
― 1 ―

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年８月７日

【四半期会計期間】 第127期第１四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

【会社名】 株式会社東京會舘

【英訳名】 Tokyo Kaikan Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 渡辺 訓章

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目２番１号

【電話番号】 03-3215-2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 蛯原 望

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目２番１号

【電話番号】 03-3215-2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 蛯原 望

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

決算短信（宝印刷） 2020年08月07日 13時21分 1ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



― 2 ―

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】

回次
第126期

第１四半期累計期間
第127期

第１四半期累計期間
第126期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (千円) 3,183,078 478,614 11,504,107

経常利益又は経常損失(△) (千円) 259,906 △932,790 69,981

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 208,212 △1,265,256 108,182

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 3,700,011 3,700,011 3,700,011

発行済株式総数 (株) 3,463,943 3,463,943 3,463,943

純資産額 (千円) 9,570,018 8,038,386 9,258,357

総資産額 (千円) 28,523,284 24,113,652 25,391,134

１株当たり四半期（当期）純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

(円) 62.32 △378.73 32.38

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 10.00

自己資本比率 (％) 33.55 33.34 36.46

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３ 第127期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。第126期第１四半期累計期間、第126期の

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４ 第127期第１四半期累計期間の大幅な前年同四半期に比する売上高の減少、経常損失、四半期純損失は新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府による緊急事態宣言を受けて、本舘および営業所において臨時休業

を実施したためであります。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当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、経営

者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい

る主要なリスク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。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の状況

当第１四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言を機に休業要

請や外出自粛要請が本格化したことにより景気が急激に悪化し、宣言解除後も経済活動の回復に向けた動きは鈍く、

将来の見通しが極めて不透明な状況で推移いたしました。

当社におきましても、政府による緊急事態宣言を受けて、本舘および営業所において４月11日から約50日間の臨時

休業を実施いたしました。

このような状況下にあって、売上高は前年同四半期比85.0%減少の478百万円となりました。営業損失は1,155百万円

（前年同四半期は営業利益261百万円）、経常損失は932百万円（前年同四半期は経常利益259百万円）、四半期純損失

は1,265百万円（前年同四半期は四半期純利益208百万円）となりました。

（2）財政状態の状況

総資産は、前事業年度末に比べて1,277百万円減少し24,113百万円となりました。その主な要因は、流動資産の「そ

の他」に計上した未収入金が227百万円、投資有価証券が103百万円それぞれ増加し、現金及び預金が583百万円、有価

証券が500百万円、有形固定資産が451百万円それぞれ減少したことであります。

負債は、前事業年度末に比べて57百万円減少し16,075百万円となりました。その主な要因は、賞与引当金が60百万

円減少したことであります。

純資産は、四半期純損失の計上および期末配当の実施などにより、純額で前事業年度末に比べ1,219百万円減少し

8,038百万円となりました。

これらの結果、負債比率は前事業年度末に比べて25.7ポイント増加して200.0%となりました。

（3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、重要な点において変更を行っておりません。なお、

新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に関する情報は、「第４ 経理の状況 １ 四半期

財務諸表 注記事項」の「（追加情報）」をご参照ください。

（4）生産、受注及び販売の実績

当第１四半期累計期間において、受注及び販売の実績が著しく減少しております。受注高は前年同四半期比117.9%

減、受注残高は前年同四半期比28.8%減の3,333百万円となりました。販売高は前年同四半期比85.0%減の478百万円と

なりました。この減少の主要は「（1）経営成績の状況」に記載のとおりであります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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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第３ 【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 8,900,000

計 8,900,000

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年８月７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 3,463,943 3,463,943
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株であり
ます。

計 3,463,943 3,463,943 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

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）

2020年６月30日 ― 3,463,943 ― 3,700,011 ― 925,002

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年６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 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
　普通株式 ― ―

123,100

完全議決権株式(その他)
　普通株式

33,181 ―
3,318,100

単元未満株式
　普通株式

― ―
22,743

発行済株式総数 3,463,943 ― ―

総株主の議決権 ― 33,181 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。

② 【自己株式等】

2020年６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）
株式会社東京會舘

東京都千代田区丸の内
３－２－１

123,100 ― 123,100 3.55

計 ― 123,100 ― 123,100 3.55

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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)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、第１四半期会計期間(2020年４月１日から2020年６月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、きさら

ぎ監査法人による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)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,719,015 1,135,479

