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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 2,126 △12.9 47 △64.2 4 △94.3 △0 ―
21年3月期第2四半期 2,440 ― 133 ― 81 ― 58 ―

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

22年3月期第2四半期 △0.06 ―
21年3月期第2四半期 5.59 ―

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

22年3月期第2四半期 7,524 1,289 17.1 66.01
21年3月期 7,646 1,305 17.1 66.30

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,289百万円 21年3月期  1,305百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  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、３ペ
ージ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 4,070 △5.3 0 △100.0 △100 ― △130 ― △12.45

－　1　－



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。］ 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 10,453,920株 21年3月期  10,453,920株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  15,569株 21年3月期  15,169株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 10,438,535株 21年3月期第2四半期 10,439,479株

※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等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.業績
予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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  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及び配当金総額は下記のとおりです。 

    

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 合計 

Ａ種優先株式 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

21 年 3 月期 ― 0.00 ― 11.13 11.13 

22 年 3 月期 ― 0.00   11.00 

22 年 3 月期 

(予想) 

 
0.00 ― 11.00 11.00 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１.経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として景気の厳しい状況が続いているものの、

一部に持ち直しの動きが見られるようになってまいりました。しかしながら、設備や雇用の過剰感

は解消されず、また、個人消費も冷え込んでおり、景気回復は緩やかな回復基調を辿るものと思わ

れます。 
一方、リゾートホテル業界におきましては、新型インフルエンザの影響や天候不順による需要の

低迷、また、景気の影響による企業の団体旅行や出張等の減少が続く厳しい環境にあります。また、

レストラン業界も消費者の節約志向等で低価格商品が支持され、厳しさは依然として続いておりま

す。 
そのような中で当社は、第１四半期より取り組んでまいりました販売力強化にくわえて経費の徹

底的な見直しを行い収益の改善に取り組んでまいりました。しかしながら、企業の経費削減による

影響で団体需要が落ち込み、更に、所得、雇用不安等による個人需要の伸び悩み、新型インフルエ

ンザによる旅行需要の減退、最需要期である夏季期間の天候不順が重なり厳しい環境で推移しまし

た。ビジネスホテルも法人の経費削減の影響や近隣企業の事業所の縮小、閉鎖等で需要が低迷する

厳しい環境となりました。 
 その結果、前年度のコンビニエンス事業を閉鎖した影響も加わり、売上高は 2,126 百万円（前年

同四半期比 12.9％減）、営業利益 47 百万円（前年同四半期比 64.2％減）、経常利益 4 百万円（前年

同四半期比 94.3％減）、四半期純損失 0 百万円（前年同四半期は 58 百万円の利益）となりました。 
 

２.財政状態に関する定性的情報 

 （1）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 122 百万円減少し、7,524 百万

円となりました。 
 流動資産は、前事業年度末に比べ 13 百万円減少し、763 百万円となりました。これは主に、現金

及び預金が 31 百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が 48 百万円減少したことなどによるも

のであります。 
固定資産は、前事業年度末に比べ 105 百万円減少し、6,758 百万円となりました。これは主に、

建物が 102 百万円減少したことなどによるものであります。 
 流動負債は、前事業年度末に比べ 144 百万円減少し、5,264 百万円となりました。これは主に、

借入金が 27 百万円、社債が 100 百万円減少したことなどによるものであります。 
固定負債は、前事業年度末に比べ 38 百万円増加し、970 百万円となりました。これは主に、借入

金が 59 百万円増加したことなどによるものであります。 
純資産は、前事業年度末に比べ 16 百万円減少し、1,289 百万円となりました。 

 

 （2）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

に比べ 31 百万円増加し、474 百万円となりました。当第２四半期における各キャッシュ・フローは

次のとおりであります。 
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 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動により得られた資金は 141 百万円（前年同四半期比 46.5％減）となりました。これは主

に、売上債権の回収 48 百万円に、減価償却費 129 百円の非資金損益項目を計上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） 

投資活動により使用した資金は 28 百万円（前年同四半期は 266 百万円の使用）となりました。こ

れは主として、有形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は 81 百万円（前年同四半期は 162 百万円の使用）となりました。こ

れは、長期借入れによる資金の調達があったものの、社債の償還及び借入金の返済があったことに

よるものであります。 

 
 

３.業績予想に関する定性的情報 

現時点における通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、

平成２１年５月２０日に公表いたしました業績予想を修正しております。 
詳細は、平成２１年１１月６日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 
 

４.その他 

（1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと比べ著しい変化が  

ないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

         

