
 

平成18年12月期 決算短信（連結） 平成19年 2 月 13 日

 

 
1. 18年12月期の連結業績(平成18年1月1日～平成18年12月31日) 
(1) 連結経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年 12月期 
17年 12月期 

百万円 
70,786 
68,858 

％
2.8
△3.9

百万円
4,301
3,088

％
39.3
△36.0

百万円 
3,690 
2,604 

％
41.7
△36.2

 

 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年 12月期 
17年 12月期 

百万円
3,709
△7,600

％ 
― 
― 

円 銭
31 86
△65 57

円 銭
―
―

％ 
13.1 
△26.8 

％ 
3.4 
2.2 

％
5.2
3.8

(注) ① 持分法投資損益  18年12月期 △227百万円 17年12月期 10百万円 
 ② 期中平均株式数(連結) 
  18年12月期  116,417,244株  17年12月期  116,449,669株 
 ③ 会計処理の方法の変更 有 
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
(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 

 
18年 12月期 
17年 12月期 

百万円 
104,055 
114,135 

百万円
29,218
27,541

％ 
27.8 
24.1 

円 銭
248 32
236 24

(注) ① 期末発行済株式数(連結) 
  18年12月期  116,403,886株  17年12月期  116,433,181株 
 ② 期末自己株式数 18年12月期 5,670,357株 17年12月期 5,641,062株 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
18年 12月期 
17年 12月期 

百万円 
6,145 
4,828 

百万円
4,610
1,125

百万円 
△10,732 
△6,393 

百万円
2,700
2,673

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
 連結子会社数 29社 持分法適用非連結子会社数 ― 社 持分法適用関連会社数 1社
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
 連結（新規） 1社 （除外） 2社 持分法（新規） ― 社 （除外） 1社
 
2. 19年12月期の連結業績予想(平成19年1月1日～平成19年12月31日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中  間  期 
通     期 

百万円
35,400
73,600

百万円
1,800
5,300

百万円
700
2,000

(参考)  １株当たり予想当期純利益(通期) 17円18銭 

※上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・

為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 

  業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の13ページを参照してください。 

 

上 場 会 社 名 藤田観光株式会社 上場取引所 東・大  
コ ー ド 番 号 9722 本社所在都道府県 東京都  
（ＵＲＬ http://www.fujita-kanko.co.jp/） 
代  表  者 役職名 
問合せ先責任者 役職名 

代表取締役社長 
取締役コーポレートセンター担当 

氏名 
氏名 

加藤 曻司 
菊永 福芳 

ＴＥＬ 03-5981-7703 

決算取締役会開催日 平成19年 2 月 13 日     

親会社等の名称 DOWA ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社(コード番号：5714) 
親会社等における当社の議決権所有
比率 

28.4%

米国会計基準採用の有無 無     
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 U企業集団の状況 

 

 当社グループは、当社、子会社33社および関連会社2社で構成され、ブライダル＆バンケット事業、ワシントンホテル事業を主な

内容とし、更に各事業に関連する各種サービス等の提供を行っております。 

当社グループの事業に関わる位置づけは次のとおりであります。 

 

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ&ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業 … 当社が経営する椿山荘、太閤園、コンヴィヴィオンに加えて、子会社で㈱Plus Thank

など2社があります。 

ワシントンホテル事業 … 当社が経営する札幌、秋葉原、新宿、横浜伊勢佐木町、横浜桜木町、キャナルシティ･

福岡、浦和、東京ベイ有明、銀座の各ワシントンホテルおよび、ホテルアジュール竹

芝に加えて、子会社が経営する仙台、宇都宮、長崎、新潟、秋田、沖縄、福井、旭川、

関西エアポートの各ワシントンホテルなど15社があります。 

レ ジ ャ ー 事 業  … 当社が経営する箱根小涌園および下田海中水族館に加えて、子会社で下田海中水族館

を運営する下田アクアサービス㈱など2社があります。 

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾃﾙ事 業   … 当社が経営するフォーシーズンズホテル椿山荘 東京があります。 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ周 辺 事 業 … 当社が経営するカメリアヒルズカントリークラブおよび不動産業に加えて、子会社で

藤田観光工営㈱、㈱フェアトン、藤田グリーン･サービス㈱など6社があります。 

リージョナルホテル事業 … 子会社に京都国際ホテルを含め3箇所のホテルを経営する藤田ホテルマネジメント㈱、

島原温泉観光㈱など4社があります。 

そ の 他 事 業  … 子会社に㈱東京ビーピーエスなど4社、関連会社に東海汽船㈱など2社があります。

 
 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）添付資料の記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（企業集団の概要図）

