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1.  平成24年1月期第1四半期の業績（平成23年2月1日～平成23年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年1月期第1四半期 554 △34.5 △132 ― △130 ― 23 ―
23年1月期第1四半期 846 △5.4 △2 ― 1 △96.2 2 △88.7

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

24年1月期第1四半期 8.92 ―
23年1月期第1四半期 0.78 ―

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

24年1月期第1四半期 4,017 2,844 70.8 1,093.46
23年1月期 4,150 2,891 69.7 1,111.36

（参考） 自己資本  24年1月期第1四半期  2,844百万円 23年1月期  2,891百万円

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  
現時点において平成24年１月期の配当予想については、未定であります。 

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

23年1月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年1月期 ―
24年1月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成24年1月期の業績予想（平成23年2月1日～平成24年1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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
第２四半期累計期間及び通期業績予想については、本日（平成23年６月10日）公表の「特別損失の発生及び業績予想の公表に関するお知らせ」をご覧く
ださい。 

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) 1,333 △17.5 △157 ― △123 ― 30 ― 11.53

通期 2,882 △2.8 △124 ― △84 ― 68 ― 26.14



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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） 24年1月期1Q 2,628,000株 23年1月期 2,628,000株
② 期末自己株式数 24年1月期1Q 27,052株 23年1月期 26,986株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年1月期1Q 2,600,952株 23年1月期1Q 2,601,133株

※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、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当たっての注意事項等について
は、四半期決算短信３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出産業にリードされる形で景気の持ち直しが見受け

られたものの、雇用情勢の改善は見られず企業の設備投資には慎重な姿勢が続いております。 

当飲食業界におきましては、平成23年３月11日に発生しました未曾有の東日本大震災の影響で、食材

の不足・高騰はもとより、原発問題等での自粛ムードや節約志向が高まり、来客数の減少により収益が

圧迫され、厳しい経営環境が続いております。 

当社においても、宴会のキャンセルが相次ぎレストランへの客足も鈍る中、上野本店において「創業

140周年記念ウェディングプラン」や「女子会ディナープラン」等で営業強化を図り、「上野精養軒

カレー・ハヤシセット」の全店販売をはじめ、上野動物園に来園したパンダを記念して洋菓子や関連商

品を開発し販売に努めております。 

この結果、当第1四半期の売上高は554百万円（前年同期は846百万円）となりました。営業損失は132

百万円（前年同期は２百万円）、経常損失は129百万円（前年同期は経常利益１百万円）、四半期純利

益は23百万円（前年同期は２百万円）となりました。 

なお、平成23年６月よりＪＲ立川駅隣接の「グランデュオ立川」７階レストランフロア内にビーフシ

チュー専門店を新規出店いたします。 

また、セグメント別の業績につきましては、下記のとおりであります。 

(飲食業) 

当飲食業におきましては、平成23年3月11日に発生した東日本大震災等の影響下で、当第一四半期の

レストラン部門の売上高は休業や営業時間の短縮により317百万円(前年同期は495百万円)、宴会他部門

の売上高は宴会のキャンセルにより227百万円(前年同期は342百万円)、飲食業全体の売上高は544百万

円(前年同期は837百万円)、営業損失136百万円(前年同期は営業損失５百万円)となりました。 

(賃貸業) 

当賃貸業におきましては、安定的な賃貸収入の確保に努めております。この結果、当第１四半期の売

上高は10百万円、営業利益４百万円となりました。 

  

(資産) 

当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末と比べ133百万円減少し4,017百万円となりま

した。流動資産は48百万円増加の1,500百万円、固定資産は181百万円減少の2,516百万円となりまし

た。 

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が85百万円増加し、売掛金が27百万円減少したことによ

るものです。 

固定資産の減少の主な要因は、投資その他の資産の時価の下落で92百万円減少したことと、長期預金

100百万円が満期日まで1年以内となったため、流動資産へ振替えたことによるものです。 

1．定性的情報・財務諸表等

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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(負債) 

当第１四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末と比べ86百万円減少し、1,173百万円となりまし

た。流動負債は189百万円増加の453百万円、固定負債は275百万円減少の720百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、７月支給分に対応する賞与引当金40百万円の増加と、未払金が134百

万円増加したことによるものです。 

固定負債の減少の主な要因は、退職給付引当金が173百万円の減少や、役員退職慰労引当金が66百万

円の減少と、投資有価証券の時価の下落により、繰延税金負債が35百万円減少したことによるもので

す。 

(純資産) 

当第１四半期会計期間末の純資産は前事業年度末と比べ47百万円減少し2,844百万円となりました。

この減少の主な要因は、当第１四半期純利益が23百万円計上しましたが、その他有価証券評価差額金が

57百万、株主配当金の支払い等で利益剰余金が13百万円減少したことによるものです。 

  

(キャッシュ・フローの状況)  

当第１四半期会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、前事業年度末と比

べ15百万円増加し542百万円となりました。当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況は以下

のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は９百万円(前年同期は126百万円の獲得)となりました。この主な要因

は、税引前四半期純利益24百万円、減価償却費の計上27百万円、賞与引当金の増加額40百万円、売上債

権の増加額による27百万円、その他に含まれる前払費用の増加額15百万円と未払金の増加額95百万円、

退職給付引当金の減少額173百万円と、役員退職慰労引当金の減少額66百万円等によるものです。 

(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６百万円(前年同期は43百万円の獲得)となりました。この主な要因

は、有形固定資産の取得により６百万円支出したことによるものです。 

(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、0.2百万円(前年同期は0.2百万円の使用)となりました。この主なも

