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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年9月30日） 
（１）連結経営成績（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 12月期第3四半期 81,280 △1.1 2,221 9.9 2,256 6.5 △1,661 －
22年12月期第3四半期 82,162 △3.1 2,020 19.3 2,118 14.7 1,011 30.8

 

 
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 12月期第3四半期 △43.08 －
22年12月期第3四半期 26.51 －

 
（２）連結財政状態 

 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 12月期第3四半期 79,486 41,493 51.5 1,060.75
22年 12月期 80,476 43,755 53.6 1,117.83

（参考）自己資本    23年12月期第3四半期 40,909百万円       22年12月期 43,111百万円 

 
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 12月期 － 0.00 － 10.00 10.00   
23年 12月期 － 0.00 －   

23年 12月期(予想)   10.00 10.00   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通  期 107,500 △2.7 1,900 △7.5 2,000 △6.2 △3,200 － △82.97

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 



 

 
 
４．その他 （詳細は、[添付資料]４ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）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連結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。 

 

（３）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 

② ①以外の変更 ：無 
（注）「四半期連結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連結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。 

 

（４）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12月期3Ｑ 40,804,189株 22年12月期 40,804,189株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 2,237,835株 22年12月期 2,237,319株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 38,566,586株 22年12月期3Ｑ 38,170,886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、この四半期決算短信の開示時点に

おいて、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１． 本資料に記載し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仮

定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、［添付資料］４ページ「連結業績予想に関する定性的情

報」をご覧ください。 

２． 本資料の［サマリー情報］、［添付資料］２ページ「連結経営成績に関する定性的情報」及び９ページ「セグメント情

報等」に記載している売上高には、その他の営業収入を含めております。 

 



  頁  

   

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  4

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書（第３四半期連結累計期間） …………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

ロイヤルホールディングス㈱（8179）平成23年12月期 第３四半期決算短信

－ 1 －



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の発生により寸断されたサプライチェーンの復旧が進

み、国内の生産活動は回復しつつあるものの、欧州の金融不安や米国の景気後退懸念などにより円高が進行するな

ど、景気の先行き不透明感が払拭されない状況で推移いたしました。 

 当外食業界におきましては、震災直後の消費マインドの低下は薄れつつあり、消費者の外食頻度は持ち直しの傾向

が見られるものの、顧客確保のための企業間競争は激しさを増しており、当業界を取り巻く経営環境は引き続き厳し

い状況で推移いたしました。 

 このような環境の下、当社グループでは、今後見込まれる経営環境の変化と外食産業の構造的課題を踏まえ、永続

的な成長を確保しうるビジネスモデルの構築を基本目標としつつ、平成21年度から平成23年度の３ヶ年を対象とする

中期経営計画に基づき、当連結会計年度におきましては「展開」をキーワードに、「お客様に選ばれる“食”＆“ホ

スピタリティ”の提供」「グループ総合力の発揮」「グループ資源の 適配分」を柱として各種経営施策を進めてま

いりました。 

 具体的な施策として、「お客様に選ばれる“食”＆“ホスピタリティ”の提供」といたしましては、厳しい環境故

に経営基本理念に立ち返る原点回帰を図り、従業員の教育と人材育成による現場力の再強化を図るとともに、お客様

の視点に立った商品や時代のニーズに合った新業態の開発を行い、お客様満足度の向上に努めてまいりました。「グ

ループ総合力の発揮」といたしましては、平成23年１月１日付で事業領域に合わせた子会社の体制見直しを行い、各

事業領域における戦略の一本化を図り、また、購買・物流の一元化などグループシナジー効果の発現を推進いたしま

した。「グループ資源の 適配分」といたしましては、前述の子会社の体制をセグメント別に切り分け、今後成長性

の見込めるセグメントにおける事業、業態の出店を推進するとともに、ロイヤルホストにおきましては、前期に引き

続き次世代モデルへの改装を実施いたしました。 

 なお、震災の影響により、宮城県や福島県などの被災地において 大で64店舗が営業休止を余儀なくされました

が、営業再開に向けた復旧活動を当社グループの総力を挙げて実施したことにより、第２四半期末までに62店舗の営

業を再開させ、また、復旧が遅れていた仙台空港内の２店舗も第３四半期中に再開し、全店営業を再開いたしまし

た。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は81,280百万円（前年同期比△1.1％）、営業利益は2,221百万円

（前年同期比＋9.9％）、経常利益は2,256百万円（前年同期比＋6.5％）となりました。また、特別損失として「資

産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」2,540百万円のほか、３月11日に発生した東日本大震災に関連し、災害に

