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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 9,993 △3.3 130 81.9 163 54.5 17 △72.7

22年3月期 10,333 △4.0 71 △59.3 105 △57.2 65 △29.2

（注）包括利益 23年3月期 △61百万円 （―％） 22年3月期 126百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 0.54 ― 0.2 1.3 1.3
22年3月期 1.97 ― 0.8 0.8 0.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 12,797 7,801 61.0 233.29
22年3月期 13,227 7,949 60.1 237.66

（参考） 自己資本   23年3月期  7,801百万円 22年3月期  7,949百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 523 △641 △76 696
22年3月期 524 △239 △86 891

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 2.50 2.50 83 126.9 1.1
23年3月期 ― ― ― 2.50 2.50 83 463.0 1.1

24年3月期(予想) ― ― ― 2.50 2.50 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 3,810 △19.6 △800 ― △780 ― △450 ― △13.46

通期 9,470 △5.2 △390 ― △340 ― △160 ― △4.78



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,197,282 株 22年3月期 1,189,925 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 33,445,285 株 22年3月期 33,454,157 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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、決算短
信（添付資料）２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
（１） 経営成績に関する分析 
・当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国経済の成長を背景に輸出や生

産が伸び、企業の業績が改善し、景気は持ち直すかに見えました。しかしながら、本年３月11日
に突如東日本を襲った未曾有の大震災、原発事故がわが国経済に与える影響は甚大で今後の景気後

退は避けられない状況であります。 
このような状況下、当社グループの営業は、同業他社との激化する販売競争の中でお客様のニ
ーズに応じた新商品の開発など積極的な営業活動を展開し、また、設備面でも本舘および営業所
の宴会場、食堂の改装などに設備投資を積極的に推進してまいりました。 
当期の営業を概観しますと、当社グループの売上げは、法人需要の低迷や、記録的な猛暑によ
る個人需要の落ち込みなどはありましたが、東日本大震災が発生する前の２月までは、ほぼ前年
並みに推移いたしておりました。しかしながら、３月11日の大震災発生後、宴会、食堂の予約の
キャンセルが続出し、３月単月だけで見ますと売上げは前年同月の４割近く落ち込んでしまった
結果、通期での連結売上高は9,993百万円（前期比 3.3％減）となりました。 
一方、経費面におきましては、８-９月の猛暑ならびに国際商品価格の急騰の影響による原材料
価格の高騰の中で、徹底した原価管理と人件費をはじめ諸経費の削減に努めましたが、前述の東
日本大震災による売上げの落ち込みのため、当期の連結営業利益は130 百万円（前期比81.9％増）、
連結経常利益は163百万円（前期比54.5％増）に終りました。これに、今期から適用された資産
除去債務会計基準により77百万円等を特別損失として処理いたしました結果、法人税等調整額を
計上した後の連結当期純利益は17百万円（前期比72.7％減）となりました。 
これを部門別にみますと 
宴会部門は、定例宴会の確保と新規先企業や個人客に対するセールス活動を全社的に推進する
とともに、ディナーショーや落語会など各種イベントを企画販売し、集客ならびに売上増加に努
めました結果、本年２月までの売上げは前年を上回り好調でしたが、東日本大震災後は自粛ムー
ドが広がり予約のキャンセルが相次ぎ、売上げは大きく落ち込みました。一方、婚礼につきまし
ては、当社ならではの強みや特色を生かした高級感のあるブライダルフェアを頻繁に開催し、加
えて宣伝活動の充実に努め、受注確保に取り組んだ結果、本舘を中心に堅調に推移いたしました。    
この結果、宴会部門の売上高は6,064百万円（前期比 2.1％減）となりました。 
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、各種フェアを企画販売し、集客に努
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
な猛暑や大震災の影響による自粛ムードのなかで利用客が激減するなど、売上げが落ち込み、食
堂部門の売上高は3,038百万円（前期比4.8％減）となりました。 
売店、その他の営業については、食品関係では、新商品の開発、リニューアルなどにより各種
商品の拡販に努めましたが、法人、個人とも需要が伸び悩み、また、一部百貨店からの撤退やリ
ニューアルによる休業、大震災の影響により、売上げは減少し、売店、その他の売上高は890百
万円（前期比 6.0％減）となりました。 
 

 
 



