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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 46,800 △3.5 △1,492 ― △2,269 ― △7,540 ―

23年3月期 48,516 △1.2 439 △24.0 △450 ― △17,942 ―

（注）包括利益 24年3月期 △7,462百万円 （―％） 23年3月期 △17,825百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △73.59 ― △67.0 △3.4 △3.2

23年3月期 △175.09 ― △75.4 △0.5 0.9

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  △7百万円 23年3月期  △4百万円

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3月期 57,435 7,635 13.3 △71.88

23年3月期 77,265 14,879 19.3 △1.17

（参考） 自己資本   24年3月期  7,635百万円 23年3月期  14,879百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 927 17,949 △18,520 2,292
23年3月期 3,451 △457 △3,422 1,936

2.  配当の状況 

（注） 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 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 21,500 △0.6 △750 ― △1,000 ― △1,050 ― △10.25

通期 46,400 △0.9 700 ― 200 ― 100 ― 0.98



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 251,733 株 23年3月期 250,644 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 102,465,267 株 23年3月期 102,471,278 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 31,747 △2.7 △1,656 ― △1,758 ― △7,546 ―

23年3月期 32,628 △1.1 534 3.1 41 △75.1 △15,168 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △73.65 ―

23年3月期 △148.02 ―

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3月期 53,015 10,130 19.1 △47.52

23年3月期 74,370 17,405 23.4 23.48

（参考） 自己資本 24年3月期  10,130百万円 23年3月期  17,405百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続を実施中です。 

※ 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。予想にはさまざま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。なお、業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】Ｐ.3「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧
ください。 

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) 15,000 4.5 △650 ― △800 ― △850 ― △8.30

通期 32,600 2.7 500 ― 200 ― 100 ― 0.98



  
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

25年３月期(予想) － 0. 00 0. 00
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① 当期の経営成績 

当期のわが国経済は、平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により大きく後退し、夏場以降回

復の兆しは見られるものの、海外景気の減速や急速に進行した円高による外需減少等により、依然とし

て不透明な状況で推移しました。 

ホテル業界におきましても、こうした経済環境の中、震災直後の企業催事の自粛による宴会需要の

減少に加え、原子力発電所事故・円高などによる外国人旅行客の減少などの影響を大きく受け、当社を

取り巻く状況は極めて厳しいものとなりました。 

このような中で、当社は、昨年３月に公表いたしました中期経営改善計画に則り、事業基盤の構築

を進めるべく、様々な取り組みを行ってまいりました。 

１) リーガロイヤルホテル（大阪）では、昨年８月に、関西のホテルでは 大級の262席を誇る「All 

Day Dining REMONE（リモネ）」をオープンいたしました。同じく８月には、人気の結婚披露宴会場２

室をリニューアルし、隣接する「ザ・クリスタルチャペル」も含め、ブライダル専用ゾーン「ザ・クリ

スタルウィング」として生まれ変わりました。また、本年３月には、タワーウィングの客室331室の改

装及び全客室にインターネットの無線環境の構築を完了し、更なる客室の快適さと利便性の向上を図り

ました。 

２) 昨年９月、森トラスト株式会社との間で締結中の資本業務提携契約を見直し、新たな資本業務提携

契約を締結いたしました。これは、（ⅰ）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、（ⅱ）高級ホテルを複合した都市開発に強みを持つ森

トラスト株式会社との再開発事業に向けての協働、（ⅲ）更なる経営の効率化とリーガロイヤルホテル

ブランドの拡大・発展、などの課題に対処することを目的にしたものです。また、ホテル建替えの実現

に向け、有利子負債の大幅削減による抜本的な財務体質の改善を図るため、リーガロイヤルホテル（大

阪）の敷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。当社は、土地譲渡後

も、事業用定期借地権を取得して、引き続きホテル運営を継続、拡大してまいります。 

３) リーガロイヤルホテル（大阪）では、本年１月16日に、昭和10年のホテル開業から創業77周年を迎

えたことを機に、大阪の拠点として生まれ育まれてきた原点に立ち帰り、ホテルビジョン「大阪の“ホ

ーム”ホテルへ。」を制定いたしました。この中で、新スローガン「Pride of OSAKA -大阪が誇れる

ホテルであり続けること-」を掲げ、リーガロイヤルホテル（大阪）の10年後の建替えも視野に入れ、

大阪のビジネス・観光・交流の「拠点」としてのホテルの役割を、引き続き追求してまいります。 

このように経営改善のための施策を進めてまいりましたが、東日本大震災の影響が大きく、企業催

事の自粛、外国人旅行客の減少、個人消費の低迷などにより、当連結会計年度の売上高は、46,800百万

円と前期比1,715百万円（3.5％）の減収となりました。 

一方損益面は、販売価格の低下や原材料費の増加もあり、売上総利益の減少が大きく、あらゆる経

費の圧縮に努めましたものの、経常損失は2,269百万円（前期は経常損失450百万円）となりました。特

別損益では、特別損失としてリーガロイヤルホテル（大阪）の土地売却損3,030百万円などを計上した

結果、当期純損失は7,540百万円となりました。 

なお、当社グループは、ホテル経営及びホテル附帯業務を事業内容としており、事業セグメントが

単一であるため、セグメント情報を省略しております。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、欧州の金融不安、円高の長期化や電力供給の制約の影響が懸念さ

