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1.  平成25年1月期第3四半期の業績（平成24年2月1日～平成24年10月31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 ％

25年1月期第3四半期 2,242 17.4 △27 ― △17 ― △17 ―
24年1月期第3四半期 1,910 △15.3 △266 ― △253 ― △78 ―

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

25年1月期第3四半期 △6.36 ―
24年1月期第3四半期 △29.91 ―

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

25年1月期第3四半期 3,822 2,752 72.0 1,058.11
24年1月期 3,755 2,748 73.2 1,056.66
（参考） 自己資本  25年1月期第3四半期  2,752百万円 24年1月期  2,748百万円

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  
現時点において平成２５年１月期の期末配当予想については、未定であります。 

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

24年1月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年1月期 ― 0.00 ―
25年1月期（予想） ― ―

3. 平成25年 1月期の業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 3,100 17.8 0 ― 15 ― 13 ― 5.00



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 25年1月期3Q 2,628,000 株 24年1月期 2,628,000 株
② 期末自己株式数 25年1月期3Q 27,191 株 24年1月期 27,128 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期3Q 2,600,842 株 24年1月期3Q 2,600,910 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法の基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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）３頁「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機の影響による世界経済の減速、長期化す

る円高、デフレ進行などにより、不透明な状況で推移いたしました。今後も、消費増税、混迷する政局

による政策の不透明感、近隣諸国との関係悪化等、経済活動に影響を及ぼす懸念材料が多く存在するこ

とから、当社及びレストラン業界を取り巻く環境は、予断を許さない状況にあると言えます。 

そうした状況下、当社は、本年創業140周年を迎え、赤字脱却及び新たな精養軒構築を目指し「中期

経営計画140」を策定しスタートを切りました。 

その一環として、婚礼特別プランの企画立案および広告媒体への掲載、夏場恒例のビアガーデン集客

強化、上野公園の整備事業を見据えた宴会需要の掘り起こし、店舗課題に対する迅速かつ的確な改善策

実施など、売上、収益機会を確保するため、果敢に挑戦いたしました。 

加えて、スクラップ＆ビルドにも積極的に取組み、「日本橋店」「池袋店」の閉店と同時に、上野駅

前に「３１５３(サイゴーサン)店」をオープンし、更なる新たなお客様獲得を目指しております。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,242百万円（前年同期は1,910百万円）となりました。

営業損失は27百万円（前年同期は266百万円）、経常損失は17百万円（前年同期は253百万円）、四半期

純損失は17百万円（前年同期は78百万円）となりました。 

また、セグメント別の業績につきましては、下記のとおりであります。 

(飲食業) 

当飲食業におきましては、当第３四半期累計期間のレストラン部門の売上高は1,304百万円(前年同期

は1,182百万円)、宴会他部門の売上高は909百万円(前年同期は699百万円)、飲食業全体の売上高は

2,213百万円(前年同期は1,881百万円)、営業損失36百万円(前年同期は274百万円)となりました。 

(賃貸業) 

当賃貸業におきましては、安定的な賃貸収入の確保に努めております。この結果、当第３四半期累計

期間の売上高は29百万円(前年同期は28百万円)、営業利益10百万円(前年同期は８百万円)となりまし

た。 

  

(資産) 

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と比べ67百万円増加し3,822百万円となりま

した。流動資産は38百万円減少の1,199百万円、固定資産は105百万円増加の2,623百万円となりまし

た。 

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が31百万円減少したことによるものです。 

固定資産の増加の主な要因は、有形固定資産が67百万円増加と、投資その他の資産の投資有価証券の

時価上昇により43百万円増加したことによるものです。 

(負債) 

当第３四半期会計期間末における負債合計は前事業年度末と比べ63百万円増加し、1,070百万円とな

りました。流動負債は39百万円増加の337百万円、固定負債は25百万円増加の733百万円となりました。

流動負債の増加の主な要因は、賞与引当金が32百万円増加と、未払金が16百万円増加したことによる

ものです。 

固定負債の増加の主な要因は、繰延税金負債が14百万円増加と、役員退職慰労引当金が11百万円増加

したことによるものです。 

(純資産) 

