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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 

回次 
第62期 

第３四半期 
累計期間 

第63期 
第３四半期 
累計期間 

第62期 
第３四半期 
会計期間 

第63期 
第３四半期 
会計期間 

第62期 

会計期間 

自 平成20年
  ４月１日
至 平成20年
  12月31日

自 平成21年
  ４月１日
至 平成21年
  12月31日

自 平成20年
  10月１日
至 平成20年
  12月31日

自 平成21年 
  10月１日 
至 平成21年 
  12月31日 

自 平成20年
  ４月１日
至 平成21年
  ３月31日

営業収益 (千円) 3,549,727 3,065,174 1,108,970   939,153 4,536,407

経常利益又は経常損失
(△) 

(千円) 113,168 △51,407 31,930 △56,023 71,439

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失(△) 

(千円) 87,962 △72,135 29,633 △71,525 68,343

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 626,761 626,761 626,761

発行済株式総数       

   普通株式 
   優先株式 

(株) 
(株) 

―
―

―
―

10,453,920
1,200,000

10,453,920 
1,200,000 

10,453,920
1,200,000

純資産額 (千円) ― ― 1,336,525 1,216,262 1,305,399

総資産額 (千円) ― ― 7,818,799 7,400,353 7,646,757

１株当たり純資産額 (円) ― ― 70.56 59.04 66.30

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額又は 
四半期純損失金額(△) 

(円) 8.43 △6.91 2.84 △6.85 5.27

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額       

   普通株式 
   優先株式 

(円) 
(円) 

―
―

―
―

―
―

― 
― 

―
11.13

自己資本比率 (％) ― ― 17.1 16.4 17.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 377,978 123,185 ― ― 326,147

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △ 302,054 35,400 ― ― △ 280,662

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △ 186,226 △118,664 ― ― △ 217,296

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(千円) ― ― 504,053 482,465 442,544

従業員数 (名) ― ― 180 196 177

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

     については記載しておりません。 

   ２ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 
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   ３ 持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため記載しておりません。 

   ４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、第62期第３四半期累計期間・

第62期第３四半期会計期間及び第62期においては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

また、第63期第３四半期累計期間及び第63期第３四半期会計期間については、１株当たり四半期純損

失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

２ 【事業の内容】 

当第３四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。 

 

 

３ 【関係会社の状況】 

当第３四半期会計期間において、当社の関係会社に異動はありません。 

 

 

４ 【従業員の状況】 

提出会社の状況 

平成21年12月31日現在 

従業員数(名) 
196

(259)

(注) １ 従業員数は、他社から当社への出向者（当社から他社への出向者はなし）を含む就業人員であります。 

   ２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）で

あります。 

   ３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 収容能力及び収容実績 

当第３四半期会計期間における収容能力及び収容実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであ

ります。 
 

事業部門別の名称 収容能力(人) 
前年同四半期

比(％) 
収容実績(人)

前年同四半期
比(％) 

利用率(％) 
前年同四半期

比(％) 

ホテル事業 125,880 0.4 45,462 △19.1 36.1 △8.7 

リゾート関連事業 70,380 ― 17,257 △14.2 24.5 △4.1 

レストラン事業 25,872 △0.6 19,836 △15.7 76.7 △13.7 

合計 222,132 0.2 82,555 △17.3 ― ― 

(注) １ ホテル事業及びリゾート関連事業の収容能力は客室定員数に営業日数を乗じて算出しております。 
２ レストラン事業の収容能力は席数に営業日数（１日２回転）を乗じて算出しております。 

 

(2) 販売実績 

当第３四半期会計期間における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門別の名称 売上高(千円) 前年同四半期比(％)

ホテル事業 737,856 △15.9 

リゾート関連事業 120,919 △14.9 

レストラン事業 48,475 △15.9 

その他関連事業 31,902 △1.4 

合計   939,153 △15.3 

(注) １ その他関連事業はクリーニング等の売上であります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

