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1. 2019年11月期第3四半期の業績（2018年12月1日～2019年8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 ％

2019年11月期第3四半期 3,714 2.9 △96 ― △103 ― △147 ―

2018年11月期第3四半期 3,611 △0.6 △149 ― △154 ― △208 ―

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

2019年11月期第3四半期 △125.85 ―

2018年11月期第3四半期 △186.09 ―

(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

2019年11月期第3四半期 8,204 2,854 34.8 2,427.11

2018年11月期 8,389 2,971 35.4 2,532.35

（参考）自己資本 2019年11月期第3四半期 2,854百万円 2018年11月期 2,971百万円

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

2018年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2019年11月期 ― 0.00 ―

2019年11月期（予想） 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2019年11月期の業績予想（2018年12月 1日～2019年11月30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 5,360 4.7 50 62.7 40 77.6 36 ― 30.64

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

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

(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） 2019年11月期3Q 1,176,334 株 2018年11月期 1,173,428 株

② 期末自己株式数 2019年11月期3Q 235 株 2018年11月期 83 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年11月期3Q 1,174,997 株 2018年11月期3Q 1,119,736 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・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）２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や設備投資の増加、雇用環境が改善するなど、景気は

緩やかな回復基調にあるものの、海外では、米中間の深刻化する貿易摩擦、日韓関係悪化など、先行きは未だ不透

明な状況が続いております。

このような状況のもと、当第３四半期累計期間の売上高は、3,714,585千円（前年同四半期比2.9％増）となりま

した。

　販売費及び一般管理費は、2,702,899千円（前年同四半期比2.3％増）となりました。営業損失は96,529千円（前

年同四半期は149,897千円の営業損失）、経常損失は103,359千円（前年同四半期は154,942千円の経常損失）となり

ました。

　また、当第３四半期累計期間の四半期純損失は147,872千円（前年同四半期は208,373千円の四半期純損失）とな

りました。

　なお、当社が営むホテル業は、第４四半期に宴会（婚礼）需要が強く、売上高が多く計上される傾向がありま

す。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

（ホテル事業）

　ホテル事業の当第３四半期累計期間の業績は、売上高3,671,008千円（前年同四半期比2.9％増）、営業損失

126,499千円（前年同四半期は179,477千円の営業損失）となりました。

　なお、主な部門別の売上高は、宿泊部門1,022,768千円（前年同四半期比11.1％増）、レストラン部門1,049,960

千円（前年同四半期比0.3％減）、宴会部門1,312,133千円（前年同四半期比0.2％増）となりました。

（不動産賃貸事業）

　不動産賃貸事業の当第３四半期累計期間の業績は、売上高43,576千円（前年同四半期比0.5％増）、営業利益

29,970千円（前年同四半期比1.3％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　①資産、負債及び純資産の分析

（資産）

資産合計は8,204,474千円（前事業年度末比185,269千円減）となりました。

主な要因は現金及び預金97,871千円の減少や、未収消費税等29,861千円の減少、有形固定資産53,405千円の減少など

であります。

（負債）

負債合計は5,349,949千円（前事業年度末比68,468千円減）となりました。

主な要因は買掛金129,752千円の減少や、短期借入金185,000千円の減少、未払費用74,372千円の増加、未払消費税等

48,752千円の増加、前受金41,876千円の増加、引当金48,965千円の増加などであります。

（純資産）

純資産合計は2,854,524千円（前事業年度末比116,800千円減）となりました。

主な要因は資本剰余金31,414千円の減少や、利益剰余金112,666千円の減少、その他有価証券評価差額金23,349千円の

増加などであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間において概ね計画通り推移しているため、2019年７月11

日に公表しました「2019年11月期 第２四半期決算短信[日本基準]（非連結）」から変更はありません。
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２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)
前事業年度

(2018年11月30日)
当第３四半期会計期間
(2019年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 424,268 326,397