顧                                                     客

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業

（子会社）

㈱ﾄﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾗﾈｯﾄ☆

㈱Plus Thank☆ 顧客の送客等

ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾎﾃﾙ事業

ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ事業 （子会社）

顧 （子会社） 藤田ﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱☆ 顧

藤田観光ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ旭川㈱☆ 伊東ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱☆

関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱☆ 鳥羽ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱☆

ｷｬﾅﾙｼﾃｨ･福岡ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱☆ ﾌ ﾞ ﾗｲ ﾀﾞ ﾙ＆ ﾊ ﾞ ﾝｹ ｯ ﾄ 事業
顧客の送客等 島原温泉観光㈱☆

浦和ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱☆ ・各種ｻｰﾋﾞｽ等

東京ﾍﾞｲ有明ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱☆ の提供

札幌ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱☆ ﾜ ｼ ﾝ ﾄ ﾝ ﾎ ﾃ ﾙ 事 業

㈱仙台ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆

㈱宇都宮ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆

㈱長崎ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆ ﾚ ｼ ﾞ ｬ ｰ 事 業 その他事業

㈱新潟ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆ 顧客の送客等 （子会社）

㈱秋田ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆ ・各種ｻｰﾋﾞｽ等 ㈱東京ﾋﾞｰﾋﾟｰｴｽ☆

㈱沖縄ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆ の提供
ﾗ ｸ ﾞ ｼ ﾞ ｭ ｱ ﾘ ｰ ﾎ ﾃ ﾙ 事 業 秋田ﾘｿﾞｰﾄ開発㈱

㈱福井ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆ 八洲開発協力㈱

ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｼｽﾃﾑ㈱☆ ﾌｼﾞﾀｶﾝｺｳｸﾞｱﾑINC.

ﾘｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱☆ ホ ス ピ タ リ テ ィ 周辺 事業 （関連会社）

東海汽船㈱★
顧客の送客等 ﾜｼﾝﾄﾝ･ｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ㈱

ﾚｼﾞｬｰ事業 リ ージ ョナ ルホテル事業
・各種ｻｰﾋﾞｽ等

（子会社） の提供 （その他）

下田ｱｸｱｻｰﾋﾞｽ㈱☆ DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱

藤田大鰐ｻｰﾋﾞｽ㈱ 顧客の送客等
そ の 他 事 業

・各種ｻｰﾋﾞｽ等

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ周辺事業 の提供

（子会社）

藤田観光工営㈱☆

㈱フェアトン☆ 客

客 藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱☆ 各種ｻｰﾋﾞｽ等の

能登興業開発㈱☆ 提供・不動産

藤田ﾘｿﾞｰﾄ開発㈱☆ 物件の管理

㈱ビジュアライフ☆ 受託他

    顧客の送客等・各種ｻｰﾋﾞｽ等の提供を相互に連携して観光事業を行っております。

顧                                                     客

(注) １  ☆連結子会社   ★持分法適用会社

2　藤田観光ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱は平成18年4月1日、および5月1日に、仙台・宇都宮・長崎・新潟・秋田・沖縄・福井

　　の各ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽを承継会社とした会社分割（吸収分割）を実施し、平成18年8月28日に解散いたしました。

3　㈱成田ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽは平成18年6月28日に解散いたしました。

4　㈱Plus Thankは平成18年10月2日に設立いたしました。

5　秋田地熱ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱、ﾄﾞｳﾜｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙCORP.は平成18年12月29日に株式を売却し、当社の関連会社でなくなりました。

藤田観光㈱
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経  営  方  針 

 

(1)会社の経営の基本方針 

 

藤田観光グループでは、「健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある豊かな社会の実現に貢献したいと

願っております」を社是とし、これに基づいて具体的な指針となる経営指針および行動指針を定めております。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

 

当社は、剰余金の配当にあたっては株主の皆様への還元に十分に配慮し、今後の企業体質の一層の強化と事業展開に活用する内部

留保を勘案のうえ、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

 

当社は、株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から、株式市場での取引可能な株式投資単位に関して適

宜に見直していくことを基本方針としております。投資単位の引下げにつきましては、現在当社株式の流動性については概ね確保さ

れている状態であることに加え、投資単位の引下げには多額の費用がかかることから、今後の市場の要請等を勘案しながら慎重に対

処したいと考えております。 

 

(4)目標とする経営指標 

 

