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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 21,634 △4.0 △1,689 ― △2,271 ― △6,478 ―

23年3月期第2四半期 22,535 △1.7 △694 ― △1,149 ― △1,395 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △6,408百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,355百万円 （―％）

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2四半期 △63.22 ―

23年3月期第2四半期 △13.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 57,532 8,495 14.8
23年3月期 77,265 14,879 19.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,495百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 47,500 △2.1 △700 ― △1,650 ― △6,050 ― △59.04



(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、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続を終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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   ：  有

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2Q 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2Q 251,338 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2Q 102,465,593 株 23年3月期2Q 102,474,010 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 － 0. 00

24年３月期(予想) － 0. 00 0. 00
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興とともに企業の生産活動

や個人消費に回復の兆しが見える一方、原子力発電所事故や欧米の金融不安を背景に長期化する円高な

どの影響から、依然として不透明な状況が続きました。 

ホテル業界におきましても、客室の稼動は回復しつつあるものの原子力発電所事故に対する不安や円

高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、当社においては、競合ホテルの進出が激しい大阪でトップホテルとしての地

位を確固たるものとするため、本年３月に中期経営改善計画を公表して以来、計画達成に向け、セール

ス＆マーケティング機能の充実と商品力の向上を目的とした組織改定の他、新しいスタイルのレストラ

ン開設とブライダルゾーンの新設といった施策を実施してまいりました。 

さらに築46年を迎える当社の旗艦ホテルであるリーガロイヤルホテル（大阪）の建替えを視野に入れ

た戦略の構築など様々な課題に対処するため、本年９月に森トラスト株式会社と新たな資本業務提携契

約を締結いたしました。 

また、ホテル建替えを含めた再開発事業の実現に向け、有利子負債の削減を図るため当社及び当社の

全額出資子会社である株式会社アール・ピー・ビルディング保有の土地を、森トラスト株式会社及び関

電不動産株式会社に譲渡いたしました。 

このような中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、企業催事の自粛、外国人旅行客の減少及び消

費マインドの低下等の影響により、21,634百万円と前期比900百万円(4.0％)の減収となりました。 

損益面では、営業損失1,689百万円（前年同期は営業損失694百万円）、経常損失2,271百万円（前年

同期は経常損失1,149百万円）、四半期純損失6,478百万円（前年同期は四半期純損失1,395百万円）と

なりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ19,732百万円減少し57,532百万円となりました。 

内訳では流動資産が同67百万円減少し5,411百万円となりました。これは現金及び預金が減少したこ

と等によります。固定資産は同19,665百万円減少し52,120百万円となりました。これは当社及び当社の

子会社保有の土地を譲渡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13,347百万円減少し49,037百万円となりました。これは借入金が

17,612百万円減少したこと等によります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ6,384百万円減少し8,495百万円となりました。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11月１日に公表いたしました「業績予想の修正

に関するお知らせ」から、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は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。 

  

（会計上の見積りの変更） 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴い計上した一部の固定資産は、償却期間を35年と見

積り減価償却を行ってきましたが、リーガロイヤルホテル（大阪）の土地の売却に伴い、期間を10年

とする事業用定期借地権設定契約を締結したことから、残存償却期間を10年に見直し、将来にわたり

変更しております。 

なお、この見積り期間の変更による損益に与える影響はありません。 

  

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

（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,938 1,653

売掛金 2,348 2,477

有価証券 90 128

原材料及び貯蔵品 444 425

その他 667 738

貸倒引当金 △10 △11

流動資産合計 5,478 5,411

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 84,362 86,425

減価償却累計額 △58,553 △58,818

建物及び構築物（純額） 25,809 27,606

土地 27,245 5,214

リース資産 1,769 2,331

減価償却累計額 △145 △212

リース資産（純額） 1,624 2,118

その他 7,399 7,407

減価償却累計額 △6,402 △6,253

その他（純額） 997 1,153

有形固定資産合計 55,676 36,093

無形固定資産 133 115

投資その他の資産

差入保証金 15,128 15,214

その他 997 795

貸倒引当金 △149 △98

投資その他の資産合計 15,976 15,911

固定資産合計 71,786 52,120

資産合計 77,265 57,532
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,456 1,271

短期借入金 43,060 1,547

賞与引当金 14 147

その他 3,577 4,299

流動負債合計 48,108 7,266

固定負債

長期借入金 640 24,540

退職給付引当金 5,615 5,740

商品券回収損引当金 143 145

資産除去債務 58 2,291

その他 7,819 9,052

固定負債合計 14,277 41,770

負債合計 62,385 49,037

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 △26,907

自己株式 △52 △52

株主資本合計 12,576 6,121

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 1

繰延ヘッジ損益 △70 －

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 2,373

純資産合計 14,879 8,495

負債純資産合計 77,265 57,532
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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２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 22,535 21,634

売上原価 6,052 6,102

売上総利益 16,483 15,531

販売費及び一般管理費

水道光熱費 1,456 1,434

人件費 8,062 8,528

諸経費 7,657 7,259

販売費及び一般管理費合計 17,177 17,221

営業損失（△） △694 △1,689

営業外収益

受取利息 5 3

受取配当金 1 4

受取販売奨励金 － 20

債務勘定整理益 11 13

その他 43 32

営業外収益合計 61 74

営業外費用

支払利息 490 465

シンジケートローン手数料 － 166

その他 26 24

営業外費用合計 517 656

経常損失（△） △1,149 △2,271

特別損失

土地売却損 － 3,030

固定資産除却損 21 237

投資有価証券評価損 － 13

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 213 3,281

税金等調整前四半期純損失（△） △1,363 △5,553

法人税、住民税及び事業税 17 19

法人税等調整額 15 905

法人税等合計 32 924

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,395 △6,478

四半期純損失（△） △1,395 △6,478
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,395 △6,478

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 △1

繰延ヘッジ損益 40 70

その他の包括利益合計 40 69

四半期包括利益 △1,355 △6,408

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,355 △6,408

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

客室 4,214 △5.4

宴会 7,910 △2.5

食堂 4,970 △3.2

その他 4,540 △6.1

合計 21,634 △4.0
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平成23年11月11日

株式会社ロイヤルホテル

  

  

  

（単位 金額：百万円、構成比：％、増減比：％）

 
  

※上記個別業績数値については、監査法人による四半期レビューの対象ではありません。 

  

決算発表 補足資料（個別業績）

 部門別売上

部    門

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月 １日 

 至 平成23年９月30日)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月 １日 

 至 平成22年９月30日)
比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 増減 増減率

リーガロイヤルホテル(大阪)

客    室 1,555 10.8 1,573 10.5 △ 17 △ 1.1

宴    会 3,768 26.3 3,784 25.2 △ 15 △ 0.4

食    堂 2,396 16.7 2,484 16.5 △ 87 △ 3.5

そ の 他 2,577 18.0 2,772 18.5 △ 194 △ 7.0

計 10,297 71.8 10,613 70.7 △ 315 △ 3.0

リーガロイヤルホテル京都 2,534 17.7 2,680 17.9 △ 146 △ 5.5

リーガロイヤルホテル東京 1,518 10.5 1,711 11.4 △ 192 △ 11.3

合    計 14,350 100.0 15,005 100.0 △ 654 △ 4.4
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