当第３四半期会計期間末における純資産は前事業年度末と比べ４百万円増加し2,752百万円となりま

した。この増加の主な要因は、その他有価証券評価差額金が28百万円増加と、四半期純損失の計上等で

利益剰余金が24百万円減少したことによるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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通期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間において概ね計画通り推移しているため、平

成24年９月７日に公表しました「平成25年１月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」から変更

はありません。 

なお、当第３四半期累計期間において平成25年１月期の配当予想につきましては、平成24年３月16日

に公表しました「平成24年１月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

該当事項はありません。 

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日)を適用しております。

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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)

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,083,240 1,052,668

売掛金 91,325 79,433

たな卸資産 31,696 32,924

その他 33,364 36,496

貸倒引当金 △2,900 △2,400

流動資産合計 1,236,724 1,199,121

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 831,414 863,628

土地 603,193 603,191

その他（純額） 80,467 115,071

有形固定資産合計 1,515,074 1,581,890

無形固定資産 3,868 3,214

投資その他の資産   

投資有価証券 818,668 861,800

長期預金 100,000 100,000

その他 80,766 76,057

投資その他の資産合計 999,433 1,037,856

固定資産合計 2,518,376 2,622,961

資産合計 3,755,101 3,822,081

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,631 58,913

未払金 76,005 91,870

未払費用 74,252 79,840

未払法人税等 3,925 3,355

賞与引当金 31,000 63,000

資産除去債務 38,300 －

その他 19,916 39,841

流動負債合計 298,028 336,818

固定負債   

退職給付引当金 566,133 550,475

役員退職慰労引当金 69,098 79,948

繰延税金負債 61,520 75,711

その他 12,072 27,194

固定負債合計 708,824 733,328

負債合計 1,006,852 1,070,146
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 131,400 131,400

資本剰余金 4,330 4,330

利益剰余金 2,521,757 2,497,421

自己株式 △20,475 △20,496

株主資本合計 2,637,012 2,612,656

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 111,237 139,280

評価・換算差額等合計 111,237 139,280

純資産合計 2,748,249 2,751,936

負債純資産合計 3,755,101 3,822,081
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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23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 1,909,546 2,241,763

売上原価 903,009 959,107

売上総利益 1,006,538 1,282,656

販売費及び一般管理費 1,272,186 1,309,287

営業損失（△） △265,648 △26,631

営業外収益   

受取利息 1,864 1,166

受取配当金 5,476 4,068

雑収入 4,982 4,597

営業外収益合計 12,322 9,830

経常損失（△） △253,327 △16,800

特別利益   

固定資産売却益 － 2,862

退職給付引当金戻入額 164,494 －

保険解約返戻金 24,285 －

特別利益合計 188,779 2,862

特別損失   

固定資産除却損 11,557 995

特別損失合計 11,557 995

税引前四半期純損失（△） △76,104 △14,933

法人税、住民税及び事業税 1,700 1,600

法人税等合計 1,700 1,600

四半期純損失（△） △77,804 △16,533
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成 23年２月１日  至  平成 23年10月31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 

 
 (注)セグメント利益又は損失の合計額は、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２四半期累計期間(自  平成 24年２月１日  至  平成 24年10月31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 

 
 (注)セグメント利益又は損失の合計額は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

飲食業 賃貸業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,881,161 28,385 1,909,546 ― 1,909,546

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,881,161 28,385 1,909,546 ― 1,909,546

セグメント利益又は損失(△) △273,621 7,973 △265,648 ― △265,648

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

飲食業 賃貸業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,213,031 28,732 2,241,763 ― 2,241,763

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,213,031 28,732 2,241,763 ― 2,241,763

セグメント利益又は損失(△) △36,418 9,787 △26,631 ― △26,631

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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