    ３ 総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。 

 

２ 【事業等のリスク】 

当第３四半期会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

なお、重要事象等は存在しておりません。 

 

 

３ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1) 経営成績の分析 

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、好調な新興国経済に牽引され、輸出や生産の回復

が続いております。反面、円高やデフレが企業収益の圧迫要因となっております。また、個人消費

も、雇用、所得の不安要因から低調な動きが続いております。 

一方、リゾートホテル業界におきましても、景気の低迷による影響で法人団体需要や出張等の減

少、個人客も新型インフルエンザや雇用、所得の不安要因から減少する等、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低迷、消費者の節約志向等の影響で依然として厳しい

環境となっております。 

そのような中で当社は、厳しい環境を打破すべく、インターネット販売の拡充やビジネスホテル

へのインバンド誘致等、全事業所で一丸となり販売力強化に取り組むとともに、新規設備投資の凍

結、更なる経費の削減等に努めてまいりました。 

しかしながら、ホテル事業が景気の低迷により、今までにない厳しい環境が続いております。 

その結果、第３四半期会計期間の売上高は939百万円（前年同四半期比15.3％減）、営業損失35百

万円（前年同四半期は46百万円の利益）、経常損失56百万円（前年同四半期は31百万円の利益）、

四半期純損失71百万円（前年同四半期は29百万円の利益）となりました。 

事業の部門別の業績は次のとおりです。 

 

 [ホテル事業] 

ホテル事業につきましては、鴨川グランドホテルが景気の低迷により、宿泊人員では団体客が、

宿泊単価では個人客が影響を受け減少いたしました。ホテル西長門リゾートは個人、団体ともに宿

泊人員、単価ともに低下する厳しい環境となりました。両施設におけるバンケット部門、特に、婚

礼需要は規模が縮小する等、減収となりました。 

一方、ビジネスホテルにおきましては、一部に下げ止まりの気配はあるものの、稼働率は依然と

して低調に推移いたしました。 

その結果、売上高は737百万円（前年同四半期比15.9％減）となりました。 

 

 [リゾート関連事業] 

 リゾート関連事業につきましては、雇用や所得の不安要因と経済の先行き不透明感等で個人需要

が低迷し、稼働率は低迷する厳しい環境となりました。 

 その結果、売上高は120百万円（前年同四半期比14.9％減）となりました。 

 

 [レストラン事業] 

レストラン事業につきましては、日本料理「鴨川」は景気の冷え込み厳しく、法人需要の回復が

進まず厳しい環境が続いております。さらに、タイ料理店も不況の影響から個人も節約志向に拍車

がかかり、徐々に厳しい環境となってまいりました。 

その結果、売上高は48百万円（前年同四半期比15.9％減）となりました。 
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 [その他関連事業] 

その他関連事業につきましては、厳しい環境の中で、リネン事業の新規取引先獲得が寄与し微減

に止まりました。 

その結果、売上高は31百万円（前年同四半期比1.4％減）となりました。 

 

(2) 財政状態の分析 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ246百万円減少し、7,400百万円

となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ2百万円増加し、779百万円となりました。これは主に、受取手

形及び売掛金が48百万円減少したものの、現金及び預金が39百万円、たな卸資産が15百万円増加し

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244百万円減少し、6,619百万円となりました。これは主に、建

物が160百万円、差入保証金が40百万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176百万円減少し、5,233百万円となりました。これは主に、借

入金が51百万円、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19百万円増加し、950百万円となりました。これは主に、借入金

が45百万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89百万円減少し、1,216百万円となりました。これは主に、四半期

純損失72百万円の発生によるものであります。 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、第２四半期

会計期間末に比べ８百万円増加し、482百万円となりました。 

当第３四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18百万円（前年同四半期は113百万円の収入）となりました。これ

は主に、減価償却費65百万円の非資金損益項目の計上があったものの、税引前四半期純損失69百万

円等を計上したことによるものであります。 

（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63百万円（前年同四半期は35百万円の使用）となりました。これ