売掛金 284,114 251,496

有価証券 2,000,010 1,499,999

商品及び製品 20,496 31,878

仕掛品 6,945 7,223

原材料及び貯蔵品 125,563 124,280

その他 225,277 428,829

貸倒引当金 △357 △390

流動資産合計 4,381,065 3,478,795

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 13,169,953 12,864,357

構築物（純額） 181,971 180,469

機械装置及び運搬具（純額） 87,570 17,460

工具、器具及び備品（純額） 256,354 241,696

土地 2,033,143 2,033,143

リース資産（純額） 1,745,937 1,686,193

有形固定資産合計 17,474,930 17,023,321

無形固定資産

リース資産 57,024 54,712

電話加入権 3,009 3,009

無形固定資産合計 60,034 57,722

投資その他の資産

投資有価証券 1,680,615 1,783,710

その他 1,794,488 1,770,103

投資その他の資産合計 3,475,104 3,553,813

固定資産合計 21,010,069 20,634,856

資産合計 25,391,134 24,113,652
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 110,151 44,722

短期借入金 380,000 380,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000

未払金 712,922 628,881

未払法人税等 54,046 66,099

賞与引当金 133,080 72,720

その他 1,091,312 1,172,950

流動負債合計 2,531,512 2,415,374

固定負債

長期借入金 9,525,000 9,525,000

退職給付引当金 1,281,968 1,273,514

資産除去債務 20,046 20,103

その他 2,774,250 2,841,274

固定負債合計 13,601,264 13,659,892

負債合計 16,132,776 16,075,266

純資産の部

株主資本

資本金 3,700,011 3,700,011

資本剰余金 2,883,140 2,883,140

利益剰余金 2,612,352 1,313,688

自己株式 △441,841 △441,841

株主資本合計 8,753,663 7,454,999

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 504,693 583,386

評価・換算差額等合計 504,693 583,386

純資産合計 9,258,357 8,038,386

負債純資産合計 25,391,134 24,113,652

決算短信（宝印刷） 2020年08月07日 13時21分 8ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



― 9 ―

(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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 3,183,078 478,614

売上原価 2,696,640 1,428,972

売上総利益又は売上総損失（△） 486,438 △950,357

販売費及び一般管理費 225,375 205,443

営業利益又は営業損失（△） 261,063 △1,155,801

営業外収益

受取利息 184 196

受取配当金 21,212 25,161

助成金収入 - 240,123

その他 3,860 1,848

営業外収益合計 25,256 267,329

営業外費用

支払利息 25,657 43,632

コミットメントフィー 685 685

その他 70 -

営業外費用合計 26,413 44,317

経常利益又は経常損失（△） 259,906 △932,790

特別利益

投資有価証券売却益 - 15,097

特別利益合計 - 15,097

特別損失

減損損失 - 253,227

特別損失合計 - 253,227

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 259,906 △1,170,920

法人税、住民税及び事業税 24,135 3,302

法人税等調整額 27,558 91,033

法人税等合計 51,694 94,335

四半期純利益又は四半期純損失（△） 208,212 △1,265,256
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【注記事項】

(追加情報)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期については、前事業年度の有価証券報告書の「（追加情

報）」に記載した仮定を変更しておりません。なお、当第１四半期累計期間の経営成績に基づき繰延税金資産及び

固定資産の減損などの会計上の見積りの精査を行い、当該資産等を評価しております。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

　

前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

減価償却費 209,496千円 206,208千円

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

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

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 33,408 10.0 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四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。

当第１四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

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

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 33,408 10.0 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自 2020年４月１

日 至 2020年６月30日)

当社の報告セグメントは、レストラン・宴会事業及びこれらに関連した業務を行う単一セグメントであるため、

記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

　 １株当たり四半期純利益
　 又は１株当たり四半期純損失(△)

62円32銭 △378円73銭

(算定上の基礎)

四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) 208,212 △1,265,256

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益
又は普通株式に係る四半期純損失(△)(千円)

208,212 △1,265,256

普通株式の期中平均株式数(株) 3,340,837 3,340,804

(注) 前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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 【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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独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年８月３日

株式会社東京會舘

取締役会 御中

きさらぎ監査法人

東京都千代田区

指定社員

業務執行社員
公認会計士 佐 藤 好 生 ㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 星 野 紘 紀 ㊞

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京會

舘の2020年４月１日から2021年３月31日までの第127期事業年度の第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020年６月

30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京會舘の2020年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなか

った。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

　ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

　実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

　められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

　認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

　か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

　四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

　ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

　は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

　て存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

　準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

　示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

　認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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