・次期の見通し 
今後の経済見通しにつきましては、わが国経済は大震災および原発事故の被害拡大の影響によ
る、生産活動の停滞や輸出の落ち込みによる企業業績の悪化、加えて消費マインドの冷え込みに
よる個人需要の低迷により、景気停滞を余儀無くされるものと思われます。 
このような情勢下、当社グループといたしましては、大震災の影響により法人・個人とも自粛
ムードが拡大するなか、かつてない厳しい経営環境になるものと思われますので、市場の動向を
今まで以上に的確に捉え、スピードと柔軟性をもって、売上げの回復に向けて全力を注いでまい
ります。 
特に、当社は、来年11月に創業90周年を迎えることになりますので、これに因んだ各種記念
行事や多彩な記念商品の企画販売などをグループ一丸となって積極的に展開し、売上げの増進に
努めるとともに、顧客基盤の拡充と営業力の強化に邁進してまいります。 
また、企業としての社会的責任（ＣＳＲ）を果たすため、引き続き、コーポレートガバナンス
およびコンプライアンス体制、リスク管理体制の確立、強化に向けた諸施策を積極的に推進して
まいる所存です。 
また、人件費をはじめ諸経費の削減、業務全般の効率化、合理化に努め、収益力の改善と経営
基盤の安定を図ってまいります。 
このような見通しのもと、平成 24年 3月期（平成 23年度）の連結業績予想につきましては、
売上高は、9,470百万円（前期比523百万円、5.2%減）、営業損失390百万円、経常損失340百
万円、当期純損失160百万円を見込んでおります。 
 
（２） 財政状態に関する分析 
 ・キャッシュ・フローの状況 
   当連結会計年度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194百万円減少し、当連結会計年度末は、696百万円となりました。 
 当連結会計年度における各キャッシュ・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、得られた資金は523百万円（前連結会計年度比0.3%減）となりました。 
これは主に税金等調整前当期純利益 63百万円に加え、減価償却費 480百万円等の非資金取
引による増加、法人税等の支払額10百万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、使用した資金は641百万円（前連結会計年度比168.3%増）となりました。 
これは主に有価証券の償還による収入609百万円があったものの、有価証券の取得による支
出799百万円、有形固定資産の取得による支出437百万円等があったこと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、使用した資金は76百万円（前連結会計年度比12.2%減）となりました。 
これは主に短期借入金の純増額10百万円、配当金の支払額83百万円等によるものであります。 

 
 
 
 



キャッシュ・フロー関連指数の推移 
当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率(％) ６０.１ ６０.９ ５９.５ ６０.１ ６１.０

時価ベースの自
己資本比率 (％) １７０.５ １３７.８ ８５.５ ９５.６ ８０.５

債務償還年数(年)  ０.６ ０.６ ０.６ ０.７ ０.７

インタレスト・カ
バレッジ・レシオ
（倍） 

１８０.２ ８６.０ ９３.５ ９１.５ ９１.６

自己資本比率：純資産／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ
ーを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って
いる全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算
書の利息の支払額を使用しております。 
 
（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
   当社の利益配分に関する基本方針につきましては、会社の業績に対応して、株主に対する安定的
な配当の維持および適正な利益還元を基本としており、また、当社の業績が本来的に景気の変動に
左右されやすいことにも留意し、常時、内部留保の充実と財務の健全性の確保に努めて行きたいと
考えております。 
  当期の配当金につきましては、安定配当の方針に基づき、前期同様１株当たり２．５円を予定し
ております。また、次期につきましても、１株当たり２．５円を予定しております。 

 
２．経営方針  
（１） 会社の経営の基本方針 
   当社は、大正１１年に創業以来今日まで、常にお客様にご満足していただける「味とサービスと
施設」の提供を心がけるとともに、わが国の食文化の発展に貢献し、社会的使命を果たすべく「味
とまごころを大切に」をモットーに全社を挙げて取り組んでまいりました。 
ベテランを擁した調理技術やサービスの質の高さ、各営業所ごとにバラエティに富んだ快適な設
備など、幅広いお客様にご好評いただいております。 