は主として、差入保証金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） 

財務活動により使用した資金は37百万円（前年同四半期は23百万円の使用）となりました。これ

は、借入金の返済によるものであります。 

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。 
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(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

 

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第３四半期会計期間において、第２四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はあり

ません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 24,600,000

Ａ種優先株式 1,400,000

計 26,000,000

(注) 普通株式につき消却が行われたとき、又は優先株式につき消却もしくは普通株式への転換が行われたとき

は、これに相当する株式数を減ずることとしております。 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年12月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成22年２月12日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 10,453,920 10,453,920 ジャスダック証券取引所
単元株式は1,000株 

であります。 

Ａ種優先株式 1,200,000 1,200,000 ―  （注） 

計 11,653,920 11,653,920 ― ― 

(注) Ａ種優先株式の内容は、以下のとおりであります。 

 

 (1) 単元株式数は1,000株であります。 

 (2) 優先配当金 

（優先配当金） 

１ 毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に剰余金の配当を行うときは、

Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）及びＡ種優先株式の登録株式質権者（以

下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」とい

う。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株

式１株につき、発行価額に１００分の１０を乗じた金額を上限として、当該Ａ種優先株式発行に際し取

締役会の決議で定める額の剰余金の配当（以下「Ａ種優先配当金」という。）を支払う。 

（非累積条項） 

２ ある営業年度においてＡ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が

Ａ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額（以下「累積未払配当金」という。）は翌営業年度

以降に累積しない。 

（非参加条項） 

３ Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

(3) 残余財産の分配 

 ① 残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登

録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき発行価額相当額を支払う。 

 ②  Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか残余財産の分配は行わない。 

(4) 取得条項 

 当社は、株主に配当すべき利益をもってＡ種優先株式の一部又は全部を取得することができる。 
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(5) 議決権条項 

 Ａ種優先株主は、当該優先株が資金調達を目的としていることから、株主総会において議決権を有しな

い。 

(6) 取得請求権 

  ① Ａ種優先株主は、平成21年7月1日から平成36年3月28日まで、毎年7月1日から7月31日までの期間

（以下、「取得請求可能期間」という。）において、繰越利益剰余金の５０％から、当該取得請求が

なされた営業年度において、その発行している優先株式の任意買入若しくは強制償還を既に行ったか、

又は既に強制償還を実施する旨の決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、Ａ種優

先株式の全部又は一部の取得請求をすることができ、取得請求可能期間満了の日以降、法令の定めに

従い、遅滞なく取得手続きを行うものとする。 

② 前号の限度額を超えてＡ種優先株主からの取得請求があった場合、取得請求可能期間経過後におい

て実施する抽選その他の方法により決定する。 

③ 取得価額は、Ａ種優先株式１株につき発行価額相当額とする。 

(7) 株式の併合又は分割、新株引受権等 

   ① 法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。 

② Ａ種優先株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

(8) 転換予約権 

 Ａ種優先株主は、Ａ種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める取得を請求し得べき期間中、当該

決議で定める取得の条件でＡ種優先株式と引換えに普通株式を交付することを請求することができる。 

(9) 強制取得 

   ① 取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式は、同期間の末日の翌日以降の取締

役会で定める日（以下、「Ａ種優先株式取得日」という。）をもって、Ａ種優先株式１株の払込金相

当額をＡ種優先株式取得日に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日のジャスダック証券取引所にお

ける普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下、「Ａ種優先株式取得価額」とい

う。）で除して得られる数の普通株式と引換えに取得する。 

② 前号の平均値が（ア）Ａ種優先株式の発行に際して取締役会で定める上限取得価額を上回るとき、

又は（イ）当該取締役会で定める下限取得価額を下回るときは、前号のＡ種優先株式と引換えに交付

する株式は、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を、（ア）の場合には当該上限取得価額で、（イ）の

場合には当該下限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。 

(10) 種類株主総会の決議 

     定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
(千円) 