よる資産の滅失損失及び原状回復費用等231百万円、災害による操業・営業休止期間中の固定費等195百万円、計427

百万円を「災害による損失」として計上し、法人税等864百万円及び少数株主損失83百万円を計上いたしました。こ

れらの結果、当第３四半期連結累計期間の四半期純損失は、1,661百万円（前年同期四半期純利益1,011百万円）とな

りました。 

 セグメント概況については、次のとおりであります。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、「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、以下の各セグメントの概況は、当該会計基準等に基づく報告セグメントについて記

載しております。 

  

（外食事業） 

 当社グループの基幹である外食事業におきましては、ホスピタリティ・レストラン「ロイヤルホスト」、天丼・

天ぷら専門店「てんや」、ピザレストラン「シェーキーズ」、グリル＆サラダバー「シズラー」などのチェーン店

のほか、ビアレストラン、カフェ、各種専門店等の多種多様な飲食業態を展開しております。当第３四半期連結累

計期間におきましては、「てんや」５店舗、「シェーキーズ」２店舗を出店したほか、海外の人気ブランド「Rose 

Bakery」を東京丸の内と吉祥寺に出店するなど、新規に13店舗を出店いたしました。 

 主力の「ロイヤルホスト」では、創業40周年を記念し、国内産の黒毛和牛と黒豚を使用した人気の“黒×黒ハン

バーグ”の増量メニューや個性豊かなハンバーグをラインアップしたハンバーグフェアを開催したほか、夏季にお

いては“カレーの底ぢから”をテーマにロイヤルホストならではの調理力と専門性を活かしたカレーフェアを開催

し、顧客確保に努めました。また、前期に引き続き、外観視認性や居住性の向上とともに、分煙化を推進する次世

代モデルへの改装を実施し、当第３四半期連結累計期間において31店舗を改装いたしました。震災直後は関東以北

の店舗において大幅な来客数の減少が見られましたが、これらの営業施策の効果などにより、４月以降既存店売上

高は回復基調に入り、当第３四半期連結累計期間においてロイヤルホストの既存店売上高は前年を超過いたしまし

た。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 また、前期末に東京と大阪に出店した新業態「カウボーイ家族（ステーキファミリーダイニング）」において

は、７月に神奈川県に２店舗、兵庫県に１店舗を出店し、いずれも好調に推移していることから、当期において更

なる出店を計画しております。 

 以上の結果、ロイヤルホストにおいては来客動向の持ち直しの傾向が見られ、加えて新業態出店による売上の上

積みもありましたが、震災直後の集客の落ち込みや前期・当期における不採算店舗閉鎖の影響もあり、売上高は

41,587百万円、経常利益は1,250百万円となりました。 

  

（コントラクト事業） 

 コントラクト事業におきましては、法人からの委託等により、空港ターミナルビル、高速道路サービスエリア、

大型商業施設、オフィスビル、医療介護施設、百貨店、ゴルフ場等において、それぞれの立地特性に合わせた多種

多様な飲食業態を展開しております。当第３四半期連結累計期間におきましては、新千歳空港内に２店舗、羽田空

港内に１店舗を出店したほか、法人向け飲食施設を３店舗、医療施設に１店舗を出店するなど、計11店舗を出店い

たしましたが、震災の影響により、仙台空港内の２店舗が一時営業を休止していたほか、その他の空港ターミナル

ビル、高速道路サービスエリア内の店舗において施設利用者減少に伴い来客数が減少しており、売上高は20,963百

万円、経常利益は1,075百万円となりました。 

  

（機内食事業） 

 機内食事業におきましては、震災後、海外からの渡航者が減少したことにより一時的に売上が落ち込みました

が、アジア方面路線を中心とした国際線への搭載が堅調に推移したほか、新規就航路線に係る受注獲得もあり、売

上高は4,926百万円、経常利益は942百万円となりました。 

  

（ホテル事業） 

 ホテル事業におきましては、震災の影響により東北地方の６ホテルは一時営業を休止する状況となりましたが、

営業再開後は震災復旧・復興支援による宿泊需要が生まれ、客室稼働率が計画を上回ったことから、既存ホテルの

客室稼働率を底上げいたしました。また、３月にはリッチモンドホテル30店舗目となる「リッチモンドホテル福山

駅前」を開業いたしました。以上の結果、売上高は11,514百万円、経常利益は775百万円となりました。 

  

（食品事業） 

 食品事業におきましては、外食インフラ機能として、主に当社グループの外食事業とコントラクト事業に対する

食品製造、購買、物流業務を担っているほか、一部グループ外企業向け製品の製造も行っております。当第３四半

期連結累計期間におきましては、ロイヤルホストとグループ外取引先向け製品の生産が伸張し、また製造工程の見

直しなど生産性向上に注力し、売上高は6,003百万円、経常利益は438百万円となりました。 

  

（２）連結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３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ990百万円減少し79,486百万円となりまし