 
   今後は、従来以上に、より地域に密接した積極的なセールス活動を展開するとともに、特に、個
人・グループ主体の宴会・食堂などのご利用の比重を高めることを重視し、多様化する社会環境の
変化を十分に念頭にすえ、お客様のニーズに迅速かつ的確にお応えできる体制づくりと、当社とし
ての独自の調理・サービスにますます磨きをかけて、収益の一層の向上に邁進いたす所存です。 



（２） 中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標、対処すべき課題 
 現状の厳しい経営環境下、営業力を一層強化するとともに、財務体質の改善、原価管理の徹底と
諸経費の削減、組織、業務内容の効率化、合理化を図り、いかなる環境の変化にも対応できる経営
体質を構築し、適正な利益の確保に努めてまいります。 
  具体的には、各部門とも全社をあげた積極的なセールス活動を展開するとともに、顧客ならびに
市場の動向を的確にとらえ、多様化するお客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応した新商品の企画、
販売、各種イベントやフェアを開催し、売上げの向上に努めます。 
  また、インターネットのホームページの魅力ある内容の刷新と充実により新規顧客の開拓と個人
客の拡大に一層注力いたします。婚礼については、本舘をはじめ主要営業所とも婚礼組数の獲得の
ため、ブライダルフェアの開催頻度を高めるとともに、宴会場の改装、スタッフの強化などを推し
進めてまいります。 
  また、施設面についても、顧客の需要動向変化にあわせた改善を行い、お客様のご期待に的確に
お応えしてまいります。 

 



３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,221,093 1,026,235 
売掛金 627,679 450,660 
有価証券 9,997 199,908 
商品及び製品 69,077 47,926 
仕掛品 6,465 4,899 
原材料及び貯蔵品 76,711 78,219 
繰延税金資産 86,142 59,556 
その他 126,547 107,175 
貸倒引当金 △3,306 △3,111 

流動資産合計 2,220,407 1,971,469 

固定資産   
有形固定資産   
建物 10,315,790 10,578,226 
減価償却累計額 △6,214,523 △6,532,408 

建物（純額） 4,101,266 4,045,817 
機械装置及び運搬具 617,343 636,609 
減価償却累計額 △469,860 △501,788 

機械装置及び運搬具（純額） 147,483 134,820 
工具、器具及び備品 1,612,250 1,633,676 
減価償却累計額 △1,168,073 △1,214,817 

工具、器具及び備品（純額） 444,176 418,858 

土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,776,008 7,682,580 

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 946,729 791,245 
従業員に対する長期貸付金 20,309 18,243 
敷金及び保証金 430,521 428,521 
繰延税金資産 1,332,249 1,417,201 
その他 508,322 489,889 
貸倒引当金 △12,103 △6,980 

投資その他の資産合計 3,226,028 3,138,121 

固定資産合計 11,007,121 10,825,785 

資産合計 13,227,529 12,797,255 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 223,116 171,191 
短期借入金 370,000 380,000 
未払金 414,387 338,496 
未払法人税等 27,404 25,010 
預り金 285,878 249,834 
賞与引当金 110,180 106,810 
その他 152,066 141,920 
流動負債合計 1,583,033 1,413,263 

固定負債   
退職給付引当金 3,153,976 2,939,271 
資産除去債務 － 78,429 
長期未払金 193,910 193,910 
長期預り保証金 347,000 370,500 
固定負債合計 3,694,886 3,582,110 

負債合計 5,277,919 4,995,374 

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 1,062,226 996,575 
自己株式 △446,152 △448,615 

株主資本合計 7,970,357 7,902,242 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 △20,747 △100,361 

その他の包括利益累計額合計 △20,747 △100,361 

純資産合計 7,949,610 7,801,881 

負債純資産合計 13,227,529 12,797,255 



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 10,333,285 9,993,984 
売上原価 9,048,937 8,725,209 
売上総利益 1,284,347 1,268,774 
販売費及び一般管理費   
広告宣伝費 16,903 17,222 
給料及び手当 589,736 572,161 
賞与 11,150 13,135 
賞与引当金繰入額 10,680 8,650 
退職給付費用 32,703 2,876 
租税公課 50,657 49,946 
減価償却費 51,899 48,016 
地代家賃 74,926 74,925 
消耗品費 14,089 14,051 
雑費 140,910 143,799 
交際費 12,928 12,766 
販売手数料 91,668 81,147 
その他 114,299 99,477 
販売費及び一般管理費合計 1,212,552 1,138,174 