れ、景気の先行きは不透明で予断を許さない状況が続くと予想されます。 

平成25年３月期の業績につきましては、連結売上高46,400百万円（前連結会計年度比0.9％減）、損

益面では、営業利益700百万円（前連結会計年度は営業損失1,492百万円）、経常利益200百万円（前連

結会計年度は経常損失2,269百万円）、当期純利益100百万円（前連結会計年度は当期純損失7,540百万

円）を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ19,829百万円減少し、57,435百万円となり

ました。内訳では流動資産が同544百万円増加し6,022百万円、固定資産は同20,373百万円減少して

51,412百万円となりました。 

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ20,248百万円減少し、35,428百万円とな

りました。これはリーガロイヤルホテル（大阪）の敷地を売却したことが主因であります。 

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ12,584百万円減少し、49,800百万円とな

りました。これは借入金が17,649百万円減少したこと等によります。 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ7,244百万円減少し、7,635百万円となりま

した。これは当期純損失が7,540百万円であったことが主因であります。これにより自己資本比率は前

連結会計年度末の19.3％から13.3％となりました。 

  

（２）財政状態に関する分析
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② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動及び投資活動によ

る資金の増加が、財務活動による資金の減少を上回ったため、前連結会計年度末と比べ355百万円増加

し、2,292百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ2,524百万円減少し、

927百万円となりました。これは主に減価償却前営業利益が、前連結会計年度は3,200百万円であっ

たのに対し、当連結会計年度は893百万円であったことなどによるものです。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の投資活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ18,406百万円増加し、

17,949百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入の増加等によるものであり

ます。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、前連結会計年度と比べ15,098百万円増加し、

18,520百万円となりました。これは主に借入金の返済による支出の増加等によるものであります。

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息

の支払額を使用しております。 

  

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率（％） 34.5 35.4 33.7 19.3 13.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

28.6 19.8 19.0 20.2 20.5

債務償還年数（年） 10.4 10.9 15.9 13.1 29.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

4.2 3.9 2.9 3.6 1.3
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当社グループは当社、子会社８社及び関連会社１社で構成され、内外顧客の宿泊・料理飲食・貸席

等を中心とするホテル事業を経営する会社、及びホテル附帯事業を経営する会社で構成され、当社がそ

の子会社及び関連会社の経営指導を実施しながら事業活動の展開をしております。 

その主な事業内容と当社グループの事業に係わる主な会社の位置づけについては、次のとおりであ

ります。 

  

 
  

(注) 1.上記の他、その他の関係会社として㈱森トラスト・ホールディングス、森トラスト㈱があります。

2.連結子会社であった㈱広島エアポートホテルは、平成23年９月30日付で当社子会社が保有する同

社の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

3.持分法適用非連結子会社であった㈱リーガフーヅ北九州は、平成23年９月30日付で清算結了した

ため、子会社に該当しなくなりました。 

  

２．企業集団の状況

（１）当社グループの事業に係わる各社の位置づけ

ホテル事業

  ホテル事業の経営 当社(リーガロイヤルホテル(大阪)、リーガロイヤルホテル京都、リ

ーガロイヤルホテル東京)及び㈱リーガロイヤルホテル広島、㈱リー

ガロイヤルホテル小倉、㈱リーガロイヤルホテル新居浜、㈱東京ロイ

ヤルホテル、㈱リーガ中之島イン、ブリヂストン・リーガ㈱の７社は

９ホテルを経営しております。

  ホテル附帯事業の経営 ㈱アール・ピー・ビルディング及び中之島サービス㈱はホテルに附帯

する各種事業を経営しております。

  その他の事業の経営 ホテル外に展開している茨木カンツリー倶楽部食堂、関電会館、住友

クラブ食堂等の８ヵ店の営業を行っております。
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（２）事業の系統図 
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（３）関係会社の状況 

 
  

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類の名称を記載しております。 

２ 議決権の所有割合欄の( )は内書で間接所有(被所有)であります。 

３ ㈱リーガロイヤルホテル小倉の持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたもの

であります。 

４ ※は特定子会社であります。 

  

名称 住所
資本金

又は出資金 
(百万円)

主要な事業 
の内容

議決権の所有
(被所有)割合(％)

(連結子会社)

㈱リーガロイヤルホテル広島   ※ 
広島市
中区

3,000 ホテル事業 51.4

㈱リーガロイヤルホテル小倉  ※
北九州市
小倉北区

3,000 ホテル事業 41.6

㈱リーガロイヤルホテル新居浜 ※
愛媛県
新居浜市

4,100 ホテル事業
67.8
(13.4)

㈱東京ロイヤルホテル
東京都
千代田区

49 ホテル事業
100.0
(27.3)

㈱リーガ中之島イン
大阪市
西区

10 ホテル事業 100.0

㈱アール・ピー・ビルディング
大阪市
北区

230 ホテル事業 100.0

中之島サービス㈱
大阪市
北区

10 ホテル事業 100.0

(持分法適用関連会社)

ブリヂストン・リーガ㈱
堺市
堺区

2,000 ホテル事業 20.0

(その他の関係会社)

㈱森トラスト・ホールディングス
東京都
港区

51
グループ会社の

株式保有

被所有
18.8
(18.8)

森トラスト㈱
東京都
港区

10,000
都市開発、ホテ
ルの経営及び投

資事業

被所有
18.8
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当社は、「誇りうるナンバーワンホテルグループの創造を通じ、社会に貢献すること」を経営の基

