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（百万円未満四捨五入） 
１．平成24年1月期第3四半期の業績（平成23年2月1日～平成23年10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3四半期 1,910    △15.3 △266       ━  △253       ━  △78       ━ 
23年 1月期第3四半期 2,255    △14.4 △185       ━ △170       ━  △220    ━ 

 

 
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3四半期 △29  91 ━ 
23年 1月期第3四半期 △84  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3四半期 3,770    2,761    73.2  1,061  38 
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3四半期 2,761百万円 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 ━ 0 00  ━   

24年 1月期(予想)    ━ ━   

(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月期の配当については、未定であります。 
 
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 2,656   △10.5  △275     ━ △259     ━ △84     ━  △32  30 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

通期業績予想については、本日(平成23年12月9日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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3Ｑ 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3Ｑ 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3Ｑ 2,600,910株 23年1月期3Ｑ 2,601,077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３四半期累計期間におけるわが国経済は、３月の東日本大震災後、サプライチェーンの復旧が進

み穏やかに持ち直すかと思われたものの、欧州の債券問題を起因とする世界金融市場の混乱を背景に円

高や株安が進み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、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。なお諸般の事情により、東京国立博物館店は平成23年３月下旬、六本木

カレーハウスは平成23年８月下旬にそれぞれ閉店いたしました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,910百万円（前年同期は2,255百万円）となりました。

営業損失は266百万円（前年同期は185百万円）、経常損失は253百万円（前年同期は170百万円）、四半

期純損失は78百万円（前年同期は220百万円）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３四半期累

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1,181百万円(前年同期は1,346百万

円)、宴会他部門の売上高は宴会のキャンセルにより700百万円(前年同期は882百万円)、飲食業全体の

売上高は1,881百万円(前年同期は2,228百万円)、営業損失274百万円(前年同期は営業損失189百万円)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３四半期累計

期間の売上高は28百万円、営業利益８百万円となりました。 

  

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
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(資産) 

当第３四半期会計期間末における総資産は前事業年度末と比べ380百万円減少し3,770百万円となりま

した。流動資産は218百万円減少し1,235百万円、固定資産は163百万円減少し2,535百万円となりまし

た。 

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が208百万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、投資有価証券時価の下落で60百万円減少したことや、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。 

(負債) 

当第３四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末と比べ250百万円減少し1,009百万円となりまし

た。流動負債は20百万円増加し284百万円、固定負債は270百万円減少し725百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、賞与引当金が30百万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193百万円の減少したことや、役員退職慰労引当金

が58百万円減少したことによるものです。 

(純資産) 

当第３四半期会計期間末の純資産は前事業年度末と比べ130百万円減少し2,761百万円となりました。

この減少の主な要因は、四半期純損失の発生を起因とする利益剰余金の91百万円と、その他有価証券評

価差額金が39百万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３四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192百万円減少し359百万円となりました。当第３四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200百万円(前年同期は43百万円の使用)となりました。この主な要因

は、税引前四半期純損失76百万円、退職給付引当金の減少額193百万円、役員退職慰労引当金の減少額

58百万円、減価償却費88百万円の計上によるものです。 

(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15百万円(前年同期は53百万円の獲得)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110百万円の収入によるものと、有形固定資産の取得による支出

94百万円によるものです。 

(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。 

  

通期の業績予想については、平成23年12月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く

ださい。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報

(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３四半期累計期間の売上総利益は3,242千円の増加、営

業損失及び経常損失は7,867千円の減少、税引前四半期純損失及び四半期純損失は172,361千円減少をし

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３四半期累計期間(自 平成23年２月１日 至 平成23年10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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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成23年10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 1,101,201 1,309,123

