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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 7,687 0.1 136 ― 156 ― 8 ―

22年3月期第3四半期 7,677 △4.2 △108 ― △86 ― △41 ―

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3四半期 0.25 ―

22年3月期第3四半期 △1.23 ―

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3四半期 12,969 7,804 60.2 233.36
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3四半期  7,804百万円 22年3月期  7,949百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

2.50 2.50

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  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 10,440 1.0 350 387.5 400 279.0 160 143.0 4.78



(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、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 
・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「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」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3Q  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3Q  1,196,978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3Q  33,446,166株 22年3月期3Q  33,455,421株
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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３四半期のわが国経済は、前半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
生産が拡大し、一部に景気回復の兆しが見られたもののその後、円高や海外経済の減速による
輸出の減少、政策効果の剥落懸念などの影響により、景気の下振れリスクが存在し、企業の設
備投資は伸び悩み、雇用・所得環境も改善の兆しが見えず、個人消費が鈍化するなど景気は足
踏み状態で推移いたしました。 
このような経済情勢のもとで、当社グループの第３四半期連結累計期間の業績は、企業業績
の伸び悩みによる法人需要の低迷や個人消費マインドの冷え込みなどの要因で売上げの落ち込
みが懸念されましたが、宴会部門が順調に推移し、売上高は前年同期を若干上回りました。 
宴会部門のうち、一般宴会につきましては、定例宴会の確保と顧客基盤の拡充を図るため、
新規先企業や個人に対するセールス活動を全社的に展開するなど諸施策を行い、売上げは前年
同期を上回ることができました。婚礼につきましては、当社ならではの強みや特色を活かした
高級感のあるブライダルフェアを頻繁に開催するなど受注確保に取り組んだ結果、本舘をはじ
め各営業所とも順調に推移し、売上げを伸ばすことができました。 
食堂部門は、周辺地域の大型ビル内の多様なレストランとの競争が激化するなかで、各レス
トランは、それぞれの店舗の特色を活かしたメニューの提供やサービス方法の改善、各種フェ
アを企画販売し、集客と売上げの増進に努めました。しかしながら企業の経費削減による接待
利用減や個人消費の低迷、加えて記録的な猛暑の影響や前年度４月末に営業所の閉鎖もあって
売上げは伸び悩みました。 
このような状況により当グループの当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比微増の 

7,687百万円となり、経費面におきましては、引き続き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もあり、
営業利益 136 百万円（前年同期比 225.4%改善）、経常利益 156 百万円（前年同期比 280.2%
改善）、四半期純利益 8百万円（前年同期比 120.7%改善）となりました。 

 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比257百万円（1.9％）減少して、

12,969百万円となりました。流動資産は同96百万円（4.3％）減少の2,124百万円、固定資産は
同161百万円（1.5％）減少の10,845百万円となりました。 
流動資産減少の主な要因は、売掛金、有価証券が増加し、現金及び預金が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、39百万円減少の7,736百万円となり、その主な要因は、本舘
受変電設備の改修などで323百万円増加し、減価償却実施額や資産の除却で減少したことなどに
よります。 
投資その他の資産は、122百万円減少の 3,103百万円となり、その主な要因は、株価の下落で
投資有価証券が減少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 112百万円（2.1％）減少して 5,165百万円となりました。
流動負債は同38百万円（2.4％）減少の1,544百万円、固定負債は同73百万円（2.0％）減少の
3,620百万円となりました。 
流動負債減少の主な要因は、買掛金が増加し、未払金、賞与引当金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145百万円（1.8％）減少して7,804百万円となりました。
主な要因は、配当の支払いを行い、株価の下落によりその他有価証券評価差額金が減少したこと
などによります。 



(３) 連結業績予想に関する定性的情報 
  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。今後、業績予想に変更の必要が生じた場合には適切に開示いたします。 
 
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３四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 
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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は645千円、税金等調整前四
半期純利益は 77,742 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３四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３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31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 880,560 1,221,093 
売掛金 684,791 627,679 
有価証券 199,961 9,997 
商品及び製品 45,205 69,077 
仕掛品 7,010 6,465 
原材料及び貯蔵品 89,504 76,711 
繰延税金資産 96,254 86,142 
その他 123,448 126,547 
貸倒引当金 △2,536 △3,306 

流動資産合計 2,124,200 2,220,407 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 4,090,807 4,101,266 
機械装置及び運搬具（純額） 138,159 147,483 
工具、器具及び備品（純額） 424,792 444,176 
土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,736,843 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 875,722 946,729 
繰延税金資産 1,294,249 1,332,249 
その他 945,382 959,153 
貸倒引当金 △11,700 △12,103 

