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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満四捨五入） 
１．平成24年1月期第2四半期の業績（平成23年2月1日～平成23年7月31日） 
（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2四半期 1,277    △21.0 △165       ━  △155       ━  21       ━ 
23年 1月期第2四半期 1,616    △12.1 △70       ━ △58       ━  △108    ━ 

 

 
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2四半期 8  19 ━ 
23年 1月期第2四半期 △41  43 ━ 

 
（２）財政状態 

 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2四半期 3,888    2,850    73.3  1,095  65 
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2四半期 2,850百万円 23年1月期 2,891 百万円 

 
２．配当の状況 

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)  0  00  ━ ━ ━   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有 

平成24年1月期の配当については、本日(平成23年9月9日)公表の「業績予想の修正及び配当予想に関する
お知らせ」をご覧ください。 

 
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、対前期増減率） 

 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

通  期 2,826   △4.7  △132     ━ △116     ━ 59     ━  22  68 

(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9月9日)公表の「業績予想の修正及び配当予想に関するお知らせ」をご覧

ください。 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：有 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年1月期2Ｑ 2,628000株 23年1月期 2,628,000株

② 期末自己株式数 24年1月期2Ｑ 27,128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2Ｑ 2,600,930株 23年1月期2Ｑ 2,601,099株

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注意事項） 

・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。 

 

・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）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２四半期累計期間におけるわが国経済は、景気にゆるやかな回復の兆しがあったものの、平成23

年３月の東日本大震災の影響を受け、建物や設備の損壊、原発災害による電力供給の制約及び原油価格

の高騰等が発生し、また、失業率は依然として高水準にあるなど、大変厳しい状況が続きました。 

当飲食業界におきましても、震災後の混乱や電力不足等により、営業日数・営業時間の短縮を余儀な

くされたほか、消費者の自粛ムードが高まり、繁忙期における宴会のキャンセルが相次いだことに加

え、レストランへの来客者数も激減するなど、非常に厳しい状況下で推移いたしました。 

このような情勢下ではありましたが、当社は前年に引続きブライダルフェアを開催したほか、来年の

創業140年を迎えるにあたり記念プランを企画し、宴会部門の強化を進めてまいりました。また、上野

動物園のパンダ来園や歓送迎会シーズンにちなんだ特別メニューを作り、積極的に新たな顧客の取り込

みを図ったほか、「屋上ビアガーデン」の営業開始日を早めるとともに、営業時間を増やし、宴会受注

が落ち込む夏季シーズンの売上高確保に努めました。また、平成23年６月にはJR立川駅に隣接する「グ

ランデュオ立川(立川市柴崎町３-２-１)」にシチュー専門店「上野精養軒ビーフシチュー」を出店いた

しました。さらに、同月に国立科学博物館店をリニューアルオープンいたしました。これは、レストラ

ンの内装を博物館の展示物との垣根を感じさせないようにして、来館者の方々により楽しんで利用して

いただけるようにするためです。なお、東京国立博物館店は諸般の事情により平成23年３月下旬に閉店

いたしました。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,277百万円（前年同期は1,616百万円）となりました。

営業損失は165百万円（前年同期は70百万円）、経常損失は155百万円（前年同期は58百万円）、四半期

純利益は21百万円（前年同期は四半期純損失108百万円）となりました。 

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２四半期累

計期間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745百万円(前年同期は925百万円)、宴

会他部門の売上高は宴会のキャンセルにより513百万円(前年同期は672百万円)、飲食業全体の売上高は

1,258百万円(前年同期は1,597百万円)、営業損失169百万円(前年同期は営業損失66百万円)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２四半期累計

期間の売上高は19百万円、営業利益５百万円となりました。 

  

(資産) 

当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末と比べ262百万円減少し3,888百万円となりま

した。流動資産は124百万円減少の1,328百万円、固定資産は138百万円減少の2,559百万円となりまし

た。 

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が128百万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、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. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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２四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末と比べ221百万円減少し、1,038百万円となりまし

た。流動負債は52百万円増加の317百万円、固定負債は273百万円減少の721百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、買掛金14百万円の増加、未払金が19百万円増加、未払費用13百万円そ

れぞれ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180百万円の減少や、役員退職慰労引当金が62百万

円の減少したことによるものです。 

(純資産) 

当第２四半期会計期間末の純資産は前事業年度末と比べ41百万円減少し2,850百万円となりました。

この減少の主な要因は、その他有価証券評価差額金が49百万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２四半期累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128百万円減少し429百万円となりました。当第２四半期会計期間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124百万円(前年同期は51百万円の獲得)となりました。この主な要因

は、税引前四半期純利益22百万円、減価償却費56百万円の計上、退職給付引当金の減少額180百万円、

役員退職慰労引当金の減少額62百万円によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は９百万円(前年同期は38百万円の獲得)となりました。この主な要因

は、定期預金の預入と払戻による差額100百万円の収入によるものと、有形固定資産の取得による支出

90百万円によるものです。 

(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、13百万円(前年同期は13百万円の使用)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９月９日公表の「業績予想の修正及び