営業利益 71,794 130,600 

営業外収益   
受取利息 2,195 1,489 
受取配当金 15,780 17,070 
生命保険配当金 15,417 13,858 
保険事務手数料 2,918 2,832 
その他 6,790 6,007 
営業外収益合計 43,102 41,258 

営業外費用   
支払利息 5,742 5,717 
コミットメントフィー 2,750 2,750 
開発費償却 82 － 
その他 775 287 
営業外費用合計 9,349 8,755 

経常利益 105,546 163,103 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 － 4,600 
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 4,600 
特別損失   
固定資産除却損 24,611 4,408 
固定資産処分損 10,620 10,063 
減損損失 － 12,437 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 77,096 
固定資産売却損 833 － 

特別損失合計 36,065 104,006 

税金等調整前当期純利益 141,207 63,697 

法人税、住民税及び事業税 10,548 10,558 
法人税等調整額 64,823 35,165 
法人税等合計 75,371 45,724 

少数株主損益調整前当期純利益 － 17,973 

当期純利益 65,836 17,973 



 連結包括利益計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 17,973 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 － △79,614 

その他の包括利益合計 － △79,614 

包括利益 － △61,641 

（内訳）   
親会社株主に係る包括利益 － △61,641 



（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 3,700,011 3,700,011 
当期末残高 3,700,011 3,700,011 

資本剰余金   
前期末残高 3,654,271 3,654,271 
当期末残高 3,654,271 3,654,271 

利益剰余金   
前期末残高 1,080,035 1,062,226 
当期変動額   
剰余金の配当 △83,644 △83,623 
当期純利益 65,836 17,973 

当期変動額合計 △17,808 △65,650 

当期末残高 1,062,226 996,575 
自己株式   
前期末残高 △443,173 △446,152 
当期変動額   
自己株式の取得 △2,978 △2,463 

当期変動額合計 △2,978 △2,463 

当期末残高 △446,152 △448,615 

株主資本合計   
前期末残高 7,991,144 7,970,357 
当期変動額   
剰余金の配当 △83,644 △83,623 
当期純利益 65,836 17,973 
自己株式の取得 △2,978 △2,463 

当期変動額合計 △20,787 △68,114 

当期末残高 7,970,357 7,902,242 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 △80,943 △20,747 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60,196 △79,614 

当期変動額合計 60,196 △79,614 

当期末残高 △20,747 △100,361 

純資産合計   
前期末残高 7,910,200 7,949,610 
当期変動額   
剰余金の配当 △83,644 △83,623 
当期純利益 65,836 17,973 
自己株式の取得 △2,978 △2,463 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60,196 △79,614 

当期変動額合計 39,409 △147,728 

当期末残高 7,949,610 7,801,881 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前当期純利益 141,207 63,697 
減価償却費 464,985 480,247 
減損損失 － 12,437 
繰延資産償却額 82 － 
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） 30,688 △214,704 
賞与引当金の増減額（△は減少） △50,780 △3,370 
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） 7,774 △5,318 
受取利息及び受取配当金 △17,976 △18,560 
支払利息 5,742 5,717 
支払手数料 2,750 2,750 
有形固定資産除却損 22,904 4,408 
有形固定資産売却損益（△は益） 833 － 
無形固定資産除却損 1,706 － 
補助金収入 △45,030 － 
売上債権の増減額（△は増加） △21,432 182,017 
たな卸資産の増減額（△は増加） 2,186 20,987 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 9,822 28,043 
長期前払費用の増減額（△は増加） △14,665 － 
仕入債務の増減額（△は減少） △9,148 △51,924 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,969 △85,679 
その他 △2,000 25,746 
小計 480,681 523,594 

利息及び配当金の受取額 18,038 18,464 
利息の支払額 △5,730 △5,708 
その他の支出 △2,750 △2,757 
補助金の受取額 45,030 － 
法人税等の支払額 △10,813 △10,512 

営業活動によるキャッシュ・フロー 524,455 523,080 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３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 △330,000 △330,000 
定期預金の払戻による収入 330,000 330,000 
有価証券の取得による支出 △399,782 △799,633 
有価証券の償還による収入 809,755 609,883 
投資有価証券の取得による支出 △13,748 △17,117 
有形固定資産の取得による支出 △516,805 △437,994 
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 － △3,794 
貸付けによる支出 △6,402 △8,400 
貸付金の回収による収入 12,314 10,465 
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 △183,045 △1,883 
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 △239,252 △641,914 