本理念としております。そしてお客さまに「感動と満足を提供するホテルとなること」を目指して、

「新規需要の開拓」と「マーケット毎の施策推進」を戦略の柱に、多様なお客さまのニーズに対応し

た商品（サービス）を開発して事業の発展を図ることで「 高級のホテルとしてのブランド」を確立

し、お客さま・株主・従業員などすべての利害関係者が求める「企業価値」を高めていくことを基本

方針としております。 

  

収益力向上を図り、経常利益を増加させることを中期的な経営目標としております。 

  

 今後の経済見通しにつきましては、欧州の金融不安、円高の長期化や電力供給の制約の影響が懸念

され、景気の先行きは不透明で予断を許さない状況が続くと予想されます。一方では、本年10月には世

界210カ国の金融機関が加盟する国際銀行間通信協会（ＳＷＩＦＴ）による大型国際会議「Ｓｉｂｏｓ

（サイボス）」が日本で初めて大阪で開催され、多くのお客様の来阪が見込まれます。 

こうした環境の下、当社は中期経営改善計画に定めた諸施策について役職員全員が全力で取り組むこ

とで、効率経営の徹底を図り、より一層の収益構造の改善を進めてまいります。 

まず営業面では、今後更なる増加が見込まれる国際会議や展示会などＭＩＣＥ（マイス）需要の取り

込みに注力いたします。そのための体制づくりとしてセールス＆マーケティング機能の充実を図るべく

組織の改定を既に実施いたしました。 

また、国際化に対応するべく、社員の語学研修や人材育成など受入れ態勢作りを一層進めてまいりま

す。 

施設面では、お客様に新しい「利用シーン」を提案するべく、客室・レストラン・宴会場・グルメブ

ティックメリッサなど様々な施設をより魅力ある空間にリニューアルしてまいります。 

更に長年培ってきたブランド力を生かした収益機会として、本年６月に開業する「リーガロイヤルグ

ラン沖縄」と本年度よりアソシエイトホテルズに事業形態を転換して営業を継続する「リーガロイヤル

ホテル新居浜」に代表される受託事業・フランチャイズ事業を強化してまいります。 

また、今後中之島西部地区の再開発が進む過程において、森トラスト株式会社及び関電不動産株式会

社ならびに近隣地権者とホテル建替えを含めた再開発事業について、10年後の実現を目指し検討・協議

してまいります。 

以上の点を経営の課題とし、当社及びグループホテル一丸となって業績の改善に邁進する所存でござ

います。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,938 ※2 2,294

売掛金 2,348 2,584

原材料及び貯蔵品 444 410

その他 ※2 757 ※2 742

貸倒引当金 △10 △9

流動資産合計 5,478 6,022

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 84,362 ※1, ※6 86,640

減価償却累計額 △58,553 △59,881

建物及び構築物（純額） 25,809 26,759

土地 ※1, ※3 27,245 ※1, ※3 5,214

リース資産 1,769 2,587

減価償却累計額 △145 △326

リース資産（純額） 1,624 2,260

その他 7,399 7,528

減価償却累計額 △6,402 △6,335

その他（純額） 997 1,193

有形固定資産合計 55,676 35,428

無形固定資産

借地権 24 24

その他 109 75

無形固定資産合計 133 99

投資その他の資産

投資有価証券 ※2, ※4 419 ※2, ※4 348

差入保証金 ※1 15,128 ※1 15,201

その他 578 429

貸倒引当金 △149 △94

投資その他の資産合計 15,976 15,884

固定資産合計 71,786 51,412

資産合計 77,265 57,435
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,456 1,553

短期借入金 ※1, ※5 43,060 ※1, ※5 2,919

賞与引当金 14 99

その他 3,577 4,117

流動負債合計 48,108 8,690

固定負債

長期借入金 ※1, ※5 640 ※1, ※5 23,131

リース債務 1,552 2,142

再評価に係る繰延税金負債 ※3 1,623 ※3 1,422

退職給付引当金 5,615 5,804

商品券回収損引当金 143 148

事業撤退損失引当金 － 1,078

資産除去債務 58 2,299

長期預り金 4,426 4,173

その他 216 909

固定負債合計 14,277 41,110

負債合計 62,385 49,800

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 △27,969

自己株式 △52 △52

株主資本合計 12,576 5,059

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 ※3 2,371 ※3 2,573

その他の包括利益累計額合計 2,303 2,575

純資産合計 14,879 7,635

負債純資産合計 77,265 57,435

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成24年３月期決算短信

10



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 48,516 46,800

売上原価 13,646 13,473

売上総利益 34,870 33,327

販売費及び一般管理費

水道光熱費 2,708 2,716

人件費 ※1 16,201 ※1 16,491

諸経費 ※1 15,521 ※1 15,611

販売費及び一般管理費合計 34,430 34,819

営業利益又は営業損失（△） 439 △1,492

営業外収益

受取利息 9 7

受取配当金 3 5

受取保険金 12 12

受取販売奨励金 － 20

債務勘定整理益 26 24

その他 61 76

営業外収益合計 112 147

営業外費用

支払利息 963 716

シンジケートローン手数料 － 166

その他 39 41

営業外費用合計 1,003 923

経常損失（△） △450 △2,269

特別損失

土地売却損 － 3,030

事業撤退損失引当金繰入額 － 1,078

固定資産除却損 67 280

減損損失 ※2 17,185 ※2 95

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 17,445 4,484

税金等調整前当期純損失（△） △17,896 △6,753

法人税、住民税及び事業税 31 35

法人税等調整額 14 751

法人税等合計 45 786

少数株主損益調整前当期純損失（△） △17,942 △7,540

当期純損失（△） △17,942 △7,540
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連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △17,942 △7,540