配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

なお、平成24年１月期の配当予想については、平成23年９月９日公表の「業績予想の修正及び配当予

想に関するお知らせ」をご覧ください。。 

(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、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２四半期累計期間の売上総利益は2,100千円の増加、

営業損失及び経常損失は4,883千円の減少、税引前四半期純利益及び四半期純利益は169,377千円増加を

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 

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軽微であります。 

  

当第２四半期累計期間(自 平成23年２月１日 至 平成23年７月31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

(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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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年７月31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 1,181,197 1,309,123

売掛金 77,942 81,776

たな卸資産 31,260 30,074

その他 40,652 33,353

貸倒引当金 △2,600 △1,800

流動資産合計 1,328,451 1,452,526

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 875,854 853,947

土地 603,193 603,193

その他（純額） 91,652 84,826

有形固定資産合計 1,570,699 1,541,966

無形固定資産 4,305 4,741

投資その他の資産   

投資有価証券 783,600 862,407

長期預金 100,000 200,000

その他 100,884 88,051

投資その他の資産合計 984,484 1,150,457

固定資産合計 2,559,488 2,697,164

資産合計 3,887,939 4,149,690

負債の部   

流動負債   

買掛金 67,249 52,785

未払金 92,706 73,575

未払費用 82,833 69,930

未払法人税等 3,712 2,467

賞与引当金 31,000 36,000

その他 39,341 29,770

流動負債合計 316,840 264,527

固定負債   

退職給付引当金 598,932 779,097

役員退職慰労引当金 60,853 122,956

繰延税金負債 53,267 83,427

その他 8,394 9,010

固定負債合計 721,445 994,490

負債合計 1,038,286 1,259,017
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年７月31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 2,654,957 2,646,668

自己株式 △20,475 △20,412

株主資本合計 2,770,212 2,761,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79,441 128,688

評価・換算差額等合計 79,441 128,688

純資産合計 2,849,653 2,890,673

負債純資産合計 3,887,939 4,149,690
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月3１日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月3１日) 

売上高 1,615,980 1,277,115

売上原価 722,369 591,019

売上総利益 893,610 686,097

販売費及び一般管理費 963,839 850,846

営業損失（△） △70,228 △164,750

営業外収益   

受取利息 1,920 1,205

雑収入 10,274 8,716

営業外収益合計 12,193 9,921

経常損失（△） △58,035 △154,829

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,900 －

退職給付引当金戻入額 － 164,494

保険解約返戻金 － 24,285

特別利益合計 1,900 188,779

特別損失   

固定資産除却損 28 11,557

投資有価証券評価損 50,509 －

特別損失合計 50,537 11,557

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △106,672 22,394

法人税、住民税及び事業税 1,100 1,100

法人税等合計 1,100 1,100

四半期純利益又は四半期純損失（△） △107,772 21,294
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 【第２四半期会計期間】 
(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月３１日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月３１日) 

売上高 769,729 722,765

売上原価 360,217 312,089

売上総利益 409,511 410,677

販売費及び一般管理費 477,587 443,016

営業損失（△） △68,076 △32,340

営業外収益   

受取利息 1,119 625

雑収入 8,111 6,730

営業外収益合計 9,229 7,355

経常損失（△） △58,847 △24,986

特別利益   

貸倒引当金戻入額 100 －

保険解約返戻金 － 24,285

特別利益合計 100 24,285

特別損失   

固定資産除却損 － 657

投資有価証券評価損 50,509 －

特別損失合計 50,509 657

税引前四半期純損失（△） △109,256 △1,357

法人税、住民税及び事業税 550 550

法人税等合計 550 550

四半期純損失（△） △109,806 △1,907
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年2月１日 
 至 平成22年7月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年2月１日 
 至 平成23年7月31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又は税引前四半期純損失
（△）

△106,672 22,394

減価償却費 65,946 56,201

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,900 800

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000 △5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,853 △180,165

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,114 △62,103

受取利息及び受取配当金 △7,589 △6,543

有形固定資産除却損 28 985

投資有価証券評価損益（△は益） 50,509 －

売上債権の増減額（△は増加） 23,347 3,834

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,270 △1,186

仕入債務の増減額（△は減少） 6,984 14,464

その他 19,622 27,040

小計 44,266 △129,280

利息及び配当金の受取額 7,589 6,542

法人税等の支払額 △1,130 △1,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,725 △124,344

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 △230,000 △122,000

定期預金の払戻による収入 280,000 222,000

有形固定資産の取得による支出 △11,443 △89,954

無形固定資産の取得による支出 △297 －

投資有価証券の取得による支出 △600 △600

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,660 9,446

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △13,003 △12,965

その他 △64 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,067 △13,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75,318 △127,926

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 630,074 429,197
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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２四半期累計期間(自  平成 23年 ２月 １日  至  平成 23年 ７月 31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。 
  
  

当第２四半期会計期間(自  平成 23年 ５月１日  至  平成 23年 ７月 31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) 

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。 

  

(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 1,258,161 18,954 1,277,115

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 1,258,161 18,954 1,277,115

セグメント利益又は損失 △169,423 4,673 △164,750

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 713,839 8,926 722,765

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 713,839 8,926 722,765

セグメント利益又は損失(△) △33,288 948 △32,340
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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。 

  

  

(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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