当社グループは、平成18年に新たな中期経営計画「事業構造改革」（平成19年～平成21年）を策定いたしました。当計画の概要

は、品質とブランドの向上を図ることを基本に、観光業界の中で、とくにブライダル事業およびビジネスホテル事業において、品質

と競争力でリードできるような企業グループを目指すことであり、そのために当社の個性（強み）の発揮とＲＯＡの向上を心がけて

まいります。 

 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

 

U1.「事業改革」～前回中期経営計画 

 

当社グループが平成18年までの3ヵ年で取組んでまいりました中期経営計画「事業改革」における目的は、持続的な成長と発展の

ため、“事業構造の見直しと財務体質の健全化を図ること”であり、当事業年度はその最終年度に当たります。この「事業改革」では

基本方針を次のとおり定めておりました。 

①選択と集中 

＊拡大する事業を「ブライダル＆バンケット事業」「ワシントンホテル事業」に絞込み、両事業に重点的に経営資源を注入すること。 

＊成長の見込めない事業については順次、整理を進め、より収益性の高い事業構造へと変革すること。 

②資産・負債の圧縮 

＊売却可能な遊休資産については全ての資産を、事業用資産についても、個々に資産の保有意義を見直したうえで、売却できるも

のは売却し、資産を大幅に圧縮すること。 

＊資産売却による資金を借入金の返済に優先的に充当し、有利子負債についても大幅に圧縮し、ＲＯＡの向上に努めること。 
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③企業風土の改革 

＊カンパニー制導入により権限の委譲と責任の明確化を促進し、経営のスピード化を図ること。 

＊人事制度において実力主義を基本とする従業員の処遇制度と育成プログラムの充実を図ること。 
 
 

U2.「事業改革」の最終年度の実施状況 

 

平成18年度は「事業改革」の最終年度として、基本方針である「選択と集中」および「資産・負債の圧縮」のもと、以下の取組み

を行いました。 

 

（1）平成18年度上期  

①ゲストハウスウェディング事業に参入 

平成18年1月に、一棟貸切りで挙式・パーティーを行えるウェディング専用のゲストハウス“ＣＯＮＶＩＶＩＯＮ－コンヴィヴィ

オン”を、東京・南青山に開業いたしました。藤田観光グループでは、専門結婚式場、ホテルウェディングの他に新たな婚礼スタイ

ルであるゲストハウスウェディングが加わり、婚礼施設のラインアップの充実を図りました。 
②子会社の会社分割 

平成18年4月から5月にかけて、ワシントンホテル事業の利益最大化を図る一環として、仙台、宇都宮、秋田、長崎、新潟、成田、

沖縄、福井の8つのワシントンホテルを経営する藤田観光株式会社の100％子会社である藤田観光ワシントンホテル株式会社を分割

し、それぞれの地域の特性にあわせた地域密着型・独立採算型の組織へと切り替えました。 

なお、成田エアポートワシントンホテルは譲渡し、フランチャイズ形式で営業を継続しております。 

③固定資産の譲渡 

「資産・負債の圧縮」の一環として平成18年度上期に次の資産の譲渡を実施しました。          （単位：百万円） 

譲渡資産の内容および所在地 帳簿価額等 ※3 譲渡価額 売却益 

ホテルフジタ京都※1 

（客室188室、飲食店舗10店舗、 

売店1、洋品店1、エステ1、美容1） 

（敷地面積   6,178.58㎡） 

（延床面積  14,237.52㎡） 

（京都府京都市中京区二条大橋上る鉾田町543） 

856 5,500 4,644

成田エアポートワシントンホテル※2 

（客室299室、飲食店舗3店舗、売店1） 

（敷地面積   7,137.00㎡） 

（延床面積  14,882.15㎡） 

（千葉県成田市大山658-1） 

840 1,500 659

※1 営業につきましては、従来同様、子会社である藤田ホテルマネジメント株式会社が5年間の定期建物賃貸借契約を締結し、継続

します。 
※2 営業につきましては､フランチャイズ形式により継続しております。 

※3 譲渡資産の帳簿価額等には、売却に係る諸経費を含んでおります。 

④本社移転 

平成18年6月に本社を東京都港区から文京区へ移転しました。これは、自社所有敷地内への移転により、コスト削減を図るととも

に、現場との意思疎通を密にし、より効率的、効果的な事業運営を行うためです。 

 

（2）平成18年度下期  

①ワシントンホテルの新規開業 

集中事業のひとつであるワシントンホテル事業では、平成18年8月に札幌、同10月に銀座に最新機能を備えた新たなワシントン

ホテルを開業いたしました。 
札幌ワシントンホテル（平成18年8月16日開業） 銀座ワシントンホテル（平成18年10月17日開業） 

客室440室、飲食店舗1店舗 

北海道札幌市中央区北四条西4丁目-1 

客室270室、飲食店舗1店舗 

東京都中央区銀座7-10-1 
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②ワシントンホテルの撤退決議 