のは株主配当金であります。 

  

第２四半期累計期間及び通期の業績予想については、平成23年６月10日公表の「特別損失の発生及び

業績予想の公表に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、現時点において平成24年１月期の配当予想については、未定であります。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積額の算定方法 

一般債権に係る貸倒引当金は、前会計年度末に算定した貸倒実績率等から著しい変化がないと認めら

れるため、前会計年度の貸倒実績率等を用いて算定しております。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費の方法として定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定しております。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

①退職給付引当金 

当社は、退職給付債務の計算方法について、従来、原則法を採用しておりましたが、当第１四半期会

計期間より簡便法（期末自己都合要支給額）を採用することに変更いたしました。 

 原則法によると、現在の従業員規模では合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難となったため

であります。 

この結果従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期会計期間の売上総利益は1,167千円、営業利

益及び経常利益は2,003千円、税引前四半期純利益及び四半期純利益は166,497千円増加しております。

なお、当社は平成23年２月１日付で退職金制度を変更し、適格退職年金制度から、確定給付企業年金

制度へ移行しました。 

②資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期会計期間より、「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１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。 

 なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

  

(四半期キャッシュ・フロー) 

前第１四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示

しておりました「未払金の増減額」は重要性が増加した為、当第１四半期累計期間より区分掲記するこ

ととしました。なお、前第１四半期累計機関の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に

含まれる「未払金の増減額」は18,040千円であります。 

  

当第１四半期累計期間(自 平成23年２月１日 至 平成23年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

【表示方法の変更】

(3) 四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成23年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,393,731 1,309,123

売掛金 54,424 81,776

たな卸資産 34,127 30,074

その他 20,453 33,353

貸倒引当金 △2,300 △1,800

流動資産合計 1,500,435 1,452,526

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 862,860 853,947

土地 603,193 603,193

その他（純額） 80,690 84,826

有形固定資産合計 1,546,743 1,541,966

無形固定資産 4,523 4,741

投資その他の資産   

投資有価証券 770,481 862,407

長期預金 100,000 200,000

その他 94,477 88,051

投資その他の資産合計 964,958 1,150,457

固定資産合計 2,516,224 2,697,164

資産合計 4,016,659 4,149,690

負債の部   

流動負債   

買掛金 58,479 52,785

未払金 207,446 73,575

未払費用 77,122 69,930

未払法人税等 499 2,467

賞与引当金 76,000 36,000

その他 33,544 29,770

流動負債合計 453,091 264,527

固定負債   

退職給付引当金 606,037 779,097

役員退職慰労引当金 56,731 122,956

繰延税金負債 48,004 83,427

その他 8,769 9,010

固定負債合計 719,541 994,490

負債合計 1,172,632 1,259,017
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成23年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 131,400 131,400

資本剰余金 4,330 4,330

利益剰余金 2,656,864 2,646,668

自己株式 △20,452 △20,412

株主資本合計 2,772,142 2,761,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,885 128,688

評価・換算差額等合計 71,885 128,688

純資産合計 2,844,027 2,890,673

負債純資産合計 4,016,659 4,149,690
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

売上高 846,251 554,350

売上原価 362,152 278,930

売上総利益 484,099 275,420

販売費及び一般管理費 486,252 407,830

営業損失（△） △2,152 △132,410

営業外収益   

受取利息 801 580

雑収入 2,163 1,986

営業外収益合計 2,964 2,566

経常利益又は経常損失（△） 812 △129,843

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,800 －

退職給付引当金戻入額 － 164,494

特別利益合計 1,800 164,494

特別損失   

固定資産除却損 28 10,900

特別損失合計 28 10,900

税引前四半期純利益 2,584 23,751

法人税、住民税及び事業税 550 550

法人税等合計 550 550

四半期純利益 2,034 23,201
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 2,584 23,751

減価償却費 32,813 26,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,800 500

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,000 40,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,718 △173,060

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,557 △66,225

受取利息及び受取配当金 △1,035 △825

有形固定資産除却損 28 947

売上債権の増減額（△は増加） 16,770 27,352

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,345 △4,053

仕入債務の増減額（△は減少） 9,816 5,694

未払金の増減額（△は減少） － 94,623

その他 29,764 17,152

小計 127,434 △7,465

利息及び配当金の受取額 1,035 825

法人税等の支払額 △2,514 △2,470

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,955 △9,110

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 △120,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 170,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △6,796 △5,782

投資有価証券の取得による支出 △300 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,904 △6,082

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △173 △160

その他 △1 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △173 △199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 168,685 △15,392

現金及び現金同等物の期首残高 554,756 557,123

現金及び現金同等物の四半期末残高 723,442 541,731
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該当事項はありません。 

  

 １．報告セグメントの概要 

（1）報告セグメントの決定方法 

当社の報告セグメントは、当社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為に、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

当社は、事業別のセグメントから構成されており、「飲食業」、「賃貸業」の２つを報告セグ

メントとしております。 

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

  ①飲食業・・・・・・レストラン・宴会他 

  ②賃貸業・・・・・・駐車場賃貸・管理 

 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１四半期累計期間(自  平成23年２月１日  至  平成23年４月30日) 

(単位:千円) 

 
 (注)セグメント利益又は損失の合計額は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

(追加情報) 

当第１四半期会計期間より「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。 

  

賃貸等不動産の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動

が認められません。 

  

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

報告セグメント

飲食業 賃貸業 計

売上高

 外部顧客への売上高 544,322 10,028 554,350

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 544,322 10,028 554,350

セグメント利益又は損失(△) △134,223 9,480 △124,743

(賃貸等不動産関係)

(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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