た。内訳は、流動資産が2,439百万円減少し、固定資産が1,449百万円増加しております。流動資産の減少は、現

金及び預金の減少1,864百万円、季節的要因等によるたな卸資産の減少233百万円、受取手形及び売掛金の減少

229百万円などによるものであります。また、固定資産の増加は、リース資産の新規計上及び、「資産除去債務

に関する会計基準」の適用等に伴う有形固定資産の増加2,366百万円、店舗閉鎖等に伴う差入保証金の減少393百

万円、償却等によるのれんの減少336百万円などによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ1,272

百万円増加し37,993百万円となりました。これは、短期借入金の減少1,800百万円があった一方、「資産除去債

務に関する会計基準」の適用に伴う資産除去債務（固定負債）の増加3,268百万円、リース債務（固定負債）の

増加1,345百万円があったことなどによるものであります。純資産は、四半期純損失の計上1,661百万円及び、配

当金の支払い385百万円による利益剰余金の減少2,046百万円などにより、前連結会計年度末に比べ2,262百万円

減少し41,493百万円となりました。これらの結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ57円8銭減

少し1,060円75銭となり、また、自己資本比率は、前連結会計年度末比2.1ポイント下落し51.5％となりました。
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② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,864百万円減少し、

6,377百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ

2,478百万円収入が減少し、2,684百万円の収入となりました。当第３四半期連結累計期間の法人税等の還付・

支払前のキャッシュ・フロー（収入）は、前第３四半期連結累計期間に比べ1,249百万円減少し、4,441百万円

の収入となりました。また、法人税等の還付・支払によるキャッシュ・フロー（支出）は、前連結会計年度に

おける課税所得の増加に伴い、前第３四半期連結累計期間に比べ1,229百万円増加しております。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ

1,212百万円支出が減少し、2,198百万円の支出となりました。これは、前第３四半期連結累計期間において、

関係会社株式の取得による支出1,545百万円があったことなど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） 

 当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間では599百

万円の収入でしたが、当第３四半期連結累計期間では2,350百万円の支出となりました。これは、短期借入金

の純増減額（支出）の増加3,090百万円などによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 「サマリー情報」に記載した平成23年12月期 売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益の連結業績予想は、既

に公表しております連結業績予想から修正は行っておりません。なお、当該業績予想は、当社グループが現時点まで

に入手可能な情報から判断して、合理的であるとした一定の条件に基づいたものです。実際の業績は、「天候」「景

気動向」等の様々な要因により異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 法人税等の納付額の算定に関しては加味する加減算項目及び税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）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） 

 第１四半期連結会計期間より、「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。  

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ74百万円減少し、税金等調整前

四半期純損失は2,614百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

3,309百万円であります。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,377 8,242

受取手形及び売掛金 3,557 3,787

たな卸資産 1,602 1,836

繰延税金資産 1,037 959

その他 2,866 3,055

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 15,438 17,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,513 10,307

土地 12,358 12,358

リース資産（純額） 7,990 6,458

その他（純額） 4,039 3,412

有形固定資産合計 34,902 32,535

無形固定資産   

のれん 1,174 1,511

その他 478 471

無形固定資産合計 1,652 1,982

投資その他の資産   

投資有価証券 7,219 7,062

差入保証金 19,128 19,521

繰延税金資産 879 1,099

その他 280 413

貸倒引当金 △13 △16

投資その他の資産合計 27,493 28,080

固定資産合計 64,048 62,598

資産合計 79,486 80,476
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,830 3,450

短期借入金 1,100 2,900

1年内返済予定の長期借入金 4,555 4,729

未払法人税等 540 1,326

引当金 859 473

その他 6,852 7,438

流動負債合計 16,737 20,317

固定負債   

長期借入金 8,950 8,558

リース債務 7,964 6,618

繰延税金負債 － 47

引当金 263 259

資産除去債務 3,268 －

その他 809 920

固定負債合計 21,255 16,403

負債合計 37,993 36,721

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,676 13,676

資本剰余金 23,708 23,708

利益剰余金 6,085 8,132

自己株式 △2,723 △2,723

株主資本合計 40,746 42,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162 317

評価・換算差額等合計 162 317

少数株主持分 583 644

純資産合計 41,493 43,755

負債純資産合計 79,486 80,476
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 80,828 79,737

売上原価 25,173 24,717

売上総利益 55,655 55,020

その他の営業収入 1,334 1,543

営業総利益 56,989 56,563

販売費及び一般管理費 54,968 54,342

営業利益 2,020 2,221

営業外収益   

受取利息 10 7

受取配当金 106 96

持分法による投資利益 99 65

協賛金収入 60 73

その他 253 198

営業外収益合計 530 441

営業外費用   

支払利息 289 341

その他 143 63

営業外費用合計 432 405

経常利益 2,118 2,256

特別利益   

固定資産売却益 56 －

受取補償金 126 95

役員賞与引当金戻入額 － 8

店舗閉鎖損失引当金戻入額 20 －

特別利益合計 203 103

特別損失   

投資有価証券評価損 10 7

固定資産除売却損 219 171

減損損失 165 79

災害による損失 － 427

店舗閉鎖損失引当金繰入額 59 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,540

特別損失合計 455 3,240

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,867 △880

法人税等 840 864

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,744

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15 △83

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,011 △1,661
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,867 △880

