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1. 2021年11月期第1四半期の業績（2020年12月1日～2021年2月28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 ％

2021年11月期第1四半期 696 △41.3 △236 ― △191 ― △245 ―

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

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

2021年11月期第1四半期 △208.35 ―

2020年11月期第1四半期 △64.52 ―

(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

2021年11月期第1四半期 7,488 1,627 21.7 1,380.61

2020年11月期 7,876 1,870 23.7 1,586.56

（参考）自己資本 2021年11月期第1四半期 1,627百万円 2020年11月期 1,870百万円

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

2020年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年11月期 ―

2021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. 2021年11月期の業績予想（2020年12月 1日～2021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) 1,486 △3.3 △445 ― △451 ― △452 ― △383.41

通期 3,316 8.3 △670 ― △694 ― △696 ― △590.39

（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） 2021年11月期1Q 1,179,199 株 2020年11月期 1,179,199 株

② 期末自己株式数 2021年11月期1Q 316 株 2020年11月期 316 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年11月期1Q 1,178,883 株 2020年11月期1Q 1,176,099 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１四半期累計期間（2020年12月１日～2021年２月28日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染

症の長期化により、社会経済活動が大きく制限される中、緊急事態宣言の再発令など、依然として極めて厳しい経

済状況となりました。一方、国際経済につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、米中貿易摩擦な

ど、世界経済及び日本経済を更に下振れさせるリスクが懸念されております。

当社におきましては、2021年１月８日に日本政府より再発令された緊急事態宣言を受け、レストランにおけるご

提供メニュー・営業時間を変更しております。

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、696,155千円（前年同四半期比41.3％減）となりま

した。

　販売費及び一般管理費は、726,275千円（前年同四半期比15.5％減）となりました。営業損失は236,582千円（前

年同四半期は33,430千円の営業損失）、経常損失は191,846千円（前年同四半期は35,499千円の経常損失）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245,622千円（前年同四半期は75,882千円の四半期純損失）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682,351千円（前年同四半期比41.7％減）、営業損失

246,490千円（前年同四半期は42,932千円の営業損失）となりました。

　なお、主な部門別の売上高は、宿泊部門193,966千円（前年同四半期比33.1％減）、レストラン部門262,429千円

（前年同四半期比21.8％減）、宴会部門151,169千円（前年同四半期比66.8％減）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13,803千円（前年同四半期比1.5％減）、営業利益

9,907千円（前年同四半期比4.3％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7,488,660千円（前事業年度末比388,292千円減）となりました。

主な要因は現金及び預金55,744千円の減少や売掛金147,647千円の減少、有形固定資産132,684千円の減少などであり

ます。

（負債）

負債合計は5,861,084千円（前事業年度末比145,500千円減）となりました。

主な要因は買掛金196,973千円の減少や短期借入金900,000千円の減少、１年以内返済予定の長期借入金96,000千円の

増加、未払費用62,197千円の減少、長期借入金880,000千円の増加などであります。

（純資産）

純資産合計は1,627,575千円（前事業年度末比242,791千円減）となりました。

主な要因は四半期純損失245,622千円やその他有価証券評価差額金の増加2,831千円であります。

（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、当第１四半期累計期間において概ね計画通り推移しているため、2021年１月15日

に公表しました「2020年11月期 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
(2020年11月30日)

当第１四半期会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 542,432 486,687

売掛金 273,558 125,910

原材料及び貯蔵品 96,331 98,097

未収還付法人税等 3,305 3,305

未収消費税等 37,372 -

その他 42,179 75,737

貸倒引当金 △50 △30

流動資産合計 995,128 789,708

固定資産

有形固定資産

建物 7,690,756 7,690,756

減価償却累計額 △4,719,296 △4,745,675

建物（純額） 2,971,459 2,945,080

建物附属設備 5,678,841 5,680,922

減価償却累計額 △4,704,654 △4,732,047

建物附属設備（純額） 974,186 948,875

土地 2,523,845 2,460,415

その他 1,969,582 1,972,483

減価償却累計額 △1,760,134 △1,780,599

その他（純額） 209,447 191,883

有形固定資産合計 6,678,940 6,546,255

無形固定資産 56,616 55,906

投資その他の資産 146,267 96,790

固定資産合計 6,881,823 6,698,951

資産合計 7,876,952 7,488,660

負債の部

流動負債

買掛金 285,716 88,743

短期借入金 2,050,000 1,150,000

1年内返済予定の長期借入金 445,000 541,000

未払費用 213,032 150,834

未払法人税等 2,447 3,604

未払消費税等 - 23,245

未払事業所税 15,592 3,826

前受金 141,242 165,200

引当金 5,527 36,589

その他 78,172 50,222

流動負債合計 3,236,731 2,213,265

固定負債

長期借入金 1,050,000 1,930,000

長期未払金 24,100 24,100

再評価に係る繰延税金負債 503,998 503,998

退職給付引当金 897,016 905,980

長期預り保証金 286,508 275,057

その他 8,230 8,682

固定負債合計 2,769,853 3,647,818

負債合計 6,006,585 5,861,084
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年11月30日)

当第１四半期会計期間
(2021年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,011,878 2,011,878

資本剰余金 260,796 260,796

利益剰余金 △1,095,337 △1,340,960

自己株式 △966 △966

株主資本合計 1,176,370 930,747

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 - 2,831

土地再評価差額金 693,996 693,996

評価・換算差額等合計 693,996 696,828

純資産合計 1,870,367 1,627,575

負債純資産合計 7,876,952 7,488,660
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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 2019年12月１日
　至 2020年２月29日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 1,184,947 696,155

売上原価 359,178 206,462

売上総利益 825,768 489,692

販売費及び一般管理費 859,198 726,275

営業損失（△） △33,430 △236,582

営業外収益

受取利息及び配当金 889 889

雇用調整助成金 - ※1 32,045

補償金収入 - ※2 22,881

その他 16 6,021

営業外収益合計 905 61,836

営業外費用

支払利息 2,944 7,071

支払手数料 - 10,000

その他 29 29

営業外費用合計 2,974 17,100

経常損失（△） △35,499 △191,846

特別損失

固定資産除却損 - 10

投資有価証券評価損 39,771 53,154

特別損失合計 39,771 53,164

税引前四半期純損失（△） △75,270 △245,011

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（△） △75,882 △245,622
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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。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い2021年１月８日に再発令された緊急事態宣言は2021年３月21日に全面

解除されましたが、引き続き一時的な需要低下が予測され、当社は、翌四半期以降、徐々に持ち直し2023年11月

期に収束に向かうと仮定して会計上の見積り(固定資産の減損損失の検討等）及び継続企業の前提に係る資金繰り

の検討等)を実施しております。

　なお、当該見積りは現時点での最善の見積りであるものの、新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明で

あることから、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合、上記の見積りの結果に影響し、翌四半期以

降の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（四半期損益計算書関係）

※１ 雇用調整助成金

当第１四半期累計期間（自 2020年12月１日 至 2021年２月28日）

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金であります。

※２ 補償金収入

当第１四半期累計期間（自 2020年12月１日 至 2021年２月28日）

ＧｏＴｏトラベル事務局から事業者に対して支払われるＧｏＴｏトラベル事業の一時停止等の措置に係る旅行

代金の補償額であります。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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。

　

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2020年12月１日 至 2021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 682,351 13,803 696,155 - 696,155

　セグメント間の内部売上高
- - - - -

　又は振替高

計 682,351 13,803 696,155 - 696,155

セグメント利益又は損失（△） △246,490 9,907 △236,582 - △236,582
(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。

　