資本金残高
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

 平成21年10月1日～ 
 平成21年12月31日 

普通株式 

― 

優先株式 

― 

普通株式 

10,453,920

優先株式 

1,200,000

― 626,761 ― 498,588
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(5) 【大株主の状況】 

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。 

 

(6) 【議決権の状況】 

  当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認でき

ないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名

簿による記載をしております。 

① 【発行済株式】 

平成21年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 
Ａ種優先株式 

1,200,000
― 

「１(1)②発行済株式」の「内容」
の記載参照 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

(自己保有株式) 
完全議決権株式(自己株式等) 

普通株式 15,000
― 

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,411,000 10,411 同上 

単元未満株式 普通株式 27,920 ― 同上 

発行済株式総数 11,653,920 ― ― 

総株主の議決権 ― 10,411 ― 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式569株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

平成21年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社鴨川グランド 
ホテル 

東京都墨田区江東橋 
3－2－8 

15,000 ― 15,000 0.14

計 ― 15,000 ― 15,000 0.14

 

２ 【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

普通株式 

 

月別 
平成21年 
 ４月 

 
 ５月 

 
６月 

 
７月 

 
８月 

 
９月 

 
10月 

 
11月 

 
12月 

最高(円) 195 193 192 193 200 199 200 225 237

最低(円) 185 187 187 188 190 197 187 189 195

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 
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 Ａ種優先株式 

  当社Ａ種優先株式は、非上場であるため、該当事項はありません。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年

内閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前第３四半期会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期累計

期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当

第３四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成21

年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

 

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間(平成20年10月

１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日

まで)に係る四半期財務諸表並びに当第３四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日ま

で)及び当第３四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期財務諸表に

ついて、千葉第一監査法人により四半期レビューを受けております。 

 

３ 四半期連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 482,465 442,544

受取手形及び売掛金 144,471 192,544

たな卸資産 ※1  67,223 ※1  51,892

未収入金 12,137 9,158

その他 73,850 81,241

貸倒引当金 △566 △726

流動資産合計 779,582 776,654

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,451,571 12,484,474

減価償却累計額 △7,957,294 △7,829,633

建物（純額） 4,494,276 4,654,840

構築物 537,911 537,911

減価償却累計額 △459,845 △454,384

構築物（純額） 78,066 83,527

機械及び装置 266,608 266,608

減価償却累計額 △233,138 △231,258

機械及び装置（純額） 33,469 35,350

車両運搬具 57,635 51,859

減価償却累計額 △48,724 △49,242

車両運搬具（純額） 8,911 2,617

工具、器具及び備品 979,075 966,748

減価償却累計額 △848,741 △831,459

工具、器具及び備品（純額） 130,334 135,288

土地 1,087,858 1,087,858

リース資産 12,771 9,684

減価償却累計額 △3,425 △1,374

リース資産（純額） 9,345 8,310

有形固定資産合計 5,842,260 6,007,792

無形固定資産 42,062 44,062

投資その他の資産   

投資有価証券 87,906 92,722

差入保証金 349,762 390,402

保険積立金 265,861 291,199

その他 38,543 44,513

貸倒引当金 △6,694 △6,720

投資その他の資産合計 735,379 812,117

固定資産合計 6,619,702 6,863,971

繰延資産   

社債発行費 1,068 6,131

繰延資産合計 1,068 6,131

資産合計 7,400,353 7,646,757

- 14 -



(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 144,407 117,298

短期借入金 3,608,250 3,625,350

1年内返済予定の長期借入金 623,230 657,190

1年内償還予定の社債 500,000 600,000

未払金 5,254 8,801

未払費用 208,558 207,282

未払法人税等 9,862 14,622

未払消費税等 20,372 9,294

賞与引当金 18,032 35,567

その他 95,160 134,253

流動負債合計 5,233,128 5,409,660

固定負債   

長期借入金 109,820 63,990

繰延税金負債 2,714 5,141

退職給付引当金 109,572 104,655

役員退職慰労引当金 52,696 62,773

長期預り保証金 663,525 682,475

その他 12,634 12,662

固定負債合計 950,962 931,697

負債合計 6,184,091 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 90,315 175,807

