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1. 2020年11月期第1四半期の業績（2019年12月1日～2020年2月29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 ％

2020年11月期第1四半期 1,184 0.2 △33 ― △35 ― △75 ―

2019年11月期第1四半期 1,182 △0.4 △65 ― △68 ― △71 ―

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

2020年11月期第1四半期 △64.52 ―

2019年11月期第1四半期 △61.25 ―

(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

2020年11月期第1四半期 8,094 2,881 35.6 2,450.46

2019年11月期 8,259 2,925 35.4 2,487.41

（参考）自己資本 2020年11月期第1四半期 2,881百万円 2019年11月期 2,925百万円

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

2019年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2020年11月期 ―

2020年11月期（予想） 0.00 ― 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. 2020年11月期の業績予想（2019年12月 1日～2020年11月30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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　2020年11月期第２四半期及び通期につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴い、宿泊部門や宴会部門にキャンセルや延期が発生したこ
と、また、2020年４月７日に日本政府より発令された緊急事態宣言を受け、2020年４月８日よりレストランの一部営業休止及びご提供メニュー・営業時間の変更
をしていることに加え、今夏に開催予定であった東京五輪・パラリンピックが１年程度延期になったことから、売上高の大幅な減少が見込まれるため、現時点で
は正確な影響額を見積もることが困難な状況にあります。以上のことから、業績予想は「未定」とさせていただき、今後、合理的な見積もりが可能となり次第、改
めて開示いたします。



※ 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） 2020年11月期1Q 1,176,334 株 2019年11月期 1,176,334 株

② 期末自己株式数 2020年11月期1Q 235 株 2019年11月期 235 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年11月期1Q 1,176,099 株 2019年11月期1Q 1,173,345 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。



株式会社ホテル、ニューグランド(9720) 2020年11月期 第１四半期決算短信［日本基準］（非連結）

1

○添付資料の目次

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………２

２．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………３

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………３

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………５

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………６

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………６

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………６

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………６

決算短信（宝印刷） 2020年04月01日 19時09分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社ホテル、ニューグランド(9720) 2020年11月期 第１四半期決算短信［日本基準］（非連結）

2

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１四半期累計期間（2019年12月１日～2020年２月29日）におけるわが国の経済は、企業収益や雇用・所得環

境の改善を背景に、緩やかな回復基調にあるものと判断されています。一方、国際経済においては、米中貿易摩擦

の長期化、緊迫した中東情勢に加え、全世界的な新型コロナウイルス感染症の発生など、景気減速への警戒感から

先行きは依然として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１四半期累計期間の売上高は、1,184,947千円（前年同四半期比0.2％増）となりま

した。

　販売費及び一般管理費は、859,198千円（前年同四半期比3.0％減）となりました。営業損失は33,430千円（前年

同四半期は65,872千円の営業損失）、経常損失は35,499千円（前年同四半期は68,059千円の経常損失）となりまし

た。

　また、当第１四半期累計期間の四半期純損失は75,882千円（前年同四半期は71,866千円の四半期純損失）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１四半期累計期間の業績は、売上高1,170,926千円（前年同四半期比0.2％増）、営業損失

42,932千円（前年同四半期は75,362千円の営業損失）となりました。

　なお、主な部門別の売上高は、宿泊部門289,946千円（前年同四半期比7.0％減）、レストラン部門335,449千円

（前年同四半期比2.3％減）、宴会部門455,621千円（前年同四半期比7.6％増）となりました。

（不動産賃貸事業）

不動産賃貸事業の当第１四半期累計期間の業績は、売上高14,020千円（前年同四半期比0.0％減）、営業利益

9,502千円（前年同四半期比0.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産合計は8,094,765千円（前事業年度末比165,044千円減）となりました。