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △0

繰延ヘッジ損益 115 70

その他の包括利益合計 116 70

包括利益 △17,825 ※1 △7,470

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △17,825 △7,470

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 18,102 18,102

当期末残高 18,102 18,102

資本剰余金

当期首残高 14,980 14,980

当期末残高 14,980 14,980

利益剰余金

当期首残高 △2,511 △20,453

当期変動額

当期純損失（△） △17,942 △7,540

連結範囲の変動 － 24

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △17,942 △7,516

当期末残高 △20,453 △27,969

自己株式

当期首残高 △51 △52

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △52 △52

株主資本合計

当期首残高 30,519 12,576

当期変動額

当期純損失（△） △17,942 △7,540

連結範囲の変動 － 24

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △17,943 △7,516

当期末残高 12,576 5,059
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 1 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 2 1

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △186 △70

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

115 70

当期変動額合計 115 70

当期末残高 △70 －

土地再評価差額金

当期首残高 2,371 2,371

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 201

当期変動額合計 － 201

当期末残高 2,371 2,573

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 2,187 2,303

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

116 271

当期変動額合計 116 271

当期末残高 2,303 2,575

純資産合計

当期首残高 32,707 14,879

当期変動額

当期純損失（△） △17,942 △7,540

連結範囲の変動 － 24

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 116 271

当期変動額合計 △17,827 △7,244

当期末残高 14,879 7,635
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △17,896 △6,753

減価償却費 2,761 2,386

退職給付引当金の増減額（△は減少） 126 225

土地売却損益（△は益） － 3,030

事業撤退損失引当金繰入額 － 1,078

固定資産除却損 67 280

減損損失 17,185 95

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 －

受取利息及び受取配当金 △12 △13

支払利息 963 716

前払費用の増減額（△は増加） 5 △37

売上債権の増減額（△は増加） 496 △271

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） △6 19

仕入債務の増減額（△は減少） △23 109

長期預り金の増減額（△は減少） △196 △252

その他 △42 346

小計 3,481 958

法人税等の支払額 △29 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,451 927

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △442 △1,101

有形固定資産の売却による収入 － 19,000

投資有価証券の取得による支出 △20 △20

投資有価証券の売却及び償還による収入 23 90

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △16

貸付けによる支出 △90 △57

貸付金の回収による収入 116 84

利息及び配当金の受取額 14 13

その他 △58 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △457 17,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 666 △333

長期借入れによる収入 － 23,964

長期借入金の返済による支出 △3,037 △41,280

利息の支払額 △959 △715

その他 △91 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,422 △18,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △428 355

現金及び現金同等物の期首残高 2,365 1,936

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,936 ※1 2,292
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 該当事項はありません。 

  

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 

 ７社 

連結子会社名は、「２.企業集団の状況 (3）関係会社の状況」に記載しているため省略しており

ます。 

なお、連結子会社であった㈱広島エアポートホテルは、平成23年９月30日付で当社子会社が保有す

る同社の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

  

(2) 非連結子会社の名称等 

㈱ロイヤルマイセン 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

なお、非連結子会社であった㈱リーガフーヅ北九州は、平成23年９月30日付で清算結了したため、

子会社に該当しなくなりました。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 

１社 

会社名 ブリヂストン・リーガ㈱ 

  

(2) 持分法を適用してしない非連結子会社の名称等 

㈱ロイヤルマイセン 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 

なお、持分法非適用会社であった㈱オレンジマーケティングサービスジャパンは、当社が保有する

同社の一部の株式を譲渡したため、関連会社に該当しなくなりました。 

  

(3) 持分法適用会社は決算日が連結決算日と異なるため、当該会社の直近の事業年度に係る財務諸表を使

用しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度末日は、連結決算日と一致しております。 

  

４. 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② デリバティブ取引により生じる債権及び債務 

時価法 

③ 原材料及び貯蔵品 

主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち、当連結会計年度の計算期間に

対応する金額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。 

会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。 

④ 商品券回収損引当金 

一定期間経過後に収益に計上した未使用の商品券について、将来の回収時に発生する損失に備える

ため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を計上しております。 

⑤ 事業撤退損失引当金 

事業撤退に伴う損失に備えるため、損失見込額を計上しております。 

  

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金の利息 

③ ヘッジ方針 

金利スワップについては、借入金の金利変動リスクを回避する目的で行っており、投機目的による

デリバティブ取引は行っておりません。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 
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(5) のれんの償却方法及び償却期間 

当連結会計年度において該当事項はありません。 

  

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動ついて僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなります。 

  

(7) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

従来、連結貸借対照表の固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去債務」は当

連結会計年度では重要性が増したため、区分掲記しております。 

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、固定負債の

「その他」に表示しておりました275百万円は、「資産除去債務」58百万円、「その他」216百万円と

して組み替えております。 

  

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、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前純損失

はそれぞれ364百万円増加しております。 

  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を

適用しております。 

  

（７）会計方針の変更

（８）未適用の会計基準等

（９）表示方法の変更

（10）会計上の見積りの変更

（11）追加情報
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※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。 