自己株式 △3,390 △3,311

株主資本合計 1,212,274 1,297,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,988 7,554

評価・換算差額等合計 3,988 7,554

純資産合計 1,216,262 1,305,399

負債純資産合計 7,400,353 7,646,757
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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 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 3,549,727 3,065,174

営業費用 ※1  3,369,551 ※1  3,053,330

営業利益 180,176 11,843

営業外収益   

受取保険金 10,631 1,426

その他 10,873 9,494

営業外収益合計 21,504 10,921

営業外費用   

支払利息 75,232 63,620

その他 13,279 10,551

営業外費用合計 88,512 74,172

経常利益又は経常損失（△） 113,168 △51,407

特別利益   

店舗移転補償金 88,406 －

貸倒引当金戻入額 2,548 －

特別利益合計 90,954 －

特別損失   

固定資産売却損 81,497 －

固定資産除却損 27,414 13,481

特別損失合計 108,912 13,481

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 95,209 △64,888

法人税、住民税及び事業税 7,247 7,247

法人税等合計 7,247 7,247

四半期純利益又は四半期純損失（△） 87,962 △72,135
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 1,108,970 939,153

営業費用 ※1  1,062,365 ※1  975,118

営業利益又は営業損失（△） 46,605 △35,965

営業外収益   

受取保険金 10,631 56

その他 4,273 4,094

営業外収益合計 14,904 4,150

営業外費用   

支払利息 25,424 21,348

その他 4,154 2,860

営業外費用合計 29,579 24,209

経常利益又は経常損失（△） 31,930 △56,023

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,548 －

特別利益合計 2,548 －

特別損失   

固定資産除却損 2,429 13,086

特別損失合計 2,429 13,086

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 32,049 △69,109

法人税、住民税及び事業税 2,415 2,415

法人税等合計 2,415 2,415

四半期純利益又は四半期純損失（△） 29,633 △71,525
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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又は税引前四半期純損失
（△）

95,209 △64,888

減価償却費 204,002 194,696

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,699 △186

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,024 △17,535

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,475 4,917

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,390 △10,077

受取利息及び受取配当金 － △1,207

支払利息 69,235 59,938

社債利息 5,997 3,682

社債発行費償却 5,991 5,062

固定資産売却損益（△は益） 81,497 －

固定資産除却損 18,833 6,681

売上債権の増減額（△は増加） 39,469 48,072

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,275 △15,331

前払費用の増減額（△は増加） 3,462 △6,949

未収入金の増減額（△は増加） 7,060 △2,979

仕入債務の増減額（△は減少） 13,245 27,109

未払金の増減額（△は減少） △16,638 △694

未払費用の増減額（△は減少） 18,297 198

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,260 11,077

前受金の増減額（△は減少） △38,110 △35,530

預り金の増減額（△は減少） △8,639 △4,225

預り保証金の増減額（△は減少） △54,385 △18,950

その他の固定負債の増減額（△は減少） △300 △500

その他 3,252 3,468

小計 448,607 185,848

利息及び配当金の受取額 1,102 834

利息の支払額 △61,929 △53,835

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 377,978 123,185

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 △346,038 △35,578

固定資産の売却による収入 41,576 －

投資有価証券の取得による支出 △1,099 △799

差入保証金の差入による支出 △338 △20

差入保証金の回収による収入 － 40,622

その他の支出 △1,993 △1,993

その他の収入 5,837 33,169

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,054 35,400
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） △17,100 △17,100

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 △54,600 △88,130

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 △198 △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 △186,226 △118,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,302 39,920

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 ※1  504,053 ※1  482,465
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【継続企業の前提に関する事項】 

