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平成１７年１２月度売上報告について 
 
 
当社の平成１７年１２月度の売上についてお知らせいたします。 
別紙「経営情報２００５．１２月度」をご参照下さい。 
 

 
記 

 
< 開示資料 > 
    
■ 経営情報２００５年１２月度（別紙のとおり） 
 

内容  ２００５年１２月度売上状況 
 

■共立メンテナンスグループ Q＆A 
Q．以前は毎月、御社の施設に宿泊して周辺を観光する『湯めぐ
り倶楽部』の旅行会の案内が掲載されていましたが、最近見か
けません。いつか参加してみたいと思っていましたが、旅行は
もう実施していないのでしょうか？また株主優待券は使えます
か？  

 
■ お知らせ 
ホテル改造問題に係わる弊社自主調査のご報告 

 
 

以上 



（東証1部　コード9616）

2006.2.14　㈱共立メンテナンス 広報室発行　＜Tel 03-5295-7875　Fax03-5295-7271＞

注）　本報告書の財務数値は、監査法人による会計監査を受けておりません。比較数値は小数点第１位四捨五入とします。
　　　使用している数値は速報値であり、後日確定するものと差異が出る可能性があります。また数値はグループ各社の単純合計により、
　　　連結消去等は行っておりません。ただし、㈱共立フーズサービスに移管した受託食堂の売上の重複消去のみ行っております。

　気温の差が激しい日が続いていますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？
今月のQ&Aコーナーでは、お問い合わせいただいた「湯めぐり倶楽部旅行会」について掲載しましたので、
ご覧下さい。
　尚、今月は第３四半期決算発表(2月9日発表)の関係で、発送が遅れましたことをお詫び申し上げます。

　　　　　　　　　　　　 共立共立共立共立メンテナンスグループメンテナンスグループメンテナンスグループメンテナンスグループ

ⅠⅠⅠⅠ. . . . セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別((((事業別事業別事業別事業別))))　　　　売上状況売上状況売上状況売上状況（１２月度）
　第３四半期も終了し、各事業は順調に売上をのばしています。１２月単月を見ますとフーズ事業が対前期比９２％と売上ダウ
ンとなっておりますが、これは外食事業において今期２店舗を閉鎖しスクラップ＆ビルドを実施する事により事業の再構築を図っ
ている為です。その他、主幹事業である寮事業、事業拡大を目指すホテル事業ともども前期を上回る売上で推移しております。

単位：百万円

寮事業 2 ,4422 ,4422 ,4422 ,442 105% 2 ,317 24 ,08124 ,08124 ,08124 ,081 104% 23 ,233
学生寮 1 ,4251 ,4251 ,4251 ,425 104% 1 ,375 14 ,61414 ,61414 ,61414 ,614 103% 14 ,213
社員寮 672672672672 110% 612 6 ,3076 ,3076 ,3076 ,307 105% 5 ,986
ドミール 171171171171 108% 159 1 ,5971 ,5971 ,5971 ,597 108% 1 ,475
受託寮 174174174174 101% 171 1 ,5631 ,5631 ,5631 ,563 100% 1 ,559

ホテル事業 896896896896 142% 633 7 ,7087 ,7087 ,7087 ,708 133% 5 ,800
リゾート事業 378378378378 118% 319 3 ,8663 ,8663 ,8663 ,866 135% 2 ,869
イン事業 411411411411 173% 238 3 ,0363 ,0363 ,0363 ,036 135% 2 ,248
スパ事業 107107107107 141% 76 806806806806 118% 683

総合ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 1 ,0551 ,0551 ,0551 ,055 114% 923 9 ,6529 ,6529 ,6529 ,652 120% 8 ,060
フーズ事業 322322322322 92% 351 2 ,9392 ,9392 ,9392 ,939 102% 2 ,881
その他事業 225225225225 118% 191 2 ,0162 ,0162 ,0162 ,016 112% 1 ,806

ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ事業 46464646 100% 46 416416416416 101% 413
その他 179179179179 124% 145 1 ,6001 ,6001 ,6001 ,600 115% 1 ,393

（小 　計 ） 4 ,9404 ,9404 ,9404 ,940 112% 4 ,415 46 ,39646 ,39646 ,39646 ,396 111% 41 ,779

デベロップメント事業 1 ,0241 ,0241 ,0241 ,024 78% 1 ,314 3 ,9883 ,9883 ,9883 ,988 124% 3 ,210

合　　計 5 ,9645 ,9645 ,9645 ,964 104% 5 ,729 50 ,38450 ,38450 ,38450 ,384 112% 44 ,989

前期累計
4～ 12月度実績月度累計12月度実績

前期比％ 前期比％当月実績 前期実績 当期累計

グループグループグループグループ全体売上高推移全体売上高推移全体売上高推移全体売上高推移
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棒棒棒棒ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾗﾌﾗﾌﾗﾌﾗﾌ：：：： 単純合算

　による単月売上高

折線折線折線折線ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾗﾌﾗﾌﾗﾌﾗﾌ：：：：単純合算
　の累計売上高、

　ただし、３月は連結

　消去後のｸﾞﾙｰﾌﾟ合計

　による



≪≪≪≪共立共立共立共立メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス ホテルグループホテルグループホテルグループホテルグループよりよりよりより≫≫≫≫　　　　　　　　

ホテルホテルホテルホテル改造問題改造問題改造問題改造問題にににに係係係係わるわるわるわる弊社自主調査弊社自主調査弊社自主調査弊社自主調査のごのごのごのご報告報告報告報告

平素は、弊社ホテルグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今、ホテルの不正改造問題が指摘されておりますが、弊社においても、社会的責任として、社内調査チー