主な要因は現金及び預金29,989千円の増加や売掛金109,654千円の減少、有形固定資産79,756千円の減少などであり

ます。

（負債）

負債合計は5,212,784千円（前事業年度末比121,589千円減）となりました。

主な要因は買掛金137,539千円の減少などであります。

（純資産）

純資産合計は2,881,980千円（前事業年度末比43,454千円減）となりました。

主な要因は四半期純損失75,882千円やその他有価証券評価差額金の増加32,427千円であります。

（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、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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
(2019年11月30日)

当第１四半期会計期間
(2020年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 381,375 411,364

売掛金 324,936 215,281

原材料及び貯蔵品 104,510 102,864

その他 35,256 28,577

貸倒引当金 △90 △60

流動資産合計 845,988 758,029

固定資産

有形固定資産

建物 7,809,277 7,809,277

減価償却累計額 △4,611,102 △4,638,826

建物（純額） 3,198,174 3,170,450

建物附属設備 5,723,696 5,723,696

減価償却累計額 △4,589,888 △4,620,167

建物附属設備（純額） 1,133,807 1,103,528

土地 2,553,615 2,553,615

その他 1,970,845 1,971,020

減価償却累計額 △1,674,068 △1,695,997

その他（純額） 296,777 275,023

建設仮勘定 26,452 26,452

有形固定資産合計 7,208,827 7,129,071

無形固定資産 48,866 59,484

投資その他の資産 156,126 148,179

固定資産合計 7,413,821 7,336,735

資産合計 8,259,809 8,094,765

負債の部

流動負債

買掛金 359,456 221,917

短期借入金 900,000 1,150,000

1年内返済予定の長期借入金 445,000 445,000

未払費用 315,623 151,896

未払法人税等 15,105 5,082

未払消費税等 70,649 48,149

未払事業所税 15,789 3,925

前受金 190,075 173,825

引当金 5,453 52,528

その他 135,614 91,813

流動負債合計 2,452,767 2,344,129

固定負債

長期借入金 1,195,000 1,195,000

長期未払金 24,400 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 865,282 853,127

長期預り保証金 281,508 281,508

その他 11,416 10,620

固定負債合計 2,881,606 2,868,654

負債合計 5,334,373 5,212,784
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年11月30日)

当第１四半期会計期間
(2020年２月29日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,007,581 2,007,581

資本剰余金 301,534 257,000

利益剰余金 △44,534 △75,882

自己株式 △714 △714

株主資本合計 2,263,866 2,187,984

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △32,427 -

土地再評価差額金 693,996 693,996

評価・換算差額等合計 661,569 693,996

純資産合計 2,925,435 2,881,980

負債純資産合計 8,259,809 8,094,765
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2018年12月１日
　至 2019年２月28日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年２月29日)

売上高 1,182,448 1,184,947

売上原価 362,291 359,178

売上総利益 820,156 825,768

販売費及び一般管理費 886,029 859,198

営業損失（△） △65,872 △33,430

営業外収益

受取利息及び配当金 736 889

その他 282 16

営業外収益合計 1,018 905

営業外費用

支払利息 3,068 2,944

その他 137 29

営業外費用合計 3,206 2,974

経常損失（△） △68,059 △35,499

特別損失

固定資産除却損 3,194 -

投資有価証券評価損 - 39,771

特別損失合計 3,194 39,771

税引前四半期純損失（△） △71,254 △75,270

法人税、住民税及び事業税 611 611

法人税等合計 611 611

四半期純損失（△） △71,866 △75,882
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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１四半期累計期間(自 2018年12月１日 至 2019年２月28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 1,168,423 14,025 1,182,448 - 1,182,448

　セグメント間の内部売上高
- - - - -

　又は振替高

計 1,168,423 14,025 1,182,448 - 1,182,448

セグメント利益又は損失（△） △75,362 9,490 △65,872 - △65,872
(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１四半期累計期間(自 2019年12月１日 至 2020年２月29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 1,170,926 14,020 1,184,947 - 1,184,947

　セグメント間の内部売上高
- - - - -

　又は振替高

計 1,170,926 14,020 1,184,947 - 1,184,947

セグメント利益又は損失（△） △42,932 9,502 △33,430 - △33,430
(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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