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1.  平成25年1月期第2四半期の業績（平成24年2月1日～平成24年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年1月期第2四半期 1,522 19.2 14 ― 22 ― 24 10.7
24年1月期第2四半期 1,277 △21.0 △165 ― △155 ― 21 ―

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

25年1月期第2四半期 9.06 ―
24年1月期第2四半期 8.19 ―

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

25年1月期第2四半期 3,843 2,786 72.5 1,071.17
24年1月期 3,755 2,748 73.2 1,056.66
（参考） 自己資本  25年1月期第2四半期  2,786百万円 24年1月期  2,748百万円

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  
現時点において平成２５年１月期の配当予想については、中間配当金は無配、期末配当は未定であります。 

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

24年1月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年1月期 ― 0.00
25年1月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 1月期の業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1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  ：  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24年9月7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。 

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 3,100 17.8 0 ― 15 ― 13 ― 5.00



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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） 

※  注記事項

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） 25年1月期2Q 2,628,000 株 24年1月期 2,628,000 株
② 期末自己株式数 25年1月期2Q 27,151 株 24年1月期 27,128 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期2Q 2,600,853 株 24年1月期2Q 2,600,930 株

※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、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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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頁「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、東日本大震災の復興需要等を背景として、一部に緩や

かな回復基調を見せているものの、欧州の財政危機問題が金融資本市場に及ぼす影響や、円高・デフレ

のリスクは依然として存在しており、非常に不安定な状況下で推移しました。 

当飲食業界におきましては、各種原材料の高騰や、震災後の外食需要の回復基調もひと段落したこと

に加え、景気の先行き不透明感から消費者の節約志向が続くなど、大変厳しい環境にあります。 

このような情勢下、当社は創業140周年を迎えました。節目の年にあたる本年、赤字脱却と新たな精

養軒構築を目指し、「中期経営計画140」を策定しスタートを切りました。その一環として婚礼特別プ

ランの企画及び積極的な広告媒体への掲載、恒例の夏期限定屋上ビアガーデンにおける営業時間の延

長、ギフト商品として新商品「国産牛ホホ肉のデミグラスソース煮」の発売など、新規顧客の開拓及び

売上高の確保・収益性の向上を目指してまいりました。一方で、「日本橋店」（中央区日本橋室町１-

５-３福島ビル９Ｆ）と「池袋店」（豊島区西池袋１-１-25東武百貨店12Ｆ）は諸般の事情により、平

成24年７月下旬をもちまして閉店いたしました。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,522百万円（前年同期は1,277百万円）となりました。

営業利益は14百万円（前年同期は営業損失165百万円）、経常利益は22百万円（前年同期は経常損失155

百万円）、四半期純利益は24百万円（前年同期は21百万円）となりました。 

なお、平成24年９月より現在改築中の上野駅前「ＵＥＮＯ3153」（台東区上野公園１-57）内へ出店

予定のレストラン「上野精養軒3153（サイゴーサン）」店を新たに加え、上野本店を中心とした店舗展

開と、上野公園内の博物館・美術館・動物園等の各種イベントにちなんだメニュー開発、積極的な宣伝

活動を展開し、集客力の強化に努めてまいります。 

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、当第２四半期累計期間のレストラン部門の売上高は836百万円(前年同期は

745百万円)、宴会他部門の売上高は667百万円(前年同期は513百万円)、飲食業全体の売上高は1,503百

万円(前年同期は1,258百万円)、営業利益７百万円(前年同期は営業損失169百万円)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(前年同期は19百万円)、営業利益６百万円(前年同期は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88百万円増加し3,843百万円となりま

した。流動資産は39百万円増加の1,276百万円、固定資産は49百万円増加の2,567百万円となりました。

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が50百万円増加したことによるものです。 

固定資産の増加の主な要因は、投資その他の資産の投資有価証券の時価上昇による33百万円増加と、

その他に含まれる差入保証金が34百万円増加したことによるものです。 

(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51百万円増加し、1,057百万円となりまし

た。流動負債は52百万円増加の350百万円、固定負債は１百万円減少の708百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、その他に含まれる未払消費税等が19百万円増加と、諸税預り金が15百

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17百万円減少した一方で、繰延税金負債が11百万円

増加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38百万円増加し2,786百万円となりました。

この増加の主な要因は、四半期純利益の計上等で利益剰余金が16百万円増加と、その他有価証券評価差

額金が22百万円増加したことによるものです。 

１．当四半期決算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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(キャッシュ・フローの状況)  

当第２四半期会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150百万円増加し579百万円となりました。当第２四半期累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) 