（2）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

   該当事項はありません。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 474,335 442,544

受取手形及び売掛金 143,772 192,544

たな卸資産 51,887 51,892

未収入金 9,441 9,158

その他 84,525 81,241

貸倒引当金 △551 △726

流動資産合計 763,411 776,654

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,487,583 12,484,474

減価償却累計額 △7,935,154 △7,829,633

建物（純額） 4,552,429 4,654,840

構築物 537,911 537,911

減価償却累計額 △458,024 △454,384

構築物（純額） 79,886 83,527

機械及び装置 266,608 266,608

減価償却累計額 △232,511 △231,258

機械及び装置（純額） 34,096 35,350

車両運搬具 57,862 51,859

減価償却累計額 △49,857 △49,242

車両運搬具（純額） 8,005 2,617

工具、器具及び備品 979,045 966,748

減価償却累計額 △842,386 △831,459

工具、器具及び備品（純額） 136,659 135,288

土地 1,087,858 1,087,858

リース資産 12,771 9,684

減価償却累計額 △2,720 △1,374

リース資産（純額） 10,050 8,310

有形固定資産合計 5,908,985 6,007,792

無形固定資産 42,919 44,062

投資その他の資産   

投資有価証券 89,645 92,722

差入保証金 390,342 390,402

保険積立金 292,982 291,199

その他 40,531 44,513

貸倒引当金 △6,701 △6,720

投資その他の資産合計 806,801 812,117

固定資産合計 6,758,706 6,863,971
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

繰延資産   

社債発行費 2,136 6,131

資産合計 7,524,254 7,646,757

負債の部   

流動負債   

買掛金 123,639 117,298

短期借入金 3,613,950 3,625,350

1年内返済予定の長期借入金 641,430 657,190

1年内償還予定の社債 500,000 600,000

未払金 5,339 8,801

未払費用 210,024 207,282

未払法人税等 10,059 14,622

未払消費税等 17,288 9,294

賞与引当金 35,110 35,567

その他 107,986 134,253

流動負債合計 5,264,828 5,409,660

固定負債   

長期借入金 123,290 63,990

繰延税金負債 3,596 5,141

退職給付引当金 108,108 104,655

役員退職慰労引当金 50,596 62,773

長期預り保証金 670,875 682,475

その他 13,874 12,662

固定負債合計 970,341 931,697

負債合計 6,235,170 6,341,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 626,761 626,761

資本剰余金 498,588 498,588

利益剰余金 161,840 175,807

自己株式 △3,390 △3,311

株主資本合計 1,283,800 1,297,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,284 7,554

評価・換算差額等合計 5,284 7,554

純資産合計 1,289,084 1,305,399

負債純資産合計 7,524,254 7,646,757
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 2,440,756 2,126,020

営業費用 2,307,185 2,078,212

営業利益 133,570 47,808

営業外収益 6,599 6,771

営業外費用   

支払利息 45,647 42,271

その他 13,285 7,691

営業外費用合計 58,933 49,963

経常利益 81,237 4,616

特別利益   

店舗移転補償金 88,406 －

特別利益合計 88,406 －

特別損失   

固定資産売却損 81,497 －

固定資産除却損 24,985 395

特別損失合計 106,483 395

税引前四半期純利益 63,160 4,221

法人税、住民税及び事業税 4,831 4,831

法人税等合計 4,831 4,831

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,329 △610
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 63,160 4,221

減価償却費 135,006 129,141

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,093 △194

賞与引当金の増減額（△は減少） － △456

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,406 3,453

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,151 △12,177

受取利息及び受取配当金 － △626

支払利息 45,647 39,601

社債利息 4,160 2,670

社債発行費償却 3,994 3,994

店舗移転補償金 △26,526 －

固定資産売却損益（△は益） 81,497 －

固定資産除却損 24,985 395

売上債権の増減額（△は増加） 36,358 48,771

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,181 4

前払費用の増減額（△は増加） 2,262 △8,318

未収入金の増減額（△は増加） 1,386 △283

仕入債務の増減額（△は減少） 1,462 6,341

未払金の増減額（△は減少） △17,389 △1,294

未払費用の増減額（△は減少） 18,778 2,821

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,702 7,994

前受金の増減額（△は減少） △27,682 △26,409

預り金の増減額（△は減少） 412 △631

預り保証金の増減額（△は減少） △35,650 △11,600

その他の固定負債の増減額（△は減少） △100 －

その他 △5,354 5,974

小計 323,396 193,393

利息及び配当金の受取額 648 434

利息の支払額 △49,920 △42,815

法人税等の支払額 △9,802 △9,663

営業活動によるキャッシュ・フロー 264,322 141,349
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △296,892 △29,894

固定資産の売却による収入 29,100 －

投資有価証券の取得による支出 △749 △499

差入保証金の差入による支出 △278 －

差入保証金の回収による収入 － 22

その他の支出 △1,783 △1,783

その他の収入 3,891 3,891

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,711 △28,263

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △11,400 △11,400

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △36,400 △56,460

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △119 △78

配当金の支払額 △14,328 △13,356

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,247 △81,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,637 31,790

現金及び現金同等物の期首残高 614,355 442,544

現金及び現金同等物の四半期末残高 449,718 474,335
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（4）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

（5）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。 
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