資産合計 31,350 32,707

負債純資産合計 95,187 97,075
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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：百万円）

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 22,922 22,535

売上原価 6,178 6,052

売上総利益 16,743 16,483

販売費及び一般管理費

水道光熱費 1,348 1,456

人件費 8,182 8,062

諸経費 7,831 7,657

販売費及び一般管理費合計 17,362 17,177

営業損失（△） △618 △694

営業外収益

受取利息 5 5

受取配当金 1 1

債務勘定整理益 13 11

その他 33 43

営業外収益合計 54 61

営業外費用

支払利息 511 490

その他 32 26

営業外費用合計 543 517

経常損失（△） △1,108 △1,149

特別利益

建設協力金受入額 16 －

補助金収入 9 －

特別利益合計 26 －

特別損失

リース解約損 54 138

環境対策費 － 35

固定資産除却損 85 21

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18

固定資産圧縮損 9 －

貸倒引当金繰入額 6 －

投資有価証券評価損 1 －

特別損失合計 157 213

税金等調整前四半期純損失（△） △1,239 △1,363

法人税、住民税及び事業税 11 17

法人税等調整額 － 15

法人税等合計 11 32

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,395

四半期純損失（△） △1,250 △1,395
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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 部門別売上実績 

 
（注）受注生産は行っておりません。 

  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

部門

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)

金額(百万円) 前年同期比(％)

客室 4,453 0.4

宴会 8,109 5.9

食堂 5,134 △10.2

その他 4,837 △5.4

合計 22,535 △1.7
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平成22年11月12日

株式会社ロイヤルホテル

  

  

（単位 金額：百万円、構成比：％、増減比：％）

 
  

  

（単位：百万円）

 
  

※上記個別業績数値については、監査法人による四半期レビューの対象ではありません。 

  

決算発表 補足資料（個別業績）

(1) 部門別売上

部    門

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月 １日 

 至 平成22年９月30日)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月 １日 

 至 平成21年９月30日)
比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 増減 増減率

リーガロイヤルホテル(大阪)

客    室 1,573 10.5 1,581 10.3 △ 7 △ 0.5

宴    会 3,784 25.2 3,432 22.4 351 10.2

食    堂 2,484 16.5 2,927 19.1 △ 442 △ 15.1

そ の 他 2,772 18.5 2,987 19.6 △ 215 △ 7.2

計 10,613 70.7 10,928 71.4 △ 315 △ 2.9

リーガロイヤルホテル京都 2,680 17.9 2,716 17.7 △ 36 △ 1.3

リーガロイヤルホテル東京 1,711 11.4 1,662 10.9 49 2.9

合    計 15,005 100.0 15,307 100.0 △ 302 △ 2.0

※前期にリーガロイヤルホテル（大阪）の一部組織変更を行っており、同条件比較では下記のとおりとなります。

宴    会   同条件比較 3,784 25.2 3,713 24.2 70 1.9

食    堂   同条件比較 2,484 16.5 2,646 17.3 △ 162 △ 6.1

(2) 損益計算書

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

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

比  較

売上高 15,005 15,307 △302

 売上原価 4,306 4,362 △56

売上総利益 10,698 10,944 △246

 販売費及び一般管理費 11,075 11,335 △259

営業損失(△) △376 △ 390 13

 営業外収益 419 456 △36

 営業外費用 494 526 △32

経常損失(△) △452 △ 460 8

 特別利益 － 16 △16

 特別損失 209 110 99

税引前四半期純損失(△) △661 △ 554 △107

 法人税等 8 △ 17 26

四半期純損失(△) △670 △ 536 △133
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