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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 2,260 △16.5 △34 ― △22 ― △11 ―

23年3月期第1四半期 2,705 △1.8 242 61.1 255 56.3 89 △6.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 0百万円 （△91.0％） 23年3月期第1四半期 6百万円 （―％）

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 △0.35 ―

23年3月期第1四半期 2.67 ―

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 12,747 7,718 60.6
23年3月期 12,797 7,801 61.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,718百万円 23年3月期  7,801百万円

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  
 

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 ― ― ― 2.50 2.50

24年3月期 ―

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）

（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) 3,810 △19.6 △800 ― △780 ― △450 ― △13.46

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



(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）２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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 34,639,434 株 23年3月期 34,639,434 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,197,509 株 23年3月期 1,197,282 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 33,442,039 株 23年3月期1Q 33,449,071 株
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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 
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、3月 11日に発生した東日本大震災および
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など、経営環境は一段と厳しい状況で推
移いたしました。 
当第１四半期の営業は、主力の宴会部門のうち前年度好調に推移した婚礼売上が大震災の影
響による延期等で減少し、また一般宴会も法人・団体顧客の自粛による中止が相次ぎ、売上は
大きく落ち込みました。食堂部門も宴会部門同様に自粛ムードによる企業接待の減少や、個人
客も消費マインドが一段と冷え込むなど苦戦を強いられました。 
その結果、当社グループの連結売上高は2,260百万円（前年同四半期比 16.5%減）となり、経
費面では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
全力を傾注いたしましたが、連結営業損失 34百万円（前年同四半期比 114.4%減）、連結経常損
失 22 百万円（前年同四半期比 109.0%減）、連結四半期純損失 11 百万円（前年同四半期比 
113.2％減）となりました。 
 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末比49百万円（0.4％）減少して、12,747
百万円となりました。 
流動資産は同46百万円（2.3％）増加の2,017百万円、固定資産は同95百万円（0.9％）減少
の 10,730 百万円となりました。流動資産増加の主な要因は、売掛金 250 百万円、有価証券 200
百万円がそれぞれ増加し、現金及び預金が441百万円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、100 百万円減少の 7,581 百万円となり、その主な要因は、減価償却実施額
で121百万円減少したことによります。投資その他の資産は、5百万円増加の3,143百万円とな
り、その主な要因は、投資有価証券が26百万円増加し、繰延税金資産が18百万円減少したこと
などによります。 
負債合計は、前連結会計年度末比33百万円（0.7％）増加して5,028百万円となりました。 
流動負債は同150百万円（10.6％）増加の1,563百万円、固定負債は同116万円（3.3％）減少
の3,465百万円となりました。流動負債増加の主な要因は、買掛金54百万円、未払金103百万円
がそれぞれ増加したことと、賞与引当金が51百万円減少したことなどによります。固定負債は、
退職給付引当金が25百万円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83百万円（1.1％）減少して7,718百万円となりました。
主な要因は、配当の支払いを行い、四半期純損失を計上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 

  第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成23年５月13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．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 

  該当事項はありません。 

 

  



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)

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 1,026,235 584,496 
売掛金 450,660 700,818 
有価証券 199,908 399,948 
商品及び製品 47,926 52,103 
仕掛品 4,899 6,888 
原材料及び貯蔵品 78,219 74,877 
繰延税金資産 59,556 78,676 
その他 107,175 122,303 
貸倒引当金 △3,111 △2,471 

流動資産合計 1,971,469 2,017,641 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 4,045,817 3,958,404 
機械装置及び運搬具（純額） 134,820 134,087 
工具、器具及び備品（純額） 418,858 406,293 
土地 3,083,082 3,083,082 
有形固定資産合計 7,682,580 7,581,868 

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 791,245 817,551 
繰延税金資産 1,417,201 1,399,073 
その他 936,654 933,498 
貸倒引当金 △6,980 △6,950 

投資その他の資産合計 3,138,121 3,143,173 

固定資産合計 10,825,785 10,730,125 

資産合計 12,797,255 12,747,767 



(単位：千円)

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 171,191 225,742 
短期借入金 380,000 380,000 
未払金 338,496 441,681 
未払法人税等 25,010 10,656 
賞与引当金 106,810 55,290 
資産除去債務 － 664 
その他 391,754 449,314 
流動負債合計 1,413,263 1,563,350 

固定負債   
退職給付引当金 2,939,271 2,913,637 
資産除去債務 78,429 77,924 
その他 564,410 474,050 
固定負債合計 3,582,110 3,465,611 

負債合計 4,995,374 5,028,961 
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 996,575 901,218 
自己株式 △448,615 △448,685 

株主資本合計 7,902,242 7,806,816 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 △100,361 △88,010 

その他の包括利益累計額合計 △100,361 △88,010 

純資産合計 7,801,881 7,718,805 

負債純資産合計 12,797,255 12,747,767 



（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：千円)

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 2,705,984 2,260,728 
売上原価 2,182,672 2,010,894 
売上総利益 523,312 249,834 

販売費及び一般管理費   
給料及び手当 142,799 149,843 
賞与引当金繰入額 5,500 5,500 
その他 132,390 129,442 
販売費及び一般管理費合計 280,689 284,785 

営業利益又は営業損失（△） 242,623 △34,951 

営業外収益   
受取利息 375 274 
受取配当金 11,435 10,356 
その他 2,795 3,610 
営業外収益合計 14,606 14,240 

営業外費用   
支払利息 1,431 1,421 
コミットメントフィー 687 687 
その他 72 72 
営業外費用合計 2,190 2,181 

経常利益又は経常損失（△） 255,039 △22,891 

特別損失   
固定資産除却損 2,354 － 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 77,096 － 

特別損失合計 79,451 － 

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（△） 175,588 △22,891 

法人税、住民税及び事業税 82,251 3,373 
法人税等調整額 4,080 △14,513 

法人税等合計 86,331 △11,139 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 89,257 △11,751 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 89,257 △11,751 



 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：千円)

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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 89,257 △11,751 

その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △82,635 12,350 

その他の包括利益合計 △82,635 12,350 

四半期包括利益 6,621 598 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 6,621 598 



（３）継続企業の前提に関する注記 
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。 
 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
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。 
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