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（百万円未満切り捨て） 

１．平成 23 年３月期第１四半期の業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年６月 30 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 ％

23 年３月期第１四半期 827 △10.3 △79 ― △86 ― △88 ―

22 年３月期第１四半期 922   △13.6 △58 ―   △80  ― △83  ―

 
 

 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

23 年３月期第１四半期 △8.51 ― 

22 年３月期第１四半期 △7.97 ― 

 

（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

23 年３月期第１四半期 6,899 740 10.7 13.48   

22 年３月期 7,073    834 11.8 22.44   

   (参考)自己資本    23 年３月期第 1 四半期 740 百万円  22 年３月期 834 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

22年３月期 ―  0.00 ― 0.00 0.00

23年３月期 ―     

23年３月期(予想)  0.00 ― 0.00 0.00

   (注）１.当四半期における配当予想の修正有無：無 

２.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、「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

３．平成 23 年３月期の業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
 

                                 （％表示は、通期は対前期、第 2四半期（累計）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 

2,050 

3,790 

△3.6 

△3.2 

80

15

 67.3

    -

30

△85

550.0

    -

△40

△170

 - 

 - 

△3.83 

△16.29 

  (注）当四半期における業績予想の修正有無：無 



 

４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧下さい。） 

  （1）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

     （注）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の有無となります。 

 

  （2）会計処理の原則･手続、表示方法等の変更 

     ①会計基準等の改正に伴う変更：有 

     ②①以外の変更       ：無 

     （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。      

  （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) 23 年 3月期第 1Ｑ 10,453,920 株 22 年 3月期 10,453,920 株

②期末自己株式数 23 年 3月期第 1Ｑ 15,969 株 22 年 3月期 15,969 株

③期中平均株式数(四半期累計) 23 年 3月期第 1Ｑ 10,437,951 株 22 年 3月期 1Ｑ 10,438,751 株

 

   ※ 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報告書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、金融商品取引法に基づく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 

      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、添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情

報」をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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。 

    

1 株当たり配当金 
Ａ種優先株式 

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 

22 年 3 月期 ― ― ― 0.00 0.00 

23 年 3 月期 ―     

23 年 3 月期(予想)  ― ― 0.00 0.00 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

（1）経営成績に関する定性的情報 

当第 1 四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国経済の回復に後押しされ、持ち直しの傾向

がでてまいりましたが、欧州や米国経済の先行き不安もあり、景気回復については、未だ不透明感

が漂っているものと思われます。 
リゾートホテル業界におきましても、企業業績の回復感はあるものの経費削減や節約志向等によ

り、当第 1 四半期会計期間おいては厳しい環境が続いております。また、レストラン業界も法人需

要の長期低迷や価格競争に伴う客単価の低下等、厳しい状況が続いており業態間の格差もでており

ます。 
そのような状況の中で当社は、収益力の改善を主要課題とする第 4 次中期経営改善計画をスター

トさせ、販売力強化、人件費・経費の削減等諸施策に取組んで参りましたが、上記のような厳しい

環境の下、ホテル関連を中心に極めて厳しい状況を余儀なくされました。 
  その結果、当第 1 四半期会計期間の営業収益は前期の閉鎖事業も加わり 827 百万円と前年同四

半期と比べ 95 百万円（10.3％）の減収となり、営業損失 79 百万円（前年同四半期は 58 百万円の

損失）、経常損失 86 百万円（前年同四半期は 80 百万円の損失）、四半期純損失 88 百万円（前年同

四半期は 83 百万円の損失）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１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 173 百万円減少し、6,899 百万 

円となりました。 
   流動資産は、前事業年度に比べ 54 百万円減少し、496 百万円となりました。これは主に、受取

手形及び売掛金が 50 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、前事業年度に比べ 119 百万円減少し、6,403 百万円となりました。これは主に、建