売掛金 69,172 81,776

たな卸資産 28,755 30,074

その他 39,193 33,353

貸倒引当金 △3,400 △1,800

流動資産合計 1,234,921 1,452,526

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 855,552 853,947

土地 603,193 603,193

その他（純額） 88,671 84,826

有形固定資産合計 1,547,416 1,541,966

無形固定資産 4,087 4,741

投資その他の資産   

投資有価証券 802,337 862,407

長期預金 100,000 200,000

その他 80,824 88,051

投資その他の資産合計 983,161 1,150,457

固定資産合計 2,534,663 2,697,164

資産合計 3,769,585 4,149,690

負債の部   

流動負債   

買掛金 50,930 52,785

未払金 65,735 73,575

未払費用 76,703 69,930

未払法人税等 2,389 2,467

賞与引当金 66,000 36,000

その他 22,428 29,770

流動負債合計 284,185 264,527

固定負債   

退職給付引当金 585,617 779,097

役員退職慰労引当金 64,975 122,956

繰延税金負債 61,750 83,427

その他 12,548 9,010

固定負債合計 724,890 994,490

負債合計 1,009,074 1,259,017
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成23年10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 2,555,859 2,646,668

自己株式 △20,475 △20,412

株主資本合計 2,671,114 2,761,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,396 128,688

評価・換算差額等合計 89,396 128,688

純資産合計 2,760,510 2,890,673

負債純資産合計 3,769,585 4,149,690
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 2,255,327 1,909,546

売上原価 1,041,398 903,009

売上総利益 1,213,929 1,006,538

販売費及び一般管理費 1,398,556 1,272,186

営業損失（△） △184,627 △265,648

営業外収益   

受取利息 2,841 1,864

受取配当金 5,796 5,476

雑収入 6,247 4,982

営業外収益合計 14,884 12,322

経常損失（△） △169,743 △253,327

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,500 －

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 2,500 188,779

特別損失   

固定資産除却損 62 11,557

投資有価証券評価損 50,509 －

特別損失合計 50,571 11,557

税引前四半期純損失（△） △217,814 △76,104

法人税、住民税及び事業税 1,800 1,700

法人税等合計 1,800 1,700

四半期純損失（△） △219,614 △77,804
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 【第３四半期会計期間】 
(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月３１日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月３１日) 

売上高 639,347 632,431

売上原価 319,029 311,990

売上総利益 320,318 320,441

販売費及び一般管理費 434,717 421,340

営業損失（△） △114,399 △100,898

営業外収益   

受取利息 922 660

受取配当金 126 138

雑収入 1,643 1,603

営業外収益合計 2,691 2,401

経常損失（△） △111,708 △98,498

特別利益   

貸倒引当金戻入額 600 －

特別利益合計 600 －

特別損失   

固定資産除却損 34 －

特別損失合計 34 －

税引前四半期純損失（△） △111,142 △98,498

法人税、住民税及び事業税 700 600

法人税等合計 700 600

四半期純損失（△） △111,842 △99,098
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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3四半期累計期間 
(自 平成22年2月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第3四半期累計期間 
(自 平成23年2月１日 
 至 平成23年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △217,814 △76,104

減価償却費 99,437 88,216

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,500 1,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 40,000 30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,792 △193,480

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,671 △57,981

受取利息及び受取配当金 △8,637 △7,340

有形固定資産除却損 62 985

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） 26,051 12,604

たな卸資産の増減額（△は増加） 698 1,319

仕入債務の増減額（△は減少） △7,748 △1,855

その他 △14,313 △3,184

小計 △50,375 △205,220

利息及び配当金の受取額 8,637 7,340

法人税等の支払額 △1,323 △1,748

営業活動によるキャッシュ・フロー △43,062 △199,628

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 △460,000 △262,000

定期預金の払戻による収入 530,000 372,000

有形固定資産の取得による支出 △15,808 △93,845

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 △899 △898

投資活動によるキャッシュ・フロー 52,996 15,256

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △13,102 △13,087

その他 △64 △462

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,167 △13,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,232 △197,921

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 551,524 359,201
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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３四半期累計期間(自  平成 23年 ２月 １日  至  平成 23年 10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３四半期会計期間(自  平成 23年 ８月１日  至  平成 23年 10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 1,881,161 28,385 1,909,546

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 1,881,161 28,385 1,909,546

セグメント利益又は損失(△) △273,621 7,973 △265,648

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 623,000 9,431 632,431

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 623,000 9,431 632,431

セグメント利益又は損失(△) △104,198 3,300 △100,898
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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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