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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 544 △34.2 △157 ― △171 ― △173 ―
23年3月期第1四半期 827 △10.3 △79 ― △86 ― △88 ―

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

24年3月期第1四半期 △16.66 ―
23年3月期第1四半期 △8.51 ―

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

24年3月期第1四半期 6,475 431 6.7 △16.19
23年3月期 6,669 604 9.1 0.38
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  431百万円 23年3月期  604百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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、「種類
株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 1,500 △23.8 △110 ― △140 ― △145 ― △13.89
通期 2,800 △21.3 △330 ― △410 ― △420 ― △40.24



(1) 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、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報（その他）に関する事項（1）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 10,453,920 株 23年3月期 10,453,920 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 16,349 株 23年3月期 16,349 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,437,571 株 23年3月期1Q 10,437,951 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手続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
基づく四半期財務諸表の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２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 

23 年 3 月期 ― ― ― 0.00 0.00 

24 年 3 月期 ―     

24 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 四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の発生とそれに伴う度重なる余震の

継続や福島第一原発事故により、生産活動並びに消費マインドの大幅な停滞をもたらしましたが、

供給網の復旧に加え自粛ムードの回避に伴い徐々に正常化しつつあります。しかしながら、福島第

一原発復旧への不安感や電力不足並びに放射能汚染の影響に加え、欧米の財政不安等もあり不透明

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、大震災の影響により首都圏を含む東日本地域は津波や液状

化現象並びに放射能汚染やそれに伴う風評被害等により今までにない厳しい環境が続いておりま

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、当社の主力ホテルの

立地が首都圏を地盤としており、東日本大震災による津波・放射能汚染等の風評被害により、大幅

な宿泊客の減少が続き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 四半期累計期間の営業収益は閉鎖事業所も加わり 544 百万円と前年同四半期

と比べ 283 百万円（34.2％）の減収となり、営業損失 157 百万円（前年同四半期は 79 百万円の損

失）、経常損失 171 百万円（前年同四半期は 86 百万円の損失）、四半期純損失 173 百万円（前年同

四半期は 88 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 194 百万円減少し、6,475 百万

円となりました。 
   流動資産は、前事業年度末に比べ 121 百万円減少し、333 百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が 126 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 72 百万円減少し、6,141 百万円となりました。これは主に、

建物が 52 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 10 百万円減少し、5,116 百万円となりました。これは主に、

借入金が54百万円増加したものの、未払金が20百万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 10 百万円減少し、927 百万円となりました。これは主に、借

入金が 6 百万円減少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 172 百万円減少し、431 百万円となりました。これは主に、四

半期純損失 173 百万円の発生によるものであります。   
 
 （3）業績予想に関する定性的情報 

   平成 24 年 3 月期の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的な算定が困難で

あったことから、未定としておりましたが、平成 23 年 8 月 5 日に「業績予想および配当予想に関

するお知らせ」にて公表いたしましたので参照ください。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 （1）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 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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   該当事項はありません。 
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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)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 244,329 118,218

受取手形及び売掛金 79,832 72,903

たな卸資産 53,440 52,491

未収入金 9,078 17,950

その他 68,202 71,854

貸倒引当金 △44 △45

流動資産合計 454,839 333,373

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,401,185 12,400,501

減価償却累計額 △8,164,934 △8,216,737

建物（純額） 4,236,250 4,183,764

構築物 531,508 531,508

減価償却累計額 △464,327 △465,886

構築物（純額） 67,181 65,621

機械及び装置 266,608 266,608

減価償却累計額 △236,121 △236,641

機械及び装置（純額） 30,486 29,966

車両運搬具 59,079 45,409

減価償却累計額 △50,985 △38,365

車両運搬具（純額） 8,094 7,043

工具、器具及び備品 983,435 984,793

減価償却累計額 △879,749 △884,912

工具、器具及び備品（純額） 103,686 99,880

土地 1,087,858 1,087,858

リース資産 62,050 62,050

減価償却累計額 △16,718 △19,887

リース資産（純額） 45,331 42,162

有形固定資産合計 5,578,889 5,516,298

無形固定資産 37,537 36,234

投資その他の資産   

投資有価証券 74,542 76,610

差入保証金 255,491 246,577

保険積立金 224,543 224,753

その他 50,004 47,862

貸倒引当金 △6,333 △6,509

投資その他の資産合計 598,248 589,295

固定資産合計 6,214,675 6,141,827

資産合計 6,669,514 6,475,201
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 74,148 65,685

短期借入金 3,998,150 4,061,541

1年内返済予定の長期借入金 701,358 692,071

未払金 30,511 9,587

未払費用 169,350 150,531

未払法人税等 12,852 4,112

未払消費税等 7,294 9,440

その他 133,412 123,616

流動負債合計 5,127,078 5,116,586

固定負債   

長期借入金 100,007 93,758

退職給付引当金 161,319 164,224

役員退職慰労引当金 17,791 17,791

長期預り保証金 608,965 605,515

その他 50,339 46,260

固定負債合計 938,422 927,549

負債合計 6,065,500 6,044,136

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 △512,398 △686,305

自己株式 △3,568 △3,568

株主資本合計 609,382 435,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,368 △4,409

評価・換算差額等合計 △5,368 △4,409

純資産合計 604,013 431,065

負債純資産合計 6,669,514 6,475,201
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 827,340 544,054

営業費用 906,526 701,901

営業損失（△） △79,185 △157,846

営業外収益   

保険配当金 11,904 －

助成金収入 － 9,180

その他 6,497 2,677

営業外収益合計 18,401 11,857

営業外費用   

支払利息 24,785 25,629

その他 569 251

営業外費用合計 25,355 25,881

経常損失（△） △86,139 △171,870

特別損失   

固定資産除売却損 493 478

特別損失合計 493 478

税引前四半期純損失（△） △86,632 △172,349

法人税、住民税及び事業税 2,210 2,210

法人税等調整額 － △652

法人税等合計 2,210 1,557

四半期純損失（△） △88,843 △173,907
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（3）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報 
Ⅰ 前第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) 

  １.  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 

      (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。 
 
  ２.  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。 

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１.  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 

      (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 417,852 103,752 521,604 22,450 544,054 ― 544,054

セグメント損失(△) △125,340 △4,939 △130,280 △10,544 △140,824 △17,022 △157,846

（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、リネン事業及び清掃事

業等を含んでおります。 
   ２ セグメント損失の調整額△17,022 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。 
 
  ２.  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。 
 
（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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