減価償却費 2,683 2,727

のれん償却額 345 373

減損損失 165 79

災害損失 － 427

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,540

引当金の増減額（△は減少） 457 440

受取利息及び受取配当金 △116 △104

支払利息 289 341

持分法による投資損益（△は益） △99 △65

投資有価証券評価損益（△は益） 10 7

固定資産除売却損益（△は益） 160 171

売上債権の増減額（△は増加） 315 229

たな卸資産の増減額（△は増加） 87 151

仕入債務の増減額（△は減少） △135 △620

その他 △198 △872

小計 5,832 4,947

利息及び配当金の受取額 146 140

利息の支払額 △288 △342

災害損失の支払額 － △303

法人税等の還付額 191 227

法人税等の支払額 △719 △1,984

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,163 2,684

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 △2,756 △2,154

有形固定資産の売却による収入 218 －

投資有価証券の取得による支出 － △300

関係会社株式の取得による支出 △1,545 －

差入保証金の増減額（△は増加） 884 447

店舗閉鎖等による支出 △152 △131

その他 △60 △59

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,411 △2,198

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） 1,290 △1,800

長期借入れによる収入 2,800 3,200

長期借入金の返済による支出 △2,855 △2,981

配当金の支払額 △377 △385

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △234 △370

その他 △22 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 599 △2,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,351 △1,864

現金及び現金同等物の期首残高 8,504 8,242

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,856 6,377
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該当事項はありません。 

  

  

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。 

当社グループは、グループ全体を統括する持株会社の下で、事業運営会社が事業領域別に戦略を立案し、事業

活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、事業領域別のセグメントから構成されており、「外食事業」、「コントラクト

事業」、「機内食事業」、「ホテル事業」及び「食品事業」の５つを報告セグメントとしております。 

  

「外食事業」は、子会社ロイヤルホスト㈱、㈱テンコーポレーション、アールアンドケーフードサービス㈱、

関連会社㈱ハブが、ホスピタリティ・レストラン「ロイヤルホスト」、天丼・天ぷら専門店「てんや」、ピザレス

トラン「シェーキーズ」、グリル＆サラダバー「シズラー」、英国風ＰＵＢ「ＨＵＢ」等のチェーン店のほか、ビ

アレストラン、カフェ、各種専門店等の多種多様な飲食業態を展開しております。 

「コントラクト事業」は、子会社ロイヤル空港高速フードサービス㈱、ロイヤルコントラクトサービス㈱、セ

ントレスタ㈱が、法人からの委託等により、空港ターミナルビル、高速道路サービスエリア、大型商業施設、オフ

ィスビル、医療介護施設、百貨店、ゴルフ場等において、それぞれの立地特性に合わせた多種多様な飲食業態を展

開しております。 

「機内食事業」は、子会社㈱関西インフライトケイタリング、福岡インフライトケイタリング㈱、関連会社ジ

ャルロイヤルケータリング㈱が、関西国際空港、福岡空港、成田国際空港における機内食の調製・搭載等を行って

おります。 

「ホテル事業」は、子会社アールエヌティーホテルズ㈱が、「リッチモンドホテル」等のビジネスホテルを全

国に展開しております。 

「食品事業」は、子会社ロイヤル㈱が、外食インフラ機能として、主に外食事業及びコントラクト事業に対す

る食品製造、購買、物流業務を行っております。 

  

２．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 

当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで） 

（単位：百万円）

（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、食品販売、不動産賃貸等の

事業を含んでおります。 

２ 売上高には、その他の営業収入を含めております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  報告セグメント
その他 
（注）１ 

合計
  

外食 
事業 

コント
ラクト 
事業 

機内食
事業 

ホテル
事業 

食品
事業 

計 

売上高  （注）２                 

外部顧客への 

売上高 
 41,274  20,944  4,884  11,460  28  78,592  2,688  81,280

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 312  18  42  53  5,975  6,401  173  6,574

計  41,587  20,963  4,926  11,514  6,003  84,993  2,861  87,855

セグメント利益  1,250  1,075  942  775  438  4,483  172  4,656
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）  

（単位：百万円） 

（注）全社費用は、主にセグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

（追加情報） 

  第１四半期連結会計期間より、「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。 

   

該当事項はありません。 

  

  

利益 金額

報告セグメント計   4,483

「その他」の区分の利益   172

全社費用（注）   △2,399

四半期連結損益計算書の経常利益  2,256

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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