営業活動の結果得られた資金は90百万円(前年同期は124百万円の使用)となりました。この主な要因

は、減価償却費54百万円を計上、その他に含まれる未払消費税等が19百万円増加したことによるもので

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68百万円(前年同期は９百万円)となりました。この主な要因は、定期

預金の預入と支出の差により100百万円増加した一方で、有形固定資産の取得により34百万円支出した

ことによるものです。 

(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、８百万円（前年同期は13百万円）となりました。この主なものは配

当金の支払いであります。 

  

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24年９月７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。 

なお、当第２四半期累計期間において平成25年１月期の配当予想については、平成24年３月16日に公

表しました「平成24年１月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

 
  

該当事項はありません。 

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更)

当社は平成24年７月において、一部の営業店を閉店いたしました。これにより、当該物件の不動産賃貸借契

約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、より精緻な見積りが可能になったため、見

積額の変更を行っております。

この変更により、従来に比べて、当第２四半期累計期間の売上総利益は4,766千円、営業利益及び経常利益並

びに四半期純利益はそれぞれ15,100千円増加しております。

（３）追加情報

第１四半期会計期間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。

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,083,240 1,133,277

売掛金 91,325 85,492

たな卸資産 31,696 33,533

その他 33,364 26,390

貸倒引当金 △2,900 △2,600

流動資産合計 1,236,724 1,276,092

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 831,414 793,197

土地 603,193 603,191

その他（純額） 80,467 100,601

有形固定資産合計 1,515,074 1,496,989

無形固定資産 3,868 3,433

投資その他の資産   

投資有価証券 818,668 851,924

長期預金 100,000 100,000

その他 80,766 114,941

投資その他の資産合計 999,433 1,066,865

固定資産合計 2,518,376 2,567,287

資産合計 3,755,101 3,843,379

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,631 65,063

未払金 76,005 85,613

未払費用 74,252 84,747

未払法人税等 3,925 3,727

賞与引当金 31,000 30,000

資産除去債務 38,300 23,200

その他 19,916 57,203

流動負債合計 298,028 349,553

固定負債   

退職給付引当金 566,133 549,213

役員退職慰労引当金 69,098 75,232

繰延税金負債 61,520 72,228

その他 12,072 11,193

固定負債合計 708,824 707,867

負債合計 1,006,852 1,057,419
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年７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 2,521,757 2,537,526

自己株式 △20,475 △20,482

株主資本合計 2,637,012 2,652,774

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 111,237 133,186

評価・換算差額等合計 111,237 133,186

純資産合計 2,748,249 2,785,960

負債純資産合計 3,755,101 3,843,379
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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23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 1,277,115 1,522,207

売上原価 591,019 636,369

売上総利益 686,097 885,838

販売費及び一般管理費 850,846 872,187

営業利益又は営業損失（△） △164,750 13,651

営業外収益   

受取利息 1,205 1,093

受取配当金 5,338 3,900

雑収入 3,378 3,307

営業外収益合計 9,921 8,300

経常利益又は経常損失（△） △154,829 21,951

特別利益   

固定資産売却益 － 2,862

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 188,779 2,862

特別損失   

固定資産除却損 11,557 141

特別損失合計 11,557 141

税引前四半期純利益 22,394 24,672

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 21,294 23,572
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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23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24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 22,394 24,672

減価償却費 56,201 53,752

貸倒引当金の増減額（△は減少） 800 △300

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △180,165 △16,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △62,103 6,134

受取利息及び受取配当金 △6,543 △4,993

有形固定資産除却損 985 141

売上債権の増減額（△は増加） 3,834 5,832

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,186 △1,836

仕入債務の増減額（△は減少） 14,464 10,432

資産除去債務の増減額（△は減少） － △15,100

その他 27,040 25,955

小計 △129,280 86,770

利息及び配当金の受取額 6,542 4,993

法人税等の支払額 △1,607 △1,376

営業活動によるキャッシュ・フロー △124,344 90,387

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 △122,000 △124,000

定期預金の払戻による収入 222,000 224,000

有形固定資産の取得による支出 △89,954 △34,330

有形固定資産の売却による収入 － 2,862

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 9,446 67,932

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △12,965 △7,796

その他 △63 △486

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,028 △8,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △127,926 150,037

現金及び現金同等物の期首残高 557,123 429,240

現金及び現金同等物の四半期末残高 429,197 579,277
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

 
 (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。 

  

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成 24年２月１日  至  平成 24年７月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
 (注)セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計

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 ― 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 ― 1,277,115

セグメント利益又は損失(△) △169,423 4,673 △164,750 ― △164,750

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計

飲食業 賃貸業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,503,150 19,057 1,522,207 ― 1,522,207

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,503,150 19,057 1,522,207 ― 1,522,207

セグメント利益 7,437 6,214 13,651 ― 13,651

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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