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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 20,768 △4.0 △416 ― △656 ― △767 ―

24年3月期第2四半期 21,634 △4.0 △1,689 ― △2,271 ― △6,478 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △765百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △6,408百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △7.49 ―

24年3月期第2四半期 △63.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 54,654 6,875 12.6
24年3月期 57,435 7,635 13.3

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,875百万円 24年3月期  7,635百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 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、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 46,400 △0.9 700 ― 200 ― 100 ― 0.98



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「サマリー情報（注記事項）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」をご覧ください。 

(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は終了しております。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社リーガロイヤルホテル新居浜

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   ：  無

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3月期2Q 102,716,515 株 24年3月期 102,716,515 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 251,983 株 24年3月期 251,733 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 102,464,699 株 24年3月期2Q 102,465,593 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

24年3月期 － 0.00 － 0.00 0.00

25年3月期 － 0.00

25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、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな回復

の兆しは見られるものの、欧州の債務危機問題や円高の長期化、デフレなどの影響により本格的な回復

には至らず、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、法人需要や個人消費に回復の兆しも見え始めましたが、先行きの不透明

感による消費動向の減退、業界内の競争激化など取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続いており

ます。 

このような中、当社は昨年３月に公表いたしました中期経営改善計画の実現に向けて、ブランドの再

構築、セールス＆マーケティング機能の強化、また、人件費をはじめあらゆる経費の節減に努める等効

率経営の徹底に取り組んでまいりました。 

施設面では６月にリーガロイヤルホテル（大阪）において、プライベート感溢れるロケーションを生

かした「イタリアンレストラン ベラ コスタ」をアネックス７階に、「ホテイチ（ホテルの１階）」の

流行語の先駆けとなった「グルメブティック メリッサ」をより注目度の高いメインロビーにてそれぞ

れリニューアルオープンいたしました。また、９月にはリーガロイヤルホテル京都において、チャペル

と２つの宴会場を大型ブライダルエリアとして魅力ある空間に改装いたしました。 

このように売上増強のため様々な施策を進めてまいりましたが、連結子会社の減少により当第２四半

期連結累計期間の売上高は、20,768百万円と前期比866百万円(4.0％)の減収となりました。なお、連結

子会社減少による影響を除外すると前期比81百万円(0.4％)の増収となりました。 

損益面では、営業損失416百万円（前年同期は営業損失1,689百万円）、経常損失656百万円（前年同

期は経常損失2,271百万円）、四半期純損失767百万円（前年同期は四半期純損失6,478百万円）となり

ました。 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ2,781百万円減少し54,654百万円となりました。 

内訳では流動資産が同586百万円減少し5,436百万円となりました。これは売掛金が399百万円減少し

たこと等によります。固定資産は同2,194百万円減少し49,217百万円となりました。これは子会社株式

の譲渡による連結範囲の変更により有形固定資産が減少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2,021百万円減少し47,778百万円となりました。これは買掛金

が463百万円および前期末に計上した事業撤退損失引当金が1,078百万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759百万円減少し6,875百万円となりました。これは四半期純損失

の計上等によります。これにより自己資本比率は、前連結会計年度末の13.3％から12.6％になりまし

た。 

  

平成25年3月期の業績予想に関しましては、平成24年5月15日の決算発表時点と変更はありません。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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前連結会計年度において連結子会社であった㈱リーガロイヤルホテル新居浜は、平成24年４月26日付

で当社が保有する同社の全株式（間接保有を含む）及び、同社に対する債権を譲渡したため、第１四半

期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,294 2,272

売掛金 2,584 2,185

有価証券 58 60

原材料及び貯蔵品 410 368

その他 684 555

貸倒引当金 △9 △7

流動資産合計 6,022 5,436

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 86,640 82,313

減価償却累計額 △59,881 △57,662

建物及び構築物（純額） 26,759 24,650

土地 5,214 5,214

リース資産 2,587 2,822

減価償却累計額 △326 △453

リース資産（純額） 2,260 2,369

その他 7,528 6,819

減価償却累計額 △6,335 △5,603

その他（純額） 1,193 1,215

有形固定資産合計 35,428 33,450

無形固定資産 99 88

投資その他の資産

差入保証金 15,201 15,168

その他 777 597

貸倒引当金 △94 △87

投資その他の資産合計 15,884 15,679

固定資産合計 51,412 49,217

資産合計 57,435 54,654
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,553 1,089

短期借入金 2,919 4,358

賞与引当金 99 198

その他 4,117 3,771

流動負債合計 8,690 9,419

固定負債

長期借入金 23,131 21,626

退職給付引当金 5,804 5,653

商品券回収損引当金 148 149

事業撤退損失引当金 1,078 －

資産除去債務 2,299 2,311

その他 8,648 8,618

固定負債合計 41,110 38,359

負債合計 49,800 47,778

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 △27,969 △28,731

自己株式 △52 △52

株主資本合計 5,059 4,297

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1 4

土地再評価差額金 2,573 2,573

その他の包括利益累計額合計 2,575 2,577

純資産合計 7,635 6,875

負債純資産合計 57,435 54,654
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 21,634 20,768

売上原価 6,102 5,415

売上総利益 15,531 15,352

販売費及び一般管理費

水道光熱費 1,434 1,365

人件費 8,528 7,033

諸経費 7,259 7,370

販売費及び一般管理費合計 17,221 15,768

営業損失（△） △1,689 △416

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 4 1

受取販売奨励金 20 －

債務勘定整理益 13 8

その他 32 18

営業外収益合計 74 31

営業外費用

支払利息 465 254

シンジケートローン手数料 166 －

その他 24 16

営業外費用合計 656 271

経常損失（△） △2,271 △656

特別損失

固定資産除却損 237 73

事業撤退損 － 41

投資有価証券評価損 13 14

ゴルフ会員権評価損 － 6

土地売却損 3,030 －

特別損失合計 3,281 136

税金等調整前四半期純損失（△） △5,553 △792

法人税、住民税及び事業税 19 15

法人税等調整額 905 △40

法人税等合計 924 △24

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,478 △767

四半期純損失（△） △6,478 △767
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,478 △767

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 2

繰延ヘッジ損益 70 －

その他の包括利益合計 69 2

四半期包括利益 △6,408 △765

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,408 △765

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24年４月１日 至 平成24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24年４月１日 至 平成24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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

客室 4,234 0.5

宴会 7,684 △2.9

食堂 4,853 △2.3

その他 3,995 △12.0

合計 20,768 △4.0
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平成24年11月14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24年４月 １日 

 至 平成24年９月30日)

前第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)
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 1,545 10.8 1,555 10.8 △ 10 △ 0.7

宴    会 3,779 26.3 3,768 26.3 11 0.3

食    堂 2,297 16.0 2,396 16.7 △ 98 △ 4.1

そ の 他 2,472 17.2 2,577 18.0 △ 104 △ 4.0

計 10,095 70.3 10,297 71.8 △ 202 △ 2.0

リーガロイヤルホテル京都 2,615 18.2 2,534 17.7 81 3.2

リーガロイヤルホテル東京 1,641 11.5 1,518 10.5 123 8.1

合    計 14,353 100.0 14,350 100.0 2 0.0
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