投資その他の資産合計 3,103,654 3,226,028 

固定資産合計 10,845,582 11,007,121 

資産合計 12,969,782 13,227,529 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31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 294,956 223,116 
短期借入金 380,000 370,000 
未払金 377,864 414,387 
未払法人税等 14,234 27,404 
賞与引当金 55,290 110,180 
その他 422,342 437,944 
流動負債合計 1,544,688 1,583,033 

固定負債   
退職給付引当金 2,977,221 3,153,976 
資産除去債務 78,268 － 
その他 565,410 540,910 
固定負債合計 3,620,900 3,694,886 

負債合計 5,165,588 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 987,093 1,062,226 
自己株式 △448,513 △446,152 

株主資本合計 7,892,863 7,970,357 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △88,669 △20,747 

評価・換算差額等合計 △88,669 △20,747 

純資産合計 7,804,194 7,949,610 

負債純資産合計 12,969,782 13,227,529 



(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,677,879 7,687,687 
売上原価 6,849,583 6,681,023 
売上総利益 828,296 1,006,664 
販売費及び一般管理費   
給料及び手当 451,333 434,248 
賞与引当金繰入額 5,510 5,500 
貸倒引当金繰入額 7,320 4 
その他 472,588 430,861 
販売費及び一般管理費合計 936,751 870,614 

営業利益又は営業損失（△） △108,455 136,050 

営業外収益   
受取利息 1,780 1,155 
受取配当金 15,640 16,966 
生命保険配当金 4,353 2,083 
その他 6,887 7,013 
営業外収益合計 28,661 27,219 

営業外費用   
支払利息 4,325 4,310 
開発費償却 61 － 
コミットメントフィー 2,062 2,062 
その他 703 215 
営業外費用合計 7,152 6,588 

経常利益又は経常損失（△） △86,946 156,680 

特別利益   
補助金収入 45,030 － 
店舗閉鎖損失引当金戻入額 26,696 － 

特別利益合計 71,726 － 

特別損失   
固定資産除却損 14,100 4,025 
固定資産処分損 10,620 10,063 
固定資産売却損 833 － 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 77,096 
投資有価証券評価損 9,051 － 

特別損失合計 34,606 91,185 

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（△） △49,826 65,495 

法人税、住民税及び事業税 9,155 9,215 
法人税等調整額 △17,979 47,788 

法人税等合計 △8,824 57,004 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,491 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △41,002 8,491 



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△） △49,826 65,495 

減価償却費 348,829 359,134 
繰延資産償却額 61 － 
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） 31,196 △176,754 
賞与引当金の増減額（△は減少） △103,670 △54,890 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △31,000 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,306 △1,174 
受取利息及び受取配当金 △17,420 △18,122 
支払利息 4,325 4,310 
支払手数料 2,062 2,062 
投資有価証券評価損益（△は益） 9,051 － 
有形固定資産除却損 14,100 4,025 
有形固定資産売却損益（△は益） 833 － 
補助金収入 △45,030 － 
売上債権の増減額（△は増加） △112,284 △56,733 
たな卸資産の増減額（△は増加） 4,453 10,321 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,449 5,953 
長期前払費用の増減額（△は増加） △14,452 － 
仕入債務の増減額（△は減少） 71,320 71,840 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 28,012 38,189 
その他 △4,500 24,586 
小計 120,919 355,341 

利息及び配当金の受取額 17,293 18,035 
利息の支払額 △4,293 △4,284 
補助金の受取額 45,030 － 
法人税等の支払額 △10,710 △10,474 

営業活動によるキャッシュ・フロー 168,238 358,617 



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 △230,000 △180,000 
定期預金の払戻による収入 230,000 230,000 
有価証券の取得による支出 △399,782 △599,737 
有価証券の償還による収入 599,793 409,922 
投資有価証券の取得による支出 △3,014 △16,266 
有形固定資産の取得による支出 △487,367 △420,964 
有形固定資産の売却による収入 400 － 
資産除去債務の履行による支出 － △3,435 
貸付けによる支出 △5,402 △5,900 
貸付金の回収による収入 9,097 7,831 
敷金及び保証金の回収による収入 24,362 － 
保険積立金の積立による支出 △182,533 △1,468 
保険積立金の払戻による収入 33,699 6,558 

投資活動によるキャッシュ・フロー △410,747 △573,460 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の純増減額（△は減少） － 10,000 
自己株式の取得による支出 △1,843 △2,361 
配当金の支払額 △83,527 △83,327 

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,370 △75,689 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △327,879 △290,532 

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 364,621 600,560 



(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） 
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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