担保資産 

 
なお、上記資産のうち、建物及び構築物、及び土地に対しては根抵当権を設定しており、差入

保証金に対しては質権を設定しております。 

  

担保付債務 

 
  

※２ このうち商品券発行にかかる供託金として、211百万円（前連結会計年度は212百万円）は大阪法務局

宛、また28百万円（前連結会計年度は28百万円）は広島法務局宛に差し入れております。 

  

※３ 事業用土地の再評価に関する事項 

当社は土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布法律第24号）に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した

金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。 

  

 ① 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第２条第４号（路線価に基

づいて時点修正等合理的な調整を行う方法）及び上記同施行令第２条第５号（鑑定評価による方

法）により算出しております。 

  

（12）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

 建物及び構築物 21,713百万円 22,700百万円

 土地 26,182百万円 4,152百万円

差入保証金 14,779百万円 14,779百万円

計 62,676百万円 41,632百万円

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

 短期借入金 42,572百万円 2,904百万円

長期借入金 －百万円 23,039百万円

計 42,572百万円 25,943百万円
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 ② 再評価を行った年月日 

 平成12年３月31日 

  

 
  

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

 
  

※５ 財務制限条項 

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残高37,200百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には、多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた通知により、

契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっておりま

す。 

1.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を

26,062百万円以上に、連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を26,235百万円以上に、それぞ

れ維持すること。 

2.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書における経常損益をい

ずれも２期連続で損失としないこと。 

3.本契約締結日以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債の合計金額

が、連結の損益計算書に記載される営業損益及び減価償却費の合計金額を14倍した金額を２期連続し

て超過しないこと。なお、有利子負債とは、連結の貸借対照表に記載される短期借入金、１年以内返

済予定の長期借入金、長期借入金、１年以内償還予定の社債、社債等の合計金額とし、減価償却費と

は、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費の金額とする。 

なお、当連結会計年度において、上記の財務制限条項１及び２に抵触いたしましたが、既に当該契

約に参加する全ての金融機関から、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の通知を受領しておりま

す。 

  

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

 

再評価をおこなった事業用土地の期末におけ

る時価の合計額と当該事業用土地の再評価後

の帳簿価額の合計額との差額

410百万円 431百万円

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

 投資有価証券（株式） 47百万円 ５百万円
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当連結会計年度（平成24年３月31日） 

借入金のうち、シンジケートローン契約（期末残高23,764百万円）には財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた通知により、契

約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。

1.本契約締結日以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を8,619百

万円以上に、連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を6,860百万円以上に、それぞれ維持す

ること。 

2.平成25年3月期末日以降、各事業年度末における単体及び連結の損益計算書における営業損益を、い

ずれも２期連続で損失としないこと。 

  

※６ 国庫補助金等による固定資産圧縮損 

国庫補助金等による圧縮記帳額は９百万円であり、連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除

しております。 

なお、その内訳は建物及び構築物９百万円であります。 
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※１ 人件費及び諸経費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。  

 
  

※２ 減損損失  

当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 
当社グループは減損損失の算定にあたって、概ね独立のキャッシュ・フローを生み出す 小の単位と

して、原則として個々のホテルを基本単位として資産のグルーピングを行っております。 

ただし、外部出店レストランについては、各地域における管理会計上の区分等を単位として資産のグ

ルーピングを行っております。 

需要の落込み等により収益性が低下した上記の資産グループについては、将来キャッシュ・フローに

よって当資産グループの帳簿価額を全額回収出来る可能性が低いと判断し、当資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

4％で割り引いて算出しております。 

  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

 人件費 給与手当等 11,534百万円 11,760百万円

 賞与引当金繰入額 14百万円 99百万円

退職給付費用 1,022百万円 1,001百万円

福利厚生費 1,632百万円 1,731百万円

業務委託費 1,905百万円 1,816百万円

諸経費 地代家賃 3,989百万円 4,101百万円

減価償却費 2,761百万円 2,386百万円

貸倒引当金繰入額 7百万円 0百万円

用途 場所 種類 減損損失

 

ホテル 広島県広島市

建物 7,262百万円

 その他 554百万円

合計 7,816百万円

ホテル 福岡県北九州市

建物 5,847百万円

その他 241百万円

合計 6,089百万円

ホテル 東京都新宿区

建物 3,007百万円

その他 211百万円

合計 3,219百万円

外部出店レストラ
ン

大阪府大阪市

建物 54百万円

その他 6百万円

合計 60百万円

合計

建物 16,170百万円

その他 1,014百万円

合計 17,185百万円
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 
当社グループは減損損失の算定にあたって、概ね独立のキャッシュ・フローを生み出す 小の単位と

して、原則として個々のホテルを基本単位として資産のグルーピングを行っております。 

需要の落込み等により収益性が低下した上記の資産グループについては、将来キャッシュ・フローに

よって当資産グループの帳簿価額を全額回収出来る可能性が低いと判断し、当資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

4％で割り引いて算出しております。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額  

  

 
  

用途 場所 種類 減損損失

 

ホテル 広島県広島市

建物 29百万円

 その他 65百万円

合計 95百万円

(連結包括利益計算書関係)

その他有価証券評価差額金

 当期発生額 0百万円

 組替調整額 －百万円

税効果調整前 0百万円

税効果額 △1百万円

その他有価証券評価差額金 △0百万円

繰延ヘッジ損益

当期発生額 70百万円

組替調整額 －百万円

税効果調整前 70百万円

税効果額 －百万円

繰延ヘッジ損益 70百万円

その他の包括利益合計 70百万円
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    11千株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の処分による減少     ０千株 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    １千株 