売掛金 269,490 295,348

原材料及び貯蔵品 97,280 104,118

未収還付法人税等 16,395 -

未収消費税等 29,861 -

その他 36,489 32,150

貸倒引当金 △50 △80

流動資産合計 873,736 757,934

固定資産

有形固定資産

建物 7,747,507 7,767,998

減価償却累計額 △4,501,275 △4,583,527

建物（純額） 3,246,232 3,184,471

建物附属設備 5,698,770 5,717,901

減価償却累計額 △4,562,787 △4,559,352

建物附属設備（純額） 1,135,982 1,158,549

土地 2,548,115 2,553,615

その他 1,917,591 1,961,948

減価償却累計額 △1,573,083 △1,650,527

その他（純額） 344,508 311,421

建設仮勘定 27,488 40,864

有形固定資産合計 7,302,328 7,248,923

無形固定資産 51,274 48,944

投資その他の資産 162,404 148,672

固定資産合計 7,516,007 7,446,540

資産合計 8,389,744 8,204,474

負債の部

流動負債

買掛金 367,380 237,628

短期借入金 685,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 620,000 620,000

未払費用 203,924 278,296

未払法人税等 182 7,907

未払消費税等 - 48,752

未払事業所税 15,787 11,864

前受金 145,216 187,092

引当金 4,748 53,713

その他 78,297 86,937

流動負債合計 2,120,537 2,032,192

固定負債

長期借入金 1,640,000 1,640,000

長期未払金 33,150 24,400

再評価に係る繰延税金負債 503,998 503,998

退職給付引当金 839,224 855,637

長期預り保証金 281,508 281,508

その他 - 12,213

固定負債合計 3,297,881 3,317,757

負債合計 5,418,418 5,349,949
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(単位：千円)
前事業年度

(2018年11月30日)
当第３四半期会計期間
(2019年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,003,222 2,007,581

資本剰余金 332,948 301,534

利益剰余金 △35,206 △147,872

自己株式 △286 △714

株主資本合計 2,300,677 2,160,527

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △23,349 -

土地再評価差額金 693,996 693,996

評価・換算差額等合計 670,647 693,996

純資産合計 2,971,325 2,854,524

負債純資産合計 8,389,744 8,204,474
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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 2017年12月１日
　至 2018年８月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2018年12月１日
　至 2019年８月31日)

売上高 3,611,412 3,714,585

売上原価 1,119,614 1,108,215

売上総利益 2,491,798 2,606,370

販売費及び一般管理費 2,641,695 2,702,899

営業損失（△） △149,897 △96,529

営業外収益

受取利息及び配当金 1,887 1,883

還付加算金 - 367

固定資産売却益 823 -

その他 707 334

営業外収益合計 3,417 2,584

営業外費用

支払利息 8,372 9,102

その他 90 312

営業外費用合計 8,463 9,414

経常損失（△） △154,942 △103,359

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 29,475 -

特別利益合計 29,475 -

特別損失

固定資産除却損 72,690 3,815

投資有価証券評価損 - 40,485

その他 7,162 -

特別損失合計 79,853 44,300

税引前四半期純損失（△） △205,320 △147,659

法人税、住民税及び事業税 3,052 213

法人税等合計 3,052 213

四半期純損失（△） △208,373 △147,872
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 2017年12月１日 至 2018年８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

　 （単位：千円）

報告セグメント

調整額
四半期損益計算
書計上額（注）ホテル事業 不動産賃貸事業 計

売上高

　外部顧客への売上高 3,568,035 43,377 3,611,412 - 3,611,412

　セグメント間の内部売上高
- - - - -

　又は振替高

計 3,568,035 43,377 3,611,412 - 3,611,412

セグメント利益又は損失（△） △179,477 29,580 △149,897 - △149,897
(注) セグメント利益又は損失は、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３四半期累計期間(自 2018年12月１日 至 2019年８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

　 （単位：千円）

報告セグメント

調整額
四半期損益計算
書計上額（注）ホテル事業 不動産賃貸事業 計

売上高

　外部顧客への売上高 3,671,008 43,576 3,714,585 - 3,714,585

　セグメント間の内部売上高
- - - - -

　又は振替高

計 3,671,008 43,576 3,714,585 - 3,714,585

セグメント利益又は損失（△） △126,499 29,970 △96,529 - △96,529
(注) セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
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