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１．平成19年３月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 11,691 (　 9.3) 534 (  23.2) 600 ( 40.5)

17年９月中間期 10,699 ( △4.7) 433 ( △5.9) 427 ( 10.4)

18年３月期 21,988 638 515

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 333 (　18.7) 38 46

17年９月中間期 281 (　36.1) 32 38

18年３月期 294 30 89

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 8,660,623株 17年９月中間期 8,662,786株 18年３月期 8,661,952株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

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

18年９月中間期 42,905 12,554 29.3 1,449 59

17年９月中間期 44,381 12,423 28.0 1,421 42

18年３月期 44,075 12,580 28.6 1,449 56

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,660,562株 17年９月中間期 8,661,462株 18年３月期 8,660,662株

②期末自己株式数 18年９月中間期 9,518株 17年９月中間期 8,618株 18年３月期 9,418株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 23,000  650  350  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　40円41銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

平成18年３月期 － 25.00 25.00

平成19年３月期（実績） － － －

平成19年３月期（予想） － 25.00 25.00

　　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料
発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能
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きましては、添付資料
の７ページを参照してください。
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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 3,077,932 3,010,457 3,625,577

２　売掛金 888,327 851,907 630,242

３　たな卸資産 271,762 250,670 265,395

４　その他 869,965 482,870 504,002

５　貸倒引当金 △610 △2,180 △670

流動資産合計 5,107,377 11.5 4,593,725 10.7 5,024,548 11.4

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１　建物 ※２ 22,427,692 21,230,504 21,827,673

２　構築物 452,499 443,390 451,729

３　土地 ※２ 6,803,389 6,804,389 6,803,389

４　その他 470,719 544,698 467,558

有形固定資産合計 30,154,301 29,022,982 29,550,350

(2）無形固定資産 35,356 33,604 33,560

(3）投資その他の資産

１　投資有価証券 2,390,668 2,575,617 2,780,493

２　関係会社株式 1,069,610 1,069,610 1,069,610

３　関係会社長期貸
付金

5,657,916 5,657,916 5,657,916

４　その他 110,051 92,744 95,628

５　貸倒引当金 △144,007 △140,744 △137,499

投資その他の資産
合計

9,084,239 9,255,143 9,466,149

固定資産合計 39,273,897 88.5 38,311,729 89.3 39,050,060 88.6

資産合計 44,381,274 100.0 42,905,455 100.0 44,074,608 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 881,816 939,700 974,522

２　短期借入金
※２
・４

8,050,000 8,650,000 8,250,000

３　１年以内返済予定長
期借入金

※２ 2,490,198 2,930,364 2,734,998

４　未払金 1,300,172 1,608,856 1,701,540

５　未払法人税等 236,064 250,966 232,093

６　その他 324,431 386,676 306,829

流動負債合計 13,282,683 29.9 14,766,562 34.4 14,199,983 32.2

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 17,917,769 14,733,005 16,366,587

２　退職給付引当金 290,405 293,063 296,522

３　繰延税金負債 69,769 160,248 233,880

４　預り保証金 397,454 398,204 397,454

固定負債合計 18,675,399 42.1 15,584,521 36.3 17,294,444 39.2

負債合計 31,958,082 72.0 30,351,084 70.7 31,494,427 71.4
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,454,940 5.5 － － 2,454,940 5.6

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 2,182,984 － 2,182,984

資本剰余金合計 2,182,984 4.9 － － 2,182,984 5.0

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 267,418 － 267,418

２　任意積立金 4,170,000 － 4,170,000

３　中間（当期）未処分
利益

2,966,319 － 2,979,324

利益剰余金合計 7,403,737 16.7 － － 7,416,742 16.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

389,722 0.9 － － 534,561 1.2

Ⅴ　自己株式 △8,192 △0.0 － － △9,046 △0.0

資本合計 12,423,192 28.0 － － 12,580,180 28.6

負債資本合計 44,381,274 100.0 － － 44,074,608 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 － － 2,454,940 5.7 － －