 一方、平成19 年 3 月に新潟ワシントンホテル、同5月に札幌第2ワシントンホテルの営業を終了する予定です。新潟、札幌第2

のワシントンホテルは、開業以来当社グループが建物を賃借し、ホテルの経営、運営を行っておりますが、両ホテルともその定期建

物賃貸借契約が満了時期を迎える予定です。平成19年度から始まる中期経営計画「事業構造改革」においては、新規出店を中心に競

争力を強化し、ワンランクアップの高品位ホテルで、大都市圏でのネットワークを再構築することで収益力強化を図る方針でありま

す。そのため、施設の経年劣化による競争力低下等に対応するために多額の維持・修繕投資がかかる両ホテルについては営業を終了

し、「事業構造改革」で目指す新規出店に経営資源を集中し、事業全体の成長力を高めてまいります。 

 

③ブライダル子会社の設立 

 当社グループのブライダルノウハウを結集し、多様化した婚礼ニーズにすばやく呼応し、より収益性の高い新業態の事業を確立す

るために、ブライダル子会社（株式会社Plus Thank）を設立いたしました。 

 

U3. 次期中期経営計画 

平成19年度からの3ヵ年で新たな次期中期経営計画「事業構造改革」に取り組むことといたしました。その概要については以下の

会社の対処すべき課題に記載のとおりであります。 

 

(6)会社の対処すべき課題 

 

平成16年から3ヵ年の中期経営計画「事業改革」では、最終年度である平成18年の目標値に対して総資産の圧縮および有利子負

債の削減は概ね達成した一方、経常利益およびＲＯＡがまだ不十分であり、この反省に基づき策定したのが次の３ヵ年中期経営計画

であります。 

 

【平成18年】 

項目 事業改革目標 実績 差 

経常利益 60億円 36億円 △23億円

ＲＯＡ 6.0％ 3.5％ △2.5％

総資産 1,000億円 1,040億円 40億円

有利子負債残高 400億円 399億円 △1億円

平成18年までの中期経営計画「事業改革」においては、“選択と集中”、“資産･負債の圧縮”などを基本方針として掲げておりまし

たが、次の段階である成長へ結び付けてゆくためには、まだまだ当社グループの企業風土の“破壊”と“創造”が必要であり、利益

の最大化を実現させるための足元固めと、より収益性の高い事業構造の確立を目指す将来のための二つの事業構造改革を同時並行し

て推進してゆく必要性を認識しております。 

そこで、平成19年からの次の３ヵ年中期経営計画を「事業構造改革」と名づけ、以下の三点を基本方針として、取り組んでいくこ

とといたしました。 

① 「選択と集中」を強力に推し進め、高収益体質へ 

② 営業･運営強化で成長局面へ転換 

③ 資本関係も含めこれまでの枠組みを超えた仕組み、アライアンスの構築に挑戦し、成長スピードを加速 

最終年度である平成21年には、経常利益70億円、営業キャッシュフロー100億円、ＲＯＡ７％、有利子負債残高350億円を目標

とし、３年間合計での設備投資は、前回の中期経営計画と比べて2倍近くの160億円を計画しております。 

セグメント別では、ブライダル＆バンケット事業およびラグジュアリーホテル事業への集中を一層進め、特に椿山荘、フォーシー

ズンズホテル椿山荘 東京の競争力強化のために、同一敷地内にある両施設の一体運営化を進めるとともに、経営資源を重点配分す

る計画であります。平成18年10月には、そのための組織変更をすでに実施済みであり、今後さらに質的、量的強化を図ってまいり

ます。投資においても、3年間で60 億円近くをこの東京･目白地区に投じる予定であり、少子化による将来的な婚礼市場の縮小懸念

の中でゲストハウスウェディングの台頭や、ホテル業界の2007年問題と称される外資系超高級ホテルの東京での開業ラッシュに象徴

される競争の激化に対応する所存です。 

また、婚礼事業の拡大のための運営専門会社を平成18年10月に立ち上げております。（株式会社Plus Thank（プラスサンク）、資

本金２億円、藤田観光株式会社100％出資) 

株式会社Plus Thankは、ゲストハウス型結婚式場「コンヴィヴィオン」および東京ベイ有明ワシントンホテルでの婚礼部門の運営
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を担っており、さらに担当領域を拡げつつ、新規施設開発や外部からの業務受託も行なってまいります。 