ムにより早期に調査を実施いたしました。その結果、建築後の日常の運営において一部問題のあった事業所が２
件判明し、即時に改善の段取りを終えました。弊社におきましては、法令を遵守する企業姿勢に変わりはなく、
今後とも行政当局の指導のもと管理・調査を継続します。
現段階における具体的な調査結果と改善内容につきましては下記の通りです。

　　　１.　「Aホテル」ユニバーサルルームの他目的利用について
ユニバーサルルームとしての機能は維持しておりますが、予約のない日に椅子などを持ち込み、
マッサージコーナーとして利用しておりました。

→　客室としての利用を最優先するよう、指示徹底いたしました。
　　　
　　　２.　「Bホテル」駐車場の仕様について

駐車場としての機能は維持しておりますが、日常の運営において2台分ある駐車場スペースの1台分を、
レストランスペースとして使用しておりました。

→　早急に駐車場として使用できるよう改善いたします。

上記２件はいずれもオーナー様からのリース物件であり具体的施設名は控えさせていただきます。
なお、いずれの施設においても安全性については、全く問題がありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ事業部

◇◇◇◇ ３３３３月月月月のののの旅行会旅行会旅行会旅行会　　　　◇◇◇◇

『『『『冬冬冬冬のののの特別公開特別公開特別公開特別公開とととと
　　　　光光光光のののの織織織織りりりり成成成成すすすす花灯路花灯路花灯路花灯路』』』』
平成平成平成平成18181818年年年年　　　　3/15(3/15(3/15(3/15(水水水水) ) ) ) ～～～～17(17(17(17(金金金金))))　　　　2222泊泊泊泊3333日日日日

　　　　名古屋集合名古屋集合名古屋集合名古屋集合・・・・名古屋出発名古屋出発名古屋出発名古屋出発

　「　「　「　「京都五条京都五条京都五条京都五条 瞑想瞑想瞑想瞑想のののの湯湯湯湯 ホテルホテルホテルホテル秀峰閣秀峰閣秀峰閣秀峰閣」」」」宿泊宿泊宿泊宿泊

　この期間しか見ることができない“妙心寺大通院”や

“大徳寺芳春院”等の特別拝観と、1年に10日間しか開

催されない『東山・花灯路』の幻想的な世界へご案内い

たします。　　　　　　　　　　募集締切募集締切募集締切募集締切　　　　３３３３月月月月６６６６日日日日（（（（月月月月））））

《本コーナーへのご質問・お問合せ 》広報室　諏訪(すわ)まで
フリーダイヤル 0120-226-451　Fax 03-5295-7271　／　E-mail:kh@kyoritsugroup.co.jp 

お待ちしております！

　『Monthly Report 経営情報』は2005年9月末の株主様及び以前株主様だった方、一部関係者の方に
お送りしております。送付不要の方は広報室までご連絡下さい。

ＡＡＡＡ....　　　　お問い合わせありがとうございました。まず紙
面の関係上、旅行会のご案内ができなかったことをお
詫び申し上げます。『湯めぐり倶楽部』は、株主様を
はじめ、多くの方に、弊社ホテルを体験しつつ楽しい
ひとときを過ごしていただくことを目指し、現在も定
期的に旅行を実施しております。また、旅行費用は弊
社の株主優待券でお支払いいただけます。
　今回（３月の旅行会）は、兼ねてより要望の多かっ
た名古屋集合・名古屋出発の旅行を企画いたしました。
今後、全国各地域からの出発もどんどん企画していく
予定です。　
　尚、紙面スペースの都合等により、本紙上で毎回詳
しくお知らせすることは難しいため、今後、定期的に
旅行会の情報をご希望の方は、ぜひ一度、右記「「「「湯湯湯湯めめめめ
ぐりぐりぐりぐり倶楽部事務局倶楽部事務局倶楽部事務局倶楽部事務局」」」」までご連絡下さい。各旅行会はも
ちろん、各ホテル周辺のイベントなど旬のニュースを
お知らせする情報紙「湯めぐりニュース」等もお届け
させていただきます。　

Ⅱ．共立メンテナンスグループＱ＆Ａ
ここは、皆様のなぜなぜなぜなぜ？？？？にお答えするコーナーです。

皆様のご質問をお待ちしております！

ＱＱＱＱ. . . . 以前以前以前以前はははは毎月毎月毎月毎月、、、、御社御社御社御社のののの施設施設施設施設にににに宿泊宿泊宿泊宿泊してしてしてして周辺周辺周辺周辺をををを観光観光観光観光するするするする『『『『湯湯湯湯めぐりめぐりめぐりめぐり倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部』』』』のののの旅行会旅行会旅行会旅行会のののの案内案内案内案内がががが掲載掲載掲載掲載ささささ
れていましたがれていましたがれていましたがれていましたが最近見最近見最近見最近見かけませんかけませんかけませんかけません。。。。いつかはいつかはいつかはいつかは参加参加参加参加してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、旅行旅行旅行旅行はもうはもうはもうはもう実施実施実施実施しししし
ていないのでしょうかていないのでしょうかていないのでしょうかていないのでしょうか？？？？またまたまたまた、、、、株主優待券株主優待券株主優待券株主優待券はははは使使使使えますかえますかえますかえますか？？？？

「湯 め ぐ り 倶 楽 部」 事務局　　　　
　担当：広瀬(ひろせ)・浅見(あさみ)

　℡ 03-5295-7286 / FAX 03-5295-3071
　Eメール　u-club@dormy-hotels.com 　　　　
　http://www.hotespa.net/yumeguri/　　　

お知らせお知らせ