２　資本剰余金

(1）資本準備金 － 2,182,984 －

資本剰余金合計 － － 2,182,984 5.1 － －

３　利益剰余金

(1）利益準備金 － 267,418 －

(2）その他利益剰余金

任意積立金 － 4,170,000 －

繰越利益剰余金 － 3,069,881 －

利益剰余金合計 － － 7,507,299 17.5 － －

４　自己株式 － － △9,148 △0.0 － －

株主資本合計 － － 12,136,075 28.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価
差額金

－ － 418,295 1.0 － －

評価・換算差額等合計 － － 418,295 1.0 － －

純資産合計 － － 12,554,370 29.3 － －

負債・純資産合計 － － 42,905,455 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分 注記番号 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益 10,699,391 100.0 11,690,575 100.0 21,988,307 100.0

Ⅱ　営業費用 ※１ 10,265,931 95.9 11,156,353 95.4 21,349,983 97.1

営業利益 433,459 4.1 534,222 4.6 638,324 2.9

Ⅲ　営業外収益 ※２ 316,564 2.9 351,391 3.0 624,702 2.8

Ⅳ　営業外費用 ※３ 322,771 3.0 285,374 2.4 748,226 3.4

経常利益 427,253 4.0 600,239 5.2 514,799 2.3

Ⅴ　特別利益 ※４ 105,671 1.0 － － 105,771 0.5

Ⅵ　特別損失 ※５・６ 77,662 0.7 30,386 0.3 78,516 0.3

税引前中間（当
期）純利益

455,261 4.3 569,852 4.9 542,054 2.5

法人税、住民税及
び事業税

212,554 242,164 226,689

過年度法人税等 － △3,052 －

法人税等調整額 △37,820 174,733 1.7 △2,334 236,778 2.0 21,832 248,521 1.2

中間（当期）純利
益

280,528 2.7 333,073 2.8 293,532 1.3

前期繰越利益 2,685,791 － 2,685,791

中間（当期）未処
分利益

2,966,319 － 2,979,324
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(3）中間株主資本等変動計算書

項目

株主資本
評価・換算
差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計

その他有価
証券評価差

額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰

余金

　平成18年３月31日残高（千円） 2,454,940 2,182,984 267,418 4,170,000 2,979,324 △9,046 12,045,619 534,561

　中間会計期間中の変動額         

　　剰余金の配当（注）     △216,516  △216,516  

　　役員賞与（注）     △26,000  △26,000  

　　中間純利益     333,073  333,073  

　　自己株式の取得      △102 △102  

　　株主資本以外の項目の変動額
（純額）

      － △116,265

　中間会計期間中の変動額合計（千
円）

－ － － － 90,557 △102 90,455 △116,265

　平成18年９月30日残高（千円） 2,454,940 2,182,984 267,418 4,170,000 3,069,881 △9,148 12,136,075 418,295
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

②　その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

②　その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

ただし匿名組合出資金は個別法によっ

ており、詳細は「５　その他中間財

務諸表作成のための重要な事項、(2)

匿名組合出資金の会計処理」に記載

しております。

時価のないもの

同左

ただし匿名組合出資金は個別法によっ

ており、詳細は「５　その他財務諸

表作成のための重要な事項、(2)匿名

組合出資金の会計処理」に記載して

おります。

(2) たな卸資産

先入先出法による原価法

(2) たな卸資産

同左

(2) たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

①　建物及び構築物

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物

15年～42年

①　建物及び構築物

同左

①　建物及び構築物

同左

②　その他の有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

機械装置及び車両運搬具

４年～15年

工具器具備品

３年～15年

②　その他の有形固定資産

同左

②　その他の有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

－ 6 －



前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2)　　─────── (2)　　─────── (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、翌事業年度における支給

見込額を計上しております。

(3)　　─────── (3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益は、

それぞれ13,000千円減少してお

ります。

(3)　　───────

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定率法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理して