物が 69 百万円、保険積立金が 43 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 168 百万円減少し、5,123 百万円となりました。これは主に、

借入金が49百万円増加したものの、未払金が210百万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 87 百万円増加し、1,035 百万円となりました。これは主に、

借入金が 82 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 93 百万円減少し、740 百万円となりました。これは主に、四半

期純損失 88 百万円の発生によるものであります。 
  ②キャッシュ･フローの状況 

   当第１四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 6 百万円減少し、254 百万円となりました。 
   当第１四半期会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   営業活動により使用した資金は 192 百万円（前年同四半期は 1 百万円の使用）となりました。

これは主に、売上債権の回収 50 百万円に、減価償却費 64 百万円の非資金損益項目を計上したも

のの、税引前四半期純損失 86 百万円に、未払金 204 百万円の支出があったことによるものであり

ます。 
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   投資活動により得られた資金は 53 百万円（前年同四半期は 6 百万円の使用）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出があったものの、差入保証金 23 百万円及びその他の投

資 45 百万円の回収による収入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） 
   財務活動により得られた資金は 132 百万円（前年同四半期は 54 百万円の収入）となりました。

これは、長期借入れによる資金調達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 

   当第１四半期の業績は、前期に引続き厳しい環境にありましたが、６月より回復基調で推移し

ております。第２四半期は、夏季シーズンをむかえ、主力であるホテルの稼動が最も高くなる期

間で、天候にも恵まれており第２四半期累計期間及び通期業績共に当初予想に変更はございませ

ん。 
 

２．その他の情報 

 （1）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第 1四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

   当第１四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

   なお、これにより、損益に与える影響はありません。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 254,982 261,290

受取手形及び売掛金 108,106 158,151

たな卸資産 51,246 48,118

未収入金 12,225 10,751

その他 69,889 72,255

貸倒引当金 △264 △372

流動資産合計 496,186 550,196

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,417,178 12,457,375

減価償却累計額 △8,038,867 △8,009,700

建物（純額） 4,378,311 4,447,675

構築物 530,994 534,230

減価償却累計額 △459,417 △461,003

構築物（純額） 71,576 73,227

機械及び装置 266,608 266,608

減価償却累計額 △234,316 △233,765

機械及び装置（純額） 32,291 32,842

車両運搬具 59,079 58,311

減価償却累計額 △49,486 △49,092

車両運搬具（純額） 9,593 9,219

工具、器具及び備品 980,457 980,197

減価償却累計額 △859,077 △854,564

工具、器具及び備品（純額） 121,380 125,632

土地 1,087,858 1,087,858

リース資産 58,525 46,016

減価償却累計額 △7,504 △4,727

リース資産（純額） 51,021 41,288

有形固定資産合計 5,752,033 5,817,743

無形固定資産 39,166 40,352

投資その他の資産   

投資有価証券 83,568 90,032

差入保証金 255,091 278,888

保険積立金 222,550 266,070

その他 57,594 36,795

貸倒引当金 △6,910 △6,914

投資その他の資産合計 611,894 664,872

固定資産合計 6,403,094 6,522,968

資産合計 6,899,280 7,073,164
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 107,547 91,999

短期借入金 3,998,150 3,998,150

1年内返済予定の長期借入金 654,724 605,030

未払金 22,316 232,587

未払費用 181,358 193,626

未払法人税等 4,028 11,705

未払消費税等 15,930 4,992

賞与引当金 8,689 17,494

その他 130,816 136,216

流動負債合計 5,123,560 5,291,802

固定負債   

長期借入金 179,194 96,350

繰延税金負債 722 3,453

退職給付引当金 122,810 115,923

役員退職慰労引当金 46,666 46,666

長期預り保証金 638,765 645,535

その他 46,899 39,193

固定負債合計 1,035,057 947,122

負債合計 6,158,618 6,238,924

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 △381,541 △292,697

自己株式 △3,485 △3,485

株主資本合計 740,323 829,166

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 338 5,073

評価・換算差額等合計 338 5,073

純資産合計 740,662 834,240

負債純資産合計 6,899,280 7,073,164
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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 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 922,678 827,340

