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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 35,174 △3.7 △874 ― △1,564 ― △5,646 ―

23年3月期第3四半期 36,540 △0.7 427 43.4 △256 ― △532 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △5,574百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △450百万円 （―％）

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3四半期 △55.10 ―

23年3月期第3四半期 △5.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 58,166 9,530 16.4
23年3月期 77,265 14,879 19.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,530百万円 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3Q 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3Q 251,523 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3Q 102,465,412 株 23年3月期3Q 102,472,676 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３四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

や個人消費に一部回復の兆しが見られる一方、原子力発電所事故や欧米の金融不安を背景とする歴史的

な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な

どによる外国人旅行客の減少など、大変厳しい業務環境が続いております。 

このような厳しい環境のもと、当社グループにおきましては、昨年3月に公表しました中期経営改善

計画の達成に向け、セールス＆マーケティング機能の充実と商品力の大幅な向上を目的とした組織再

編、新しい食のスタイルを提供する新レストランのオープン、上質でプライベート感あふれるブライダ

ルゾーンの新設、ブランド力と広報活動強化の専門部署「広報ブランド推進室」の設置といった施策を

実施し、集客と売上の回復に注力してまいりました。 

さらに平成23年9月には、森トラスト株式会社と新たな資本業務提携を締結し、旗艦ホテルであるリ

ーガロイヤルホテル（大阪）の建替えを含めた将来戦略について協働して取り組んでおります。同時

に、有利子負債の削減を図るため当社及び当社子会社保有の土地を、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。これらにより、さらなる経営の効率化とロイヤルホテルブランドの拡

大・発展を目指してまいります。 

このような中、第２四半期連結累計期間の売上に対し、改善の兆しが見られるものの、当第３四半期

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、35,174百万円と前期比1,365百万円(3.7％)の減収となりました。 

損益面では、営業損失874百万円（前年同期は営業利益427百万円）、経常損失1,564百万円（前年同

期は経常損失256百万円）、四半期純損失5,646百万円（前年同期は四半期純損失532百万円）となりま

した。 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ19,098百万円減少し58,166百万円となりました。 

内訳では流動資産が同1,155百万円増加し6,634百万円となりました。これは売掛金が増加したこと等

によります。固定資産は同20,254百万円減少し51,532百万円となりました。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13,748百万円減少し48,636百万円となりました。これは借入金

が17,635百万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5,349百万円減少し9,530百万円となりました。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） 

リーガロイヤルホテル（大阪）の土地の売却に伴い、賃借期間を平成23年９月30日から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、リーガロイヤルホテル（大阪）の固定資産について

実態を反映した耐用年数に変更いたしました。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調

整前四半期純損失はそれぞれ242百万円増加しております。 

  

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

（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,938 1,842

売掛金 2,348 3,387

有価証券 90 128

原材料及び貯蔵品 444 601

その他 667 689

貸倒引当金 △10 △14

流動資産合計 5,478 6,634

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 84,362 86,484

減価償却累計額 △58,553 △59,393

建物及び構築物（純額） 25,809 27,090

土地 27,245 5,214

リース資産 1,769 2,365

減価償却累計額 △145 △266

リース資産（純額） 1,624 2,098

その他 7,399 7,411

減価償却累計額 △6,402 △6,285

その他（純額） 997 1,125

有形固定資産合計 55,676 35,529

無形固定資産 133 105

投資その他の資産

差入保証金 15,128 15,202

その他 997 792

貸倒引当金 △149 △97

投資その他の資産合計 15,976 15,897

固定資産合計 71,786 51,532

資産合計 77,265 58,166
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,456 1,950

短期借入金 43,060 2,229

賞与引当金 14 25

その他 3,577 3,764

流動負債合計 48,108 7,969

固定負債

長期借入金 640 23,836

退職給付引当金 5,615 5,746

商品券回収損引当金 143 146

資産除去債務 58 2,293

その他 7,819 8,644

固定負債合計 14,277 40,667

負債合計 62,385 48,636

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 △26,075

自己株式 △52 △52

株主資本合計 12,576 6,953

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 3

繰延ヘッジ損益 △70 －

土地再評価差額金 2,371 2,573

その他の包括利益累計額合計 2,303 2,576

純資産合計 14,879 9,530

負債純資産合計 77,265 58,166
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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３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 36,540 35,174

売上原価 10,134 10,087

売上総利益 26,405 25,087

販売費及び一般管理費

水道光熱費 2,088 2,077

人件費 12,201 12,557

諸経費 11,688 11,326

販売費及び一般管理費合計 25,978 25,961

営業利益又は営業損失（△） 427 △874

営業外収益

受取利息 7 6

受取配当金 2 5

債務勘定整理益 20 20

受取販売奨励金 － 20

その他 53 46

営業外収益合計 84 99

営業外費用

支払利息 730 591

シンジケートローン手数料 － 166

その他 36 31

営業外費用合計 767 789

経常損失（△） △256 △1,564

特別損失

土地売却損 － 3,030

固定資産除却損 48 241

投資有価証券評価損 － 15

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 240 3,288

税金等調整前四半期純損失（△） △497 △4,852

法人税、住民税及び事業税 20 23

法人税等調整額 14 770

法人税等合計 35 794

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △532 △5,646

四半期純損失（△） △532 △5,646
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △532 △5,646

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 0

繰延ヘッジ損益 80 70

その他の包括利益合計 82 71

四半期包括利益 △450 △5,574

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △450 △5,574

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

客室 6,647 △3.0

宴会 13,361 △2.4

食堂 7,903 △1.6

その他 7,262 △8.8

合計 35,174 △3.7
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