おります。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、その発

生時の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定率

法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用処

理しております。

４．リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

－ 7 －



前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

　なお、仮受消費税等と仮払消

費税等の中間期末残高の相殺後

の金額は、流動負債の「その

他」に含めております。

５．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

同左

５．その他財務諸表作成のための重要

な事項

(1) 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

─────── (2) 匿名組合出資金の会計処理

当社はホテル事業に係る匿名組

合出資を行うに際して、匿名組

合の財産の持分相当分を「投資

有価証券」として計上しており

ます。

匿名組合への出資時に「投資有

価証券」を計上し、匿名組合が

獲得した純損益の持分相当額に

ついては、「匿名組合分配損益」

に計上するとともに同額を「投

資有価証券」に加減し、営業者

からの出資金の払い戻しについ

ては「投資有価証券」を減額さ

せております。

(2) 匿名組合出資金の会計処理

当社は匿名組合出資を行うに際

して、匿名組合の財産の持分相

当分を「投資有価証券」として

計上しております。

匿名組合への出資時に「投資有

価証券」を計上し、匿名組合が

獲得した純損益の持分相当額に

ついては、「匿名組合分配損益」

に計上するとともに同額を「投

資有価証券」に加減し、営業者

からの出資金の払い戻しについ

ては「投資有価証券」を減額さ

せております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税引

前中間純利益は59,050千円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

─────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税引前

当期純利益は59,050千円減少しており

ます。

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

　当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月９日企業会計基

準適用指針第８号）を適用しておりま

す。

　これにより損益に与える影響はあり

ません。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は12,554,370千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

財務諸表の純資産の部は、中間財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の中間

財務諸表規則により作成しております。

───────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

27,171,589千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

28,578,438千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

27,896,039千円

※２　担保提供資産

(イ）担保に供している資産は下記のと

おりであります。

※２　担保提供資産

(イ）担保に供している資産は下記のと

おりであります。

※２　担保提供資産

(イ）担保に供している資産は下記のと

おりであります。

建物 21,142,839千円

土地 4,857,600千円

計 26,000,439千円

建物 19,978,073千円

土地 4,857,600千円

計 24,835,673千円

建物 20,562,599千円

土地 4,857,600千円

計 25,420,200千円

(ロ）上記に対応する債務は下記のとお

りであります。

(ロ）上記に対応する債務は下記のとお

りであります。

(ロ）上記に対応する債務は下記のとお

りであります。

短期借入金 1,400,000千円

１年以内返

済予定長期

借入金

1,900,350千円

長期借入金 10,716,425千円

計 14,016,775千円

短期借入金 1,400,000千円

１年以内返

済予定長期

借入金

2,173,900千円

長期借入金 8,318,525千円

計 11,892,425千円

短期借入金 1,400,000千円

１年以内返

済予定長期

借入金

2,163,150千円

長期借入金 9,463,475千円

計 13,026,625千円

　３　偶発債務

(イ）下記の会社の金融機関借入金につ

いて連帯保証を行っております。

　３　偶発債務

(イ）下記の会社の金融機関借入金につ

いて連帯保証を行っております。

　３　偶発債務

(イ）下記の会社の金融機関借入金につ

いて連帯保証を行っております。

㈱ホテルエメラルド 1,478,000千円

(子会社)

㈱阿寒ビューホテル 140,000千円

(子会社)

㈱マックスパート 364,200千円

(子会社)

㈱川久 3,850,000千円

(子会社)

計 5,832,200千円

㈱ホテルエメラルド 1,386,000千円

(子会社)

㈱阿寒ビューホテル 140,000千円

(子会社)

㈱マックスパート 301,000千円

(子会社)

㈱川久 3,786,000千円

(子会社)

計 5,613,000千円

㈱ホテルエメラルド 1,440,000千円

(子会社)

㈱阿寒ビューホテル 140,000千円

(子会社)

㈱マックスパート 332,600千円

(子会社)

㈱川久 3,850,000千円

(子会社)