ワシントンホテル事業についても経営資源を集中すべき事業領域と位置づけ、宿泊特化型の、グレードアップされた新しいタイプ

のワシントンホテルを首都圏を中心に３年間で３店舗出店する計画ですが、そのコンセプトに基づいて平成18年に札幌ワシントンホ

テル、銀座ワシントンホテルの開業を行なった一方、新潟ワシントンホテル、札幌第２ワシントンホテルについては契約満了に伴う

営業終了 (新潟は平成19年３月、札幌第２は同年５月予定)を決定しており、今後も施設の世代交代を進めて、競争力を強化してま

いります。 

レジャー事業においては、特に箱根小涌園への温泉の源泉や水井戸、配管等のインフラストラクチャーの充実に投資を配分する計

画としております。 

また、平成18年5月にはコーポレート･ガバナンス(企業統治)の状況を開示いたしましたが、さらなる企業価値の向上のため、企

業リスクの全社的管理の観点から同年8月にリスク管理委員会を設置して当社グループ全体でのリスクの掌握と低減のための活動を

開始しております。加えて、平成21年から施行予定の金融商品取引法で求められる内部統制の構築についても、新しい中期経営計画

における重点課題と位置づけ、取り組みを開始しております。さらに、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の強化のため、社会貢献活動を

より積極的に進めてまいる所存です。 

 

 

(7)親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決権 

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されている証券

取引所等 

DOWA 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

株式会社 

上場企業が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

28.4 

（0.9） 

株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

証券会員制法人 福岡証券取引所 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 
 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係 

当社は、DOWAホールディングス株式会社との間で、人的関係、資本的関係を有しております。具体的には、同社は当社議決権の28.4

パーセント（間接所有含む）を所有しており、当社の代表取締役社長と代表取締役副社長の計2名が同社から転籍しており、また同

社取締役1名が当社の取締役を、同社従業員1名が当社の補欠監査役をそれぞれ兼務しております。なお、当社の意思決定および経

営の監視に関しては一定の独立性が確保できているものと考えております。 
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経営成績及び財政状態 

 

(1) 経営成績 
 

当連結会計年度におけるわが国経済は、年後半にやや減速感が出てきたものの、中長期的に緩やかな景気拡張期にあり、当社グル

ープの事業領域においても、特に首都圏を中心として法人需要の回復が具体化してきました。一方、個人消費はその回復度合いが法

人ほどではないものの、商品やサービスの評価や選別が変化しつつあり、価格よりも、商品やサービスの価値が求められる時代にな

ってきたと実感しています。そうしたニーズの変化に対応した商品、サービスをいかに造成し、提供していくかが、より大きな課題

と認識しています。 

こうした状況のもと、当連結会計年度の当社グループ業績は、これまでの施策が実ってきたことに加え、上述の景気の後押しもあ

って、前期比増収増益となりました。前期比増収は5年ぶりであり、各主要セグメントにおいても売上高、営業利益とも前年を上回

り、年度の当初目標値としておりました連結売上高705億円、経常利益34億円、ＲＯＡ3.2％、有利子負債圧縮額106億円(年度末残

高400億円)を達成することができました。 

前期では、「固定資産の減損に係る会計基準」を早期適用したことを主要因として特別損失146億円を計上した結果、当期純損失が

76億円となり無配とせざるを得ませんでしたが、当連結会計年度につきましては、予定どおり1株につき5円での復配を株主の皆さ

まにお諮りすることができることとなりました。 

主要セグメント別に見ますと、首都圏での業績回復が目覚しく、ブライダル＆バンケット事業では、関西の市場は景気回復を実感

するに至らないものの、東京･目白における椿山荘の婚礼、宴会事業において、また同一敷地内にあるラグジュアリーホテル事業であ

るフォーシーズンズホテル椿山荘 東京は昨年まで厳しい状況にありましたが、宿泊、宴会事業において、ともに単価上昇を主因と

して業績が改善いたしました。 

ワシントンホテル事業では、従前、客室稼働率の向上を優先して施策を展開してまいりましたが、特に首都圏を中心として漸く客

室単価も上昇に転じ、回復に力強さが増してきております。 

レジャー事業では、箱根小涌園ユネッサンの利用人員が堅調に増加したことを始め、収益が改善しております。 

当連結会計年度においては、新規出店等も具体化してきております。平成18年１月には、東京・南青山にゲストハウス型結婚式場

「コンヴィヴィオン」の１号店を開業、また同年８月には建替えのため休業中でありました「札幌ワシントンホテル」の営業を再開、

同年10月には「銀座ワシントンホテル」を新規開業いたしました。平成19年度には、これらによる利益貢献を期待しております。 

これらの結果、当連結会計年度の業績の概要は次のとおりとなりました。 

（金額単位：百万円） 

 当連結会計年度 前期比 増減率 

売上高 70,786 1,928 2.8％

営業利益 4,301 1,213 39.3％

経常利益 3,690 1,085 41.7％

当期純利益 3,709 11,310 ―

期末借入金残高 39,941 △10,705 △21.1％

 