営業費用 981,521 906,526

営業損失（△） △58,842 △79,185

営業外収益   

保険配当金 － 11,904

その他 2,723 6,497

営業外収益合計 2,723 18,401

営業外費用   

支払利息 20,880 24,785

その他 3,783 569

営業外費用合計 24,664 25,355

経常損失（△） △80,783 △86,139

特別損失   

固定資産除却損 － 493

特別損失合計 － 493

税引前四半期純損失（△） △80,783 △86,632

法人税、住民税及び事業税 2,415 2,210

法人税等合計 2,415 2,210

四半期純損失（△） △83,199 △88,843
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △80,783 △86,632

減価償却費 64,266 64,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △260 △111

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,722 △8,805

退職給付引当金の増減額（△は減少） △565 6,886

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,238 －

受取利息及び受取配当金 △519 △590

支払利息 19,545 24,785

社債利息 1,335 －

社債発行費償却 1,997 －

固定資産除却損 － 493

売上債権の増減額（△は増加） 70,371 50,045

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,016 △3,127

前払費用の増減額（△は増加） △13,655 △12,370

未収入金の増減額（△は増加） 49 △1,573

仕入債務の増減額（△は減少） △10,132 15,548

未払金の増減額（△は減少） △1,894 △204,522

未払費用の増減額（△は減少） △9,241 △12,272

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,439 10,937

前受金の増減額（△は減少） △7,498 △6,104

預り金の増減額（△は減少） 378 △1,125

預り保証金の増減額（△は減少） △7,000 △6,770

その他 5,420 5,337

小計 23,752 △165,292

利息及び配当金の受取額 340 402

利息の支払額 △16,138 △17,665

法人税等の支払額 △9,663 △9,663

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,707 △192,218

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 △8,231 △15,671

投資有価証券の取得による支出 △199 △299

差入保証金の差入による支出 － △63

差入保証金の回収による収入 － 23,939

その他の支出 △209 △209

その他の収入 1,945 45,676

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,695 53,372
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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） △5,700 －

長期借入れによる収入 100,000 143,750

長期借入金の返済による支出 △26,510 △11,212

配当金の支払額 △13,356 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 54,434 132,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,030 △6,308

現金及び現金同等物の期首残高 442,544 261,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 488,575 254,982
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（4）継続企業の前提に関する注記 

  当第 1四半期累計期間（自 平成 22 年 4 月 1日 至 平成 22 年 6 月 30 日） 

   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 

  当第 1四半期累計期間（自 平成 22 年 4 月 1日 至 平成 22 年 6 月 30 日） 

   該当事項はありません。 

 

（6）セグメント情報 

   (追加情報) 

  当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

 

  １．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 
 当社は、運営形態の類似性から「ホテル関連」及び「リゾート関連」の２つを報告セグメント

としております。 
  「ホテル関連」は、リゾートホテル及びビジネスホテルの運営を、「リゾート関連」は、リゾー

ト会員及びその関連施設の維持・運営を行っております。 
 
  ２． 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

 

当第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

      (単位：千円) 

報告セグメント 
 

ホテル関連 
リゾート
関連 

計 

その他 
（注1）

合計 
 

調整額 
（注2） 

四半期損益
計算書 
計上額 
（注3） 

営業収益   

  外部顧客への営業収益 645,019 127,815 772,834 54,505 827,340 ― 827,340

セグメント損失(△) △43,484 △5,973 △49,457 △7,401 △56,858 △22,326 △79,185

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業、清掃

事業及びレストラン事業を含んでおります。 
   ２．セグメント損失の調整額△22,326 千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費

用であります。 
   ３．セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
 
  ３． 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
     該当事項はありません。 
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