当第３四半期会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

 

 

 

【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】 

当第３四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 該当事項はありません。 

 

 

 

【簡便な会計処理】 

 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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。 

 

 

 

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】 

当第３四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

 

 

【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

 

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末 
(平成21年３月31日) 

※１ たな卸資産の内訳 

  商品           14,795 千円 

  原材料及び貯蔵品     52,427 千円 

   

※１ たな卸資産の内訳 

  商品           12,691 千円 

  原材料及び貯蔵品     39,200 千円 
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(四半期損益計算書関係) 

第３四半期累計期間 

 

前第３四半期累計期間 
 (自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
 (自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日) 

※１ 営業費用の主なもの 

  給料手当        478,706 千円 

  雑給          404,374 千円 

  料理原材料       322,937 千円 

  賃借料         291,028 千円 

 

※１ 営業費用の主なもの 

  給料手当           492,696  千円 

  雑給           364,253  千円 

  料理原材料       295,763  千円 

  賃借料         288,668  千円 

 

 

 

第３四半期会計期間 

 

前第３四半期会計期間 
 (自 平成20年10月１日  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
 (自 平成21年10月１日  至 平成21年12月31日) 

※１ 営業費用の主なもの 

  給料手当        155,489 千円 

  雑給          123,305 千円 

  料理原材料       103,576 千円 

  賃借料          97,787 千円 

 

※１ 営業費用の主なもの 

  給料手当        160,930 千円 

  雑給          107,615 千円 

  料理原材料        91,681 千円 

  賃借料          96,233 千円 

 

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第３四半期累計期間 
 (自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
 (自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日) 

※１現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高

と当第３四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係（平成20年12月31日現在） 

現金及び預金 504,053千円

預入期間が３か月超の定期預金 ― 

現金及び現金同等物 504,053千円
  

※１現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高

と当第３四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係（平成21年12月31日現在） 

現金及び預金 482,465千円

預入期間が３か月超の定期預金 ― 

現金及び現金同等物 482,465千円
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(株主資本等関係) 

当第３四半期会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 

平成21年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 10,453,920

Ａ種優先株式（株） 1,200,000

合計（株） 11,653,920

 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 15,569

 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日 
定時株主総会 

Ａ種優先 
株式 

13,356 11.13 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金

 

 (2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

発生日が当四半期会計期間の末日後となるもの 

   該当事項はありません。 

 

 

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 
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(企業結合等関係) 

当第３四半期会計期間（平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

(持分法損益等) 

当第３四半期累計期間（平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

関連会社がないため該当事項はありません。 

 

 

(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

 

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末 
(平成21年３月31日) 

  

 59.04円 
 

  

 66.30円 
 

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

項目 
当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,216,262 1,305,399

普通株式に係る純資産額（千円） 616,262 692,043

差額の主な内訳（千円） 
 Ａ種優先株式 

600,000 600,000

普通株式の発行済株式数（株） 10,453,920 10,453,920

普通株式の自己株式数（株） 15,569 15,169

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（株） 

10,438,351 10,438,751

 

 

 

２ １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

金額 

 

第３四半期累計期間 

前第３四半期累計期間 
 (自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
 (自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 8.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
 

１株当たり四半期純損失金額 6.91円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第３四半期累計期間においては、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。また、当第３四半期累計期間については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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  ２ １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎 

項目 
前第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半期純
損失(△)(千円) 

87,962 △72,135

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円) 

87,962 △72,135

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,439,349 10,438,473

 

 

第３四半期会計期間 

前第３四半期会計期間 
 (自 平成20年10月１日  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
 (自 平成21年10月１日  至 平成21年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 2.84円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
 

１株当たり四半期純損失金額 6.85円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第３四半期会計期間においては、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。また、当第３四半期会計期間については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  ２ １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎 

項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半期純
損失(△)(千円) 

29,633 △71,525

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円) 

29,633 △71,525

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,439,092 10,438,351

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

２ 【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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