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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 10,704 △8.1 △805 ― △1,025 ― △1,171 ―

23年3月期第1四半期 11,645 △1.7 20 ― △211 ― △434 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △1,133百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △425百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △11.43 ―

23年3月期第1四半期 △4.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 77,196 13,745 17.8
23年3月期 77,265 14,879 19.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,745百万円 23年3月期  14,879百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、後述
の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 21,200 △5.9 △1,350 ― △1,800 ― △2,150 ― △20.98

通期 47,500 △2.1 150 △65.9 △800 ― △1,300 ― △12.69



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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実施中です。 

※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。予想には様々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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 102,716,515 株 23年3月期 102,716,515 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 250,644 株 23年3月期 250,644 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 102,465,871 株 23年3月期1Q 102,474,668 株



  
  種類株式の配当の状況 

   普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 
  

Ａ種優先株式
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3月期 － 0.00 － 0.00 0.00

24年3月期 －

24年3月期(予想) 0.00 － 0.00 0.00
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の持ち直しの動きが見られたものの、平成23

年3月11日に発生した東日本大震災と原子力発電所事故による電力供給不足の懸念等から、

景気の先行きは極めて不透明な状況で推移いたしました。 

ホテル業界におきましても、自粛ムードによる消費動向の減退や原子力発電所事故に対する不安など

による外国人旅行客の減少など、厳しい業務環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは本年3月に策定いたしました平成23年度から平成25年度の３

ヵ年を対象とする、中期経営改善計画を実行することに全力をあげております。 

先ずセールス＆マーケティング機能の充実と商品力の大幅な向上を目的とした組織変更を実施すると

ともに、人事面においても世代交代を進め、時代の変化に対応できる体制を整えました。 

また、大阪におきましては、新しいスタイルのレストランの開設とブライダルに特化した施設の改装

を進めております。 

しかしながら、企業催事の自粛、外国人旅行客の大幅な減少および消費マインドの低下等により、当

第１四半期連結累計期間の売上高は、10,704百万円と前期比941百万円(8.1％)の減収となりました。 

損益面では、営業損失805百万円（前年同期は営業利益20百万円）、経常損失1,025百万円（前年同期

は経常損失211百万円）、四半期純損失1,171百万円（前年同期は四半期純損失434百万円）となりまし

た。 

  

総資産は前連結会計年度末に比べ68百万円減少し77,196百万円となりました。 

内訳では流動資産が同28百万円減少し5,450百万円となりました。これは売掛金が減少したこと等に

よります。固定資産は同40百万円減少し71,745百万円となりました。これは関係会社株式が減少したこ

と等によります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ1,065百万円増加し63,450百万円となりました。 

内訳では流動負債が同729百万円増加し48,837百万円となりました。これは短期借入金の増加等によ

ります。固定負債は同336百万円増加し14,613百万円となりました。これはリース債務の増加等により

ます。 

純資産は前連結会計年度末に比べ1,133百万円減少し13,745百万円となりました。これは四半期純損

失の計上等によります。 

  

平成24年3月期の業績予想に関しましては、平成23年5月13日の決算発表時点と変更はありません。な

お、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

１．当四半期決算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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,938 2,066

売掛金 2,348 2,222

有価証券 90 100

原材料及び貯蔵品 444 468

その他 667 604

貸倒引当金 △10 △11

流動資産合計 5,478 5,450

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 84,362 83,913

減価償却累計額 △58,553 △58,541

建物及び構築物（純額） 25,809 25,372

土地 27,245 27,245

リース資産 1,769 2,262

減価償却累計額 △145 △175

リース資産（純額） 1,624 2,087

その他 7,399 7,295

減価償却累計額 △6,402 △6,273

その他（純額） 997 1,022

有形固定資産合計 55,676 55,727

無形固定資産 133 124

投資その他の資産

差入保証金 15,128 15,123

その他 997 919

貸倒引当金 △149 △148

投資その他の資産合計 15,976 15,894

固定資産合計 71,786 71,745

資産合計 77,265 77,196
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,456 1,358

短期借入金 43,060 43,590

賞与引当金 14 38

その他 3,577 3,849

流動負債合計 48,108 48,837

固定負債

長期借入金 640 608

退職給付引当金 5,615 5,630

商品券回収損引当金 143 144

その他 7,878 8,228

固定負債合計 14,277 14,613

負債合計 62,385 63,450

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 △20,453 △21,624

自己株式 △52 △52

株主資本合計 12,576 11,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 5

繰延ヘッジ損益 △70 △36

土地再評価差額金 2,371 2,371

その他の包括利益累計額合計 2,303 2,340

純資産合計 14,879 13,745

負債純資産合計 77,265 77,196
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 11,645 10,704

売上原価 3,169 3,061

売上総利益 8,476 7,642

販売費及び一般管理費

水道光熱費 619 619

人件費 4,055 4,360

諸経費 3,781 3,468

販売費及び一般管理費合計 8,455 8,448

営業利益又は営業損失（△） 20 △805

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 1 2

債務勘定整理益 5 7

その他 23 15

営業外収益合計 33 28

営業外費用

支払利息 247 231

その他 18 16

営業外費用合計 265 247

経常損失（△） △211 △1,025

特別損失

固定資産除却損 8 126

投資有価証券評価損 － 12

リース解約損 138 －

環境対策費 35 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18 －

特別損失合計 200 138

税金等調整前四半期純損失（△） △412 △1,164

法人税、住民税及び事業税 6 7

法人税等調整額 15 △0

法人税等合計 22 7

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △434 △1,171

四半期純損失（△） △434 △1,171
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △434 △1,171

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4 3

繰延ヘッジ損益 13 34

その他の包括利益合計 9 37

四半期包括利益 △425 △1,133

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △425 △1,133

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

部門別売上実績 

 
（注）受注生産は行っておりません。 

  

（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

４． 補足情報

 生産、受注及び販売の状況

部門

当第1四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

客室 1,939 △11.0

宴会 4,191 △6.0

食堂 2,360 △9.4

その他 2,211 △7.9

合計 10,704 △8.1
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