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 △2,978 △2,463 
配当金の支払額 △83,632 △83,560 

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,610 △76,023 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 198,592 △194,857 

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期末残高 891,093 696,235 



（５）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成 22 年６月 29 日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略いたします。 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  
（会計方針の変更） 

「資産除去債務に関する会計基準」 

当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益、経常利益は 860 千円、税金等調整前当期純利益は、

77,957千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。 
 
 （表示方法の変更） 

当連結会計年度より、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示しております。 

 

（追加情報） 
    当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第 25号 平成

22年 6月 30日)を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の
包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算

差額等合計」の金額を記載しております。 
 

（８）連結財務諸表作成に関する注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

１．自己株式  前連結会計年度 当連結会計年度
     自己株式の数 1,189,925株 1,197,282株
      連結貸借対照表価額 446,152千円 448,615千円

 
    ２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約 

当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 1,700,000千円 1,700,000千円
   借入実行残高 －千円 －千円
   差引額   1,700,000千円 1,700,000千円

 
 
 
 
 
 
 



（連結損益計算書関係） 
１．固定資産除却損の内訳 

 前連結会計年度 当連結会計年度
建物 12,181千円 2,815千円
機械装置及び運搬具 866千円 101千円
工具、器具及び備品 9,856千円 1,491千円
電話加入権 1,706千円 －千円

計 24,611千円 4,408千円
 
    ２．減損損失の内訳は、銀座営業所および東宝日比谷ビル営業所に係るもので、建物

12,437千円であります。 
 
（連結包括利益計算書関係） 

   当連結会計年度（自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日） 
      当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 
     親会社株主に係る包括利益        126,032千円 
          計              126,032千円 
 
      当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 
     その他有価証券評価差額金         60,196千円 
          計               60,196千円 
 

(連結株主資本等変動計算書関係) 
１．発行済株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 34,639,434株 ― 株  ― 株 34,639,434株

 
２．自己株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 1,189,925株 7,357株 ― 株 1,197,282株

  （注）自己株式の増加 7,357株は、すべて単元未満株式の買取りによるものです。 
 
３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。  
 
 

 

４．配当に関する事項 
①配当金支払額 
決 議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり  

配当額 基準日 効力発生日 

平成 22年 6月 29日 
定時株主総会 普通株式 83,623千円 2.5円 平成 22年 3月 31日 平成 22年 6月 30日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち､配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
決 議 株式の

種類 
配当の 
原資 

配当金の 
総額 

1株当たり  
配当額 基準日 効力発生日 

平成 23年 6月 29日 
定時株主総会 

普通 
株式 

利益  
剰余金 83,605千円 2.5円 平成 23年 3月 31日 平成 23年 6月 30日

 
 



 (セグメント情報) 
当連結会計年度（自 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日） 
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） 
当連結会計年度より「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。 

 
 (１株当たり情報) 

前連結会計年度 当連結会計年度 
１株当たり純資産額 
１株当たり当期純利益 

237.66円
1.97円

 
 

１株当たり純資産額 
１株当たり当期純利益 

233.29円 
0.54円 

 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。 

 
(注)１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
当期純利益(千円) 65,836 17,973 
普通株主に帰属しない金額 
(千円) － － 

普通株式に係る当期純利益 
(千円) 65,836 17,973 

期中平均株式数(株) 33,454,157 33,445,285 
 
（重要な後発事象） 
当社は、平成 23年５月 13日開催の取締役会において、当社定時株主総会での承認を前提に、
東京會舘食品株式会社（当社の 100%出資連結子会社）および千代田産業株式会社（当社の 100%
出資非連結子会社）を、平成 23年 10月 1日を効力発生日として当社に吸収合併することを決議
し、同日合併契約を締結いたしました。 
合併の目的、合併の要旨、合併当事会社の概要、合併後の状況につきましては、適時開示「当

社子会社の吸収合併に関するお知らせ」（平成 23年５月 13日付）に記載のとおりです。 
 
 
４．役員の異動 
  役員の異動につきましては、本日発表の「代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ」

をご参照ください。 
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