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 102,716 ― ― 102,716

Ａ種優先株式(千株) 300 ― ― 300

合計 103,016 ― ― 103,016

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 240 11 0 250

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 102,716 ― ― 102,716

Ａ種優先株式(千株) 300 ― ― 300

合計 103,016 ― ― 103,016

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 250 １ ― 251

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

 現金及び預金勘定 1,938百万円 2,294百万円

 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △2百万円 △2百万円

現金及び現金同等物 1,936百万円 2,292百万円
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 当社グループは、内外顧客の宿泊・料理飲食・貸席等を中心とするホテル経営及びホテル附帯業務

を事業内容としております。商品やサービスの内容、商品の販売方法、サービスの提供方法、販売市

場が類似しており、経営資源の配分の決定及び業績評価は当社グループ全体で行っていること等から

判断して、事業セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 
(注)1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失のため記載しており

ません。 

 2．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
 3．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(１株当たり情報)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

１株当たり純資産額 △1.17円 △71.88円

１株当たり当期純損失金額 175.09円 73.59円

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

１株当たり純損失金額

当期純損失 17,942百万円 7,540百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

普通株式に係る当期純損失 17,942百万円 7,540百万円

普通株式の期中平均株式数 102,471千株 102,465千株

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

純資産の部の合計額 14,879百万円 7,635百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 15,000百万円 15,000百万円

普通株式に係る純資産額 △120百万円 △7,364百万円

１株当たり純資産額の算定に用いられる期末
の普通株式の数

102,465千株 102,464千株
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当社は、平成24年4月26日付で、当社の連結子会社である株式会社リーガロイヤルホテル新居浜の当社

が保有する全株式（間接保有を含む）及び、同社に対する債権をブリーズベイホテル株式会社へ譲渡致し

ました。 

これにより、翌連結会計年度から連結子会社である株式会社リーガロイヤルホテル新居浜は、連結の範

囲から除外致します。なお、同社の平成24年３月31日現在の要約財務情報は次の通りです。 

  

 
  

リース取引、関連当事者、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(重要な後発事象)

流動資産合計 193百万円

固定資産合計 1,391百万円

流動負債合計 222百万円

固定負債合計 9,182百万円

純資産合計 △7,818百万円

売上高 1,148百万円

営業損失 5百万円

経常損失 145百万円

当期純損失 151百万円

(開示の省略)
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 部門別売上実績 

 （単位 金額：百万円、構成比％、増減率％）

 
（注）受注生産は行っておりません。 

  

(生産、受注及び販売の状況)

部    門

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日  

  至 平成23年３月31日）

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日  

  至 平成24年３月31日）
比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

客    室 8,742 18.0 8,471 18.1 △270 △3.1

宴    会 18,369 37.9 17,975 38.4 △394 △2.1

食    堂 10,632 21.9 10,537 22.5 △95 △0.9

そ の 他 10,771 22.2 9,815 21.0 △955 △8.9

合    計 48,516 100.0 46,800 100.0 △1,715 △3.5
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 838 1,364

売掛金 1,626 1,827

有価証券 90 29

原材料及び貯蔵品 330 319

前払費用 362 395

関係会社短期貸付金 296 －

未収入金 103 471

その他 55 62

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 3,697 4,464

固定資産

有形固定資産

建物 53,488 55,202

減価償却累計額 △34,697 △35,638

建物（純額） 18,791 19,564

構築物 844 861

減価償却累計額 △702 △713

構築物（純額） 141 147

機械及び装置 1,775 1,806

減価償却累計額 △1,487 △1,512

機械及び装置（純額） 287 294

車両運搬具 123 124

減価償却累計額 △115 △115

車両運搬具（純額） 7 8

工具、器具及び備品 3,331 3,462

減価償却累計額 △2,703 △2,683

工具、器具及び備品（純額） 627 778

土地 14,322 5,214

リース資産 1,751 2,562

減価償却累計額 △133 △311

リース資産（純額） 1,618 2,251

建設仮勘定 － 2

有形固定資産合計 35,796 28,261

無形固定資産

ソフトウエア 89 55

電話加入権 15 15

無形固定資産合計 104 71
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 343 343

関係会社株式 574 89

従業員に対する長期貸付金 142 123

関係会社長期貸付金 49,086 41,048

差入保証金 8,141 8,224

その他 223 140

貸倒引当金 △23,741 △29,752

投資その他の資産合計 34,770 20,217

固定資産合計 70,672 48,550

資産合計 74,370 53,015

負債の部

流動負債

買掛金 882 1,005

短期借入金 1,708 1,378

1年内返済予定の長期借入金 41,114 1,457

リース債務 96 178

未払金 58 358

未払費用 912 1,236

未払法人税等 76 73

未払消費税等 128 34

前受金 616 566

預り金 188 286

賞与引当金 － 58

その他 194 121

流動負債合計 45,976 6,754

固定負債

長期借入金 532 23,039

リース債務 1,538 2,120

繰延税金負債 16 576

再評価に係る繰延税金負債 1,623 1,422

退職給付引当金 4,317 4,437

商品券回収損引当金 131 136

長期預り金 2,697 2,581

資産除去債務 58 1,734

その他 72 80

固定負債合計 10,988 36,129

負債合計 56,964 42,884
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 18,102 18,102

