
 

平成 23 年５月 20 日 

各  位 

会 社 名 株式会社 うかい 

代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸

（コード番号：7621） 

問合せ先 取締役管理部長 潮 一生 

電  話 （042）666-3333 

 

特別損失の計上ならびに平成 23 年３月期通期業績予想と実績値の差異 

及び配当予想の修正に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 23 年３月期（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日）の決算において、下記のとおり特別

損失を計上するとともに、平成 22 年 11 月５日に公表いたしました平成 23 年３月期通期業績予想と本日発表の

平成 23 年３月期実績値との差異及び配当予想の修正に関して下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
１． 特別損失の内容 

(1) 子会社である株式会社河口湖うかいの株式の一部を平成 23年３月 29日付で売却し、当該売却に伴い、

『関係会社株式売却損』を連結 124 百万円、個別 121 百万円計上いたしました。 

(2) 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災に伴い、『災害による損失』を連結、個別ともに 45 百万

円計上いたしました。 

(3) 「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）が平成

22 年４月１日に開始する事業年度から適用されたことに伴い、『資産除去債務会計基準の適用に伴う

影響額』を 54 百万円計上いたしました。（平成 22 年８月６日開示済） 

 
２． 平成 23 年３月期通期業績予想と実績値の差異（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

(1)連結業績                                   （単位：百万円） 
 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（円）

前回発表予想（Ａ） 12,300 325 170 △230 △46 円 71 銭

実 績 値（Ｂ） 11,809 190 53 △700 △142円32銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） △490 △134 △116 △470 ―

増 減 率（％） △4.0 △41.4 △68.4 ― ―
（ご参考）前期通期実績 
（平成 22 年３月期） 

12,312 464 312 96 19 円 12 銭

 

(2)個別業績                                   （単位：百万円） 
 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（円）

前回発表予想（Ａ） 11,550 280 150 △225 △45 円 70 銭

実 績 値（Ｂ） 11,089 159 45 △689 △140円13銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） △460 △120 △104 △464 ―

増 減 率（％） △4.0 △43.0 △70.0 ― ―
（ご参考）前期通期実績 
（平成 22 年３月期） 

11,539 441 315 97 19 円 37 銭

 

 

 

 



(3)差異が生じた理由 

①連結業績差異 

連結業績予想の差異につきましては、主に個別業績差異によるものであります。 

 

②個別業績差異 

平成 22 年 11 月５日に公表いたしました平成 23 年３月期通期業績予想に対し、平成 23 年２月までは

売上高、利益とも概ね計画どおりに推移いたしました。しかしながら平成 23 年３月 11 日発生した東日

本大震災以降、計画停電による営業日数・営業時間の減少や消費の低迷等の影響により来客数が大幅に

減少したことにより、営業利益 159 百万円（計画比 43.0％減）、経常利益 45 百万円（計画比 70.0％減）

となりました。 

また上記記載の特別損失の内容(1)(2)の計上に加え、繰延税金資産の一部取崩しの影響により当期純

損失は 689 百万円となりました。 

 

３．配当予想の修正（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

当社は、財務基盤の健全性の確保と中長期的な安定配当の継続とのバランスを勘案し、株主の皆様に適正に

利益還元することを基本方針としております。 

当期は、純損失の計上となりましたが、期末配当につきましては、安定配当の観点より１株当たり５円減配

の５円といたしたく、下記の剰余金処分案を平成 23 年６月 23 日開催予定の第 29 回定時株主総会に付議する

ことを、本日開催の取締役会で決議しましたのでお知らせいたします。 

今後、早期の復配を目指し全社一丸となり業績の向上に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上

げます。 

 
(1)１株当たり配当金 

 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

前回発表予想 

（平成 22 年５月 20 日発表） 

円 銭

－   

円 銭

0.00

円 銭

－   

円 銭 

10.00 

円 銭

10.00

今回修正予想 －   0.00 －   5.00 5.00

当期実績 －   0.00 －   10.00 10.00

前期（平成 22年３月期）実績 －   0.00 －   10.00 10.00

 

(2)別途積立金の取崩しの目的 
平成 23 年３月期の当期純損失 689 百万円等から生じた繰越利益剰余金のマイナスを補填するためであ

ります。 
 

(3)別途積立金の取崩しの内容 
①減少する剰余金の項目とその額 
別途積立金    40,000,000 円 

②増加する剰余金の項目とその額 
繰越利益剰余金  40,000,000 円 

③効力発生日 
平成 23 年６月 23 日（予定） 

※本件は純資産の部の勘定の振替処理となりますので、当社の純資産額の変動はなく、本件が業績に与

える影響はございません。 
 
 
 
 
 
（注）上記の予想は、現時点においての入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
以 上 