事業別セグメント別の営業概況は次のとおりであります。 
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ブライダル＆バンケット事業 

（椿山荘、太閤園、ブライダル＆バンケット事業付帯部門および株式会社トラベルプラネット、株式会社Plus Thank） 

(金額単位：百万円、人員：千名、件数：件）

売上高 対前年 利用人員 対前年 利用単価 対前年
実績 同期比 増減率 実績 同期比 増減率 （円） 同期比 増減率

婚礼部門 196 △ 2 △1.1%
（件数） (3,334) (6) (0.2%)
宴会部門 3,279 353 12.1% 399 15 4.0% 8,204 592 7.8%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 2,491 △ 123 △4.7% 562 △ 82 △12.8% 4,430 376 9.3%
その他(消去含む） 1,854 △ 22 △1.2% - - - - - -

合計 12,924 374 3.0% 1,158 △ 69 △5.6% 11,155 972 9.5%

*　利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

5,299 165 3.2% 26,950 1,139 4.4%

 

婚礼部門については、ゲストハウス型結婚式場「コンヴィヴィオン」が平成18年1月に新規開業し、婚礼部門の増収に大きく貢献

したほか、椿山荘も1件当たりの利用単価が前期より大きく増加したことによって売上も前期を上回りました。 

宴会部門については、セールス強化で法人需要の回復を利用実績に結びつけることができ、イベント・催物も好調に推移したこと

によって椿山荘、太閤園ともに前期より利用人員が増加し、椿山荘においては利用単価も増加し、売上高は前期比増収となりました。 

レストラン部門については、採算の悪化していた外部店舗を閉鎖した影響（レストランフォレスタ小石川椿山荘△52百万円、大手

前瓢たん△27百万円）もあり、前期比減収となりました。 

これらの結果、レストラン部門の減収に対して婚礼部門、宴会部門の増収が大きく上回り、ブライダル＆バンケット事業全体の売

上高は前期比374百万円の増収となりました。 

営業利益は、「コンヴィヴィオン」の開業に係る一時費用の発生がありましたが、売上高の増加と、レストラン部門の採算改善の成

果によって1,220百万円と前期比81百万円（7.2％）の増益となりました。 

 

 

ワシントンホテル事業 

（札幌、秋葉原、新宿、横浜伊勢佐木町、横浜桜木町、キャナルシティ・福岡、浦和、東京ベイ有明、銀座の各ワシントンホテル、アジュール竹芝お

よびワシントンホテル事業付帯部門、および連結子会社等として仙台、宇都宮、長崎、新潟、成田エアポート、秋田、沖縄、福井の各ワシントンホテ

ル、藤田観光ワシントンホテル旭川株式会社、関西エアポートワシントンホテル株式会社、ワシントンホテルシステム株式会社またこれらのホテルの

運営子会社５社） 

(金額単位：百万円、人員：千名）

売上高 対前年 利用人員 対前年 利用単価 対前年
実績 同期比 増減率 実績 同期比 増減率 （円） 同期比 増減率

宿泊部門 18,224 1,043 6.1% 2,709 150 5.9% 6,726 13 0.2%
（宿泊稼働率） (86.5%) (3.3%)
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 8,228 △ 102 △1.2% 3,177 △ 299 △8.6% 2,590 194 8.1%
その他（消去含む） 2,250 31 1.4% - - - - - -