資本剰余金

資本準備金 14,980 14,980

資本剰余金合計 14,980 14,980

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △17,927 △25,474

利益剰余金合計 △17,927 △25,474

自己株式 △52 △52

株主資本合計 15,102 7,555

評価・換算差額等

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 2,573

評価・換算差額等合計 2,303 2,575

純資産合計 17,405 10,130

負債純資産合計 74,370 53,015

㈱ロイヤルホテル（9713）　平成24年３月期決算短信

32



（２）損益計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高

室料 5,066 4,889

料理及び飲料代 11,856 11,437

その他の収入 13,959 13,717

サービス料 1,746 1,702

売上高合計 32,628 31,747

売上原価 9,781 9,729

売上総利益 22,846 22,018

販売費及び一般管理費

水道光熱費 1,554 1,607

給料及び手当 7,875 8,136

賞与引当金繰入額 － 58

退職給付費用 775 763

福利厚生費 1,099 1,173

業務委託費 1,134 1,117

その他の人件費 69 67

修繕費 261 516

地代家賃 2,273 2,356

租税公課 649 726

減価償却費 1,609 1,942

その他の経費 5,009 5,208

販売費及び一般管理費合計 22,311 23,674

営業利益又は営業損失（△） 534 △1,656

営業外収益

受取利息 409 721

受取配当金 3 5

その他 74 74

営業外収益合計 487 801

営業外費用

支払利息 951 710

シンジケートローン手数料 － 166

その他 28 27

営業外費用合計 980 903

経常利益又は経常損失（△） 41 △1,758
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

特別利益

土地売却益 － 1,934

特別利益合計 － 1,934

特別損失

貸倒引当金繰入額 14,513 6,360

関係会社株式評価損 － 441

固定資産除却損 59 270

減損損失 438 －

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 15,203 7,072

税引前当期純損失（△） △15,161 △6,896

法人税、住民税及び事業税 △7 88

法人税等調整額 14 561

法人税等合計 6 650

当期純損失（△） △15,168 △7,546
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 18,102 18,102

当期末残高 18,102 18,102

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 14,980 14,980

当期末残高 14,980 14,980

資本剰余金合計

当期首残高 14,980 14,980

当期末残高 14,980 14,980

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △2,759 △17,927

当期変動額

当期純損失（△） △15,168 △7,546

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △15,168 △7,546

当期末残高 △17,927 △25,474

利益剰余金合計

当期首残高 △2,759 △17,927

当期変動額

当期純損失（△） △15,168 △7,546

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △15,168 △7,546

当期末残高 △17,927 △25,474

自己株式

当期首残高 △51 △52

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △52 △52

株主資本合計

当期首残高 30,272 15,102

当期変動額

当期純損失（△） △15,168 △7,546

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △15,169 △7,546

当期末残高 15,102 7,555
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 1 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 2 1

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △186 △70

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 115 70

当期変動額合計 115 70

当期末残高 △70 －

土地再評価差額金

当期首残高 2,371 2,371

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 201

当期変動額合計 － 201

当期末残高 2,371 2,573

評価・換算差額等合計

当期首残高 2,186 2,303

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 116 271

当期変動額合計 116 271

当期末残高 2,303 2,575

純資産合計

当期首残高 32,459 17,405

当期変動額

当期純損失（△） △15,168 △7,546

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 116 271

当期変動額合計 △15,053 △7,275

当期末残高 17,405 10,130
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該当事項はありません。 

  

部門別売上実績 

                        （単位 金額：百万円、構成比％、増減比％）

 
(注) 受注生産は行っておりません。 

  

  

（別 紙） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）生産、受注及び販売の状況

部    門

前事業年度
(自 平成22年４月１日  

   至 平成23年３月31日）

当事業年度
(自 平成23年４月１日  

  至 平成24年３月31日）
比  較

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減比

リーガロイヤルホテル（大阪）

客      室 3,150 9.7 3,084 9.7 △66 △2.1

宴      会 8,351 25.6 8,403 26.5 51 0.6

食      堂 5,083 15.6 4,954 15.6 △128 △2.5

そ  の  他 6,548 20.0 6,118 19.3 △430 △6.6

計 23,134 70.9 22,562 71.1 △572 △2.5

リーガロイヤルホテル京都 5,766 17.7 5,685 17.9 △81 △1.4

リーガロイヤルホテル東京 3,727 11.4 3,500 11.0 △226 △6.1

合    計 32,628 100.0 31,747 100.0 △880 △2.7

６．その他

   役員の異動
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平成２４年５月１５日 

各  位 
会 社 名  株式会社ロイヤルホテル  
代 表 者  代表取締役社長 川 崎    亨 

（コード番号９７１３ 大証第２部） 
  問い合せ先 常務執行役員総務部長 尾 本 恵 嗣 

（ＴＥＬ：０６－６４４８－１１２５） 
 
 

役員の異動に関するお知らせ 
                      

平成２４年５月１５日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議いたしました 
ので、お知らせいたします。 
 
                  記 
 

１．取締役の担当業務の異動（平成２４年５月１５日付）      （下線は変更箇所） 
新 役 職 氏 名 現 役 職 

 
代表取締役副社長 
 加

か

 島
しま

 敏
とし

 幸
ゆき

 