計 5,762,600千円

(ロ）洞爺湖温泉利用協同組合の金融機

関借入金に係る下記の者の北海道

信用保証協会への連帯保証につい

て、再保証しております。洞爺湖

温泉利用協同組合理事（当社の従

業員）金子道夫

(ロ）洞爺湖温泉利用協同組合の金融機

関借入金に係る下記の者の北海道

信用保証協会への連帯保証につい

て、再保証しております。洞爺湖

温泉利用協同組合理事（当社の従

業員）金子道夫

(ロ）洞爺湖温泉利用協同組合の金融機

関借入金に係る下記の者の北海道

信用保証協会への連帯保証につい

て、再保証しております。洞爺湖

温泉利用協同組合理事（当社の従

業員）金子道夫

再保証額 52,970千円

計 52,970千円

再保証額 47,810千円

計 47,810千円

再保証額 50,390千円

計 50,390千円

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行10行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 8,150,000千円

借入実行残高 7,550,000千円

差引額 600,000千円

当座貸越極度額の総額 8,650,000千円

借入実行残高 8,650,000千円

差引額 －千円

当座貸越極度額の総額 8,650,000千円

借入実行残高 8,250,000千円

差引額 400,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

有形固定資産 761,476千円

無形固定資産 2,795千円

計 764,272千円

有形固定資産 693,288千円

無形固定資産 2,566千円

計 695,855千円

有形固定資産 1,490,508千円

無形固定資産 5,144千円

計 1,495,653千円

※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目

受取利息 65,782千円

受取地代家賃 174,757千円

受取利息 64,693千円

受取地代家賃 172,327千円

受取利息 129,960千円

受取地代家賃 355,408千円

※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目

支払利息 316,310千円 支払利息 269,527千円 支払利息 593,628千円

※４．特別利益の主要項目 ※４．　　─────── ※４．　　───────

※５．　　─────── ※５．特別損失の主要項目 ※５．　　───────

固定資産除却損 2,168千円

投資有価証券評価損 1,313千円

建設中止損 26,904千円

※６．減損損失

当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計

上しました。

（単位：千円）

減損損失

用途 場所 種類 金額

遊休資産 札幌市南区

定山渓
土地 49,050

遊休資産 静岡県伊豆

長岡町
土地 10,000

合計 59,050

 （経緯）

　遊休不動産については、市場価格の

下落が著しく、投資額の回収が困難と

見込まれるため、回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（59,050

千円）として特別損失に計上いたしま

した。

 （グルーピングの方法）

　減損損失の算定にあたっては、他の

資産又は資産グループのキャッシュ・

フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小の単位に拠って

資産のグループ化を行っており、管理

会計上の事業所区分に拠っております。

なお、遊休不動産については、個々の

物件単位でグルーピングしております。

 （回収可能価額の算定方法）

　遊休資産の回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、土地につ

いては売却見込額により評価しており

ます。

※６．　　─────── ※６．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上し

ました。

 （単位：千円）

減損損失

用途 場所 種類 金額

遊休資産 札幌市南区

定山渓
土地 49,050

遊休資産 静岡県伊豆

の国市
土地 10,000

合計 59,050

 （経緯）

　遊休不動産については、市場価格の

下落が著しく、投資額の回収が困難と

見込まれるため、回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（59,050

千円）として特別損失に計上いたしま

した。なお、遊休不動産以外のホテル

については、該当はありません。

 （グルーピングの方法）

　減損損失の算定にあたっては、他の

資産又は資産グループのキャッシュ・

フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小の単位に拠って

資産のグループ化を行っており、管理

会計上の事業所区分に拠っております。

なお、遊休不動産については、個々の

物件単位でグルーピングしております。

 （回収可能価額の算定方法）

　遊休資産の回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、土地につ

いては売却見込額により評価しており

ます。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数（千

株）

当中間会計期間増加株

式数（千株）

当中間会計期間減少株

式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

　普通株式（注） 9 0 － 9

合計 9 0 － 9

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

①　リース取引

　該当事項はありません。

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額

1,421円42銭

１株当たり中間純利益金額

32円38銭

１株当たり純資産額

1,449円59銭

１株当たり中間純利益金額

38円46銭

１株当たり純資産額

1,449円56銭

１株当たり当期純利益金額

30円89銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

中間（当期）純利益（千円） 280,528 333,073 293,532

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 26,000

（うち利益処分による役員賞与金） － － (26,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円) 280,528 333,073 267,532

期中平均株式数（千株） 8,662 8,660 8,662

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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