合計 28,704 971 3.5% 5,887 △ 149 △2.5% 4,876 311 6.8%

*　利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています  

当連結会計年度は、新たなワシントンホテルを２カ所開業しております。平成18年８月に札幌ワシントンホテルの営業再開、同年

10月には銀座ワシントンホテルの新規開業があり、両ホテルとも新たなコンセプトのワシントンホテルモデルとしてスタートを切っ

ており、売上高にも大きく貢献しました（札幌ワシントンホテル460百万円、銀座ワシントンホテル248百万円）。 

また、ホテルアジュール竹芝の契約形態変更（運営受託方式によるロイヤルティのみ収受から、当社の直接運営への変更）による

増収（1,246百万円）があった一方、成田エアポートワシントンホテルを平成18年３月に売却し、フランチャイズ方式へ変更したこ

とや（△562百万円）、レストラン部門について福岡、新宿、横浜、秋葉原等のホテル内の不採算・低採算店舗の閉鎖・業態変更によ

る減収がありました。宿泊部門については、既存ホテルも総じて好調に推移し、首都圏においては全ホテルが、また地方都市のワシ

ントンホテルもほとんどの施設において宿泊稼働率が向上した結果、売上高は前期比増収となりました。 

これらの結果、ワシントンホテル事業全体の売上高は前期比971百万円の増収となりました。 

営業利益は、売上高の増加に加えて、不採算・低採算の飲食店舗の閉鎖・縮小による採算改善効果が寄与し、1,132 百万円と前期

比174百万円（18.2％）の増益となりました。 
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レジャー事業 

（箱根小涌園、下田海中水族館、レジャー事業付帯部門および下田海中水族館の運営子会社) 

(金額単位：百万円、人員：千名）

売上高 対前年 利用人員 対前年 利用単価 対前年
実績 同期比 増減率 実績 同期比 増減率 （円） 同期比 増減率

日帰り・休憩部門 3,861 156 4.2% 1,555 39 2.6% 2,482 38 1.6%
宿泊部門 1,932 18 1.0% 292 △ 5 △1.8% 6,598 183 2.9%
（宿泊稼動率） (79.8%) (△2.8%)
その他(消去含む） 1,259 20 1.6% - - - - - -

合計 7,053 195 2.8% 1,848 34 1.9% 3,815 35 0.9%

*　利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

※従来１泊２食で宿泊した場合の飲食は宿泊部門でカウントしておりましたが、当連結会計年度より宿泊と飲食を分け、前期も同様の基準によ

    り修正しております。  

日帰り・休憩部門については、箱根小涌園ユネッサンが好調であり、部門全体の売上高は前期比増収となりました。箱根小涌園ユ

ネッサンでは、「岩盤浴」の新設や、「ワイン風呂」、「花粉症対策風呂」など期間限定の企画風呂で話題を持続させる施策を実施し、

また『新江ノ島水族館』とタイアップしたイベント（ドクターフィッシュ体験）の効果により、利用人員は前期比48千人の増加、売

上高は前期比213百万円の増収となりました。 

宿泊部門については、箱根ホテル小涌園でのユネッサン入場券付宿泊プランが好調だったことなどにより、売上高は前期比増収と

なりました。 

これらの結果、レジャー事業全体の売上高は前期比195百万円の増収となりました。 

営業利益は、売上高の増加に加えて、ユネッサンが開業から５年を経過し、開業に係る費用の償却（前期121百万円）が終了した

こともあり、689百万円と前期比262百万円（61.6％）の増益となりました。 

 

 

ラグジュアリーホテル事業 

（フォーシーズンズホテル椿山荘 東京およびラグジュアリーホテル事業付帯部門） 

(金額単位：百万円、人員：千名）

売上高 対前年 利用人員 対前年 利用単価 対前年
実績 同期比 増減率 実績 同期比 増減率 （円） 同期比 増減率

宿泊部門 2,298 232 11.2% 115 0 0.8% 19,962 1,871 10.3%
（宿泊稼動率） (67.7%) (1.2%)
婚礼部門 47 △ 2 △4.8%
（婚礼件数） (700) (△15) (△2.1%)
宴会部門 1,098 111 11.3% 81 0 △0.2% 13,459 1,391 11.5%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 1,891 △ 42 △2.2% 350 △ 3 △1.0% 5,405 △ 66 △1.2%
その他（消去含む） 1,163 237 25.6% 3 1 76.6% - - -

合計 7,859 534 7.3% 597 △ 3 △0.6% 13,159 978 8.0%

*　利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

※スパの改装により利用人員が増加したので、当連結会計年度よりスパの利用人員をその他部門においてカウントしており、前年も同様に

  修正しております。

1,315 4.6%1,407 △ 4 △0.4% 29,654

 