 
代表取締役副社長 
企画部門担当 
 

取締役常務執行役員 
企画部門・リーガロイヤルホテル

京都・リーガロイヤルホテル東京

担当、リーガロイヤルホテル（大

阪）オペレーション統括部副担当 

中
なか

 村
むら

 雅
まさ

 昭
あき

 

取締役常務執行役員 
企画部門・リーガロイヤルホテル

（大阪）オペレーション統括部副

担当、リーガロイヤルホテル京

都・リーガロイヤルホテル東京

担当 
 

                                 以 上 



                   
                  

 
平成２４年５月１５日 

各  位 
会 社 名  株式会社ロイヤルホテル  
代 表 者  代表取締役社長 川 崎    亨 

（コード番号９７１３ 大証第２部） 
  問い合せ先 常務執行役員総務部長 尾 本 恵 嗣 

（ＴＥＬ：０６－６４４８－１１２５） 
 
 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 
                      

平成２４年５月１５日開催の取締役会において、代表取締役およびその他の役員の異動 
について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、本年６月２８日に開催予定の定時株主 
総会において正式に決定する予定であり、また代表取締役の選定につきましては、同株主 
総会の終了後に開催の取締役会で正式に決定する予定です。 
 
 
                  記 
 

１．代表取締役の異動（平成２４年６月２８日付） 
 

（１）代表取締役の異動の内容                 （下線は変更箇所） 
新 役 職 氏 名 現 役 職 

退 任 加
か

 島
しま

 敏
とし

 幸
ゆき

 

 

代表取締役副社長 

  

代表取締役副社長 

社長室担当、リーガロイヤルホ

テル（大阪）セールス統括部・

マーケティング部担当 

高
たか

 舛
ます

 啓
けい

 次
じ

 

専務執行役員  

社長室担当、リーガロイヤルホ

テル（大阪）セールス統括部・

マーケティング部担当 

 

（２）代表取締役の異動の理由 

  変化の激しい経営環境に対応するために、若返りを行い、営業力をはじめとする経営体制の 

さらなる強化をはかるものであります。 

 

（３）新任代表取締役の経歴等 

   ①氏名       高舛 啓次 

   ②生年月日     昭和２８年３月２日 

   ③出身地      広島県 



                   
                  

   ④最終学歴     和歌山大学 経済学部 

   ⑤略歴      

    昭和５２年４月  株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 

    平成１７年５月  同行 執行役員  

    平成２０年５月  株式会社関西アーバン銀行 専務執行役員   

    平成２０年６月  同行 専務取締役（兼）専務執行役員  

平成２２年３月  同行 （株式会社びわこ銀行との合併に伴い）取締役（兼）専務執行役員 

平成２３年６月  当社 専務執行役員  

    平成２４年４月  当社 専務執行役員 社長室担当、リーガロイヤルホテル（大阪）セール   

 ス統括部・マーケティング部担当（現在に至る） 

   ⑥所有株式数（平成２４年３月３１日現在） ０株 

 
 

２．取締役の異動（平成２４年６月２８日付） 
 

（１）新任取締役候補者                      
新 役 職 氏 名 現 役 職 

取締役 
＜関西電力株式会社 代表取締役

会長＞ 森
もり

  詳
しょう

 介
すけ

 
＜関西電力株式会社 代表取締役

会長＞ 

        なお、同氏は、社外取締役候補者です。 
 

（２）退任予定取締役        
氏 名 現 役 職 

森
もり

 井
い

 清
きよ

 二
じ

 

 
取締役 
 

   なお、同氏は、社外取締役です。 
 
 
（３）その他の取締役の人事異動                 （下線は変更箇所）       

新 役 職 氏 名 現 役 職 

常務取締役 
企画部門・リーガロイヤルホテル

京都・リーガロイヤルホテル東京

担当、リーガロイヤルホテル（大

阪）オペレーション統括部副担当

中
なか

 村
むら

 雅
まさ

 昭
あき

 

取締役常務執行役員 
企画部門・リーガロイヤルホテル

京都・リーガロイヤルホテル東京

担当、リーガロイヤルホテル（大

阪）オペレーション統括部副担当

 
 
 
 
 



                   
                  

 
３．監査役の異動（平成２４年６月２８日付） 

 
（１）新任監査役候補者                      

新 役 職 氏 名 現 役 職 

監査役 
＜大阪弁護士会 弁護士、佐藤 
信昭法律事務所＞ 

佐
さ

 藤
とう

 信
のぶ

 昭
あき

 
＜大阪弁護士会 弁護士、佐藤  

信昭法律事務所＞ 

監査役 
＜京阪神ビルディング株式会社

顧問＞ 阪
さか

 尾
お

 正
まさ

 一
かず

 
＜京阪神ビルディング株式会社

顧問＞ 

        なお、佐藤信昭氏及び阪尾正一氏は、社外監査役候補者です。 
 

（２）退任予定監査役        
氏 名 現 役 職 

荒
あら

 川
かわ

 洋
よう

 二
じ

 

 
監査役 
 

北
きた

 村
むら

 明太郎
めいたろう

 監査役 

なお、荒川洋二氏及び北村明太郎氏は、社外監査役です。 
 

４．執行役員の異動（平成２４年６月２８日付） 
 

（１）退任予定執行役員    
氏 名 現 役 職 

奥
おく

 野
の

 源
げん

太郎
た ろ う

 

常務執行役員 
リーガロイヤルホテル（大阪）

セールス統括部営業担当（海外

営業部・アジアマーケティング

室・ブライダル部） 

                                   
 以 上 