宿泊部門については、年間を通して高客室単価施策を実施したことで客室単価が伸びました。また、団体の集客数の増加が客室稼

働率の改善にもつながり、売上高は前期比増収となりました。 

婚礼部門については件数減となりましたが、１件当たりおよび人員当たりの利用単価増加によって件数の下落の影響を最小限に抑

え、売上高は前期比微減となりました。 

宴会部門については、宿泊部門の好調を背景に、宿泊付宴会の受注が増え、前期比増収となりました。 

レストラン部門については、宿泊の好調に連動して全店舗が前期を上回りましたが、閉鎖した中国料理「養源斎」の収入減（△169

百万円）をカバーするには至らず、部門全体の売上高は前期比減収となりました。 

また、増設したスパ・トリートメント施設「悠 YU,THE SPA at Four Seasons」（今期より通年営業となり増収要因）が好調に推移

し、スパの既存部分にも相乗効果が波及したことにより、スパ全体の売上高は前期比185百万円の増収となりました（上記分類では

「その他」に含む）。 

これらの結果、ラグジュアリーホテル事業全体の売上高は、前期比534百万円の増収となりました。 

営業利益は、利益率の高い宿泊部門が改善したことに加え諸費用削減効果もあり、564 百万円と前期比547 百万円の増益となりま

した。 
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ホスピタリティ周辺事業 

（カメリアヒルズカントリークラブ、不動産関連事業、ホスピタリティ周辺事業付帯部門および藤田グリーン・サービス株式会社、株式会社フェア

トン、藤田観光工営株式会社、能登興業開発株式会社（能登カントリークラブ）、藤田リゾート開発株式会社、株式会社ビジュアライフ） 

(金額単位：百万円）

売上高 対前年
実績 同期比 増減率

不動産事業 603 △ 184 △23.4%
藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 2,138 △ 110 △4.9%
㈱フェアトン 5,605 241 4.5%
その他（消去含む） 3,502 △ 153 △4.2%

合計 11,849 △ 206 △1.7%  

 

株式会社フェアトンは、都内の外資系ホテル等の客室清掃業務の新規受託および首都圏契約ホテルを中心に客室稼働率が上昇した

ことによる客室清掃売上が増加したことによって大きく増収となりましたが、藤田グリーン・サービス株式会社では保養施設の管理

受託収入が減少、不動産部門は旧本社ビルとその隣接ビルにおけるテナント契約終了に伴う賃貸収入の減少、カメリアヒルズカント

リークラブ（上記分類では「その他」に含む）では、平成18年1月の降雪によるクローズの影響で減収となり、ホスピタリティ周辺

事業全体の売上高は、前期比206百万円の減収となりました。 

営業利益については、不動産事業における旧本社ビルに関わる修繕費、地代家賃の減少のほか、経費削減効果によって222百万円

と前期比85百万円（62.2％）の増益となりました。 

 

 

リージョナルホテル事業 

（リージョナルホテル事業付帯部門および藤田ホテルマネジメント株式会社（京都国際ホテル、ホテルフジタ京都、ホテルフジタ奈良）、伊東リゾー

トサービス株式会社（伊東小涌園）、鳥羽リゾートサービス株式会社（ホテル鳥羽小涌園）、島原温泉観光株式会社（島原観光ホテル小涌園）） 

 

(金額単位：百万円）

売上高 対前年
実績 同期比 増減率

藤田ﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 3,930 17 0.5%
その他（消去含む） 1,956 1 0.1%

合計 5,886 19 0.3%  

 

京都・奈良で３ホテルを運営する藤田ホテルマネジメント株式会社は、宿泊部門の単価改善が全体の売上を押し上げ、前期比で増

収となりました。また伊東・鳥羽の小涌園についても同じく単価改善によって前期比増収となりました。これらの結果、リージョナ

ルホテル事業全体の売上高は、前期比19百万円の増収となりました。 

営業利益は売上高の増加により、376百万円と前期比21百万円（6.1％）の増益となりました。 

 

 

その他事業 

 
顧客センター等その他事業の売上高は549百万円と前期比53百万円（10.9％）の増収となり、営業利益は54百万円と前期比３百

万円（5.9％）増益となりました。 
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(2)財政状態 

①資産・負債の状況 

総資産は前連結会計年度末に比べて10,079百万円減少し104,055百万円となりました。これは「事業改革」の最終年度において「選

択と集中」を強力に推し進めた結果であります。当期の主な資産圧縮内容は、固定資産の譲渡（ホテルフジタ京都△697 百万円、成

田エアポートワシントンホテル△823百万円）と、敷金の流動化△945百万円であります。その資金は借入金の返済に優先的に充当し、

当連結会計年度末の借入金は39,941百万円となりました。 

以上の結果、「事業改革」の最終目標である、総資産1,000億円、借入金400億円という目標につきましては、「事業改革」の最終

年度においてほぼ達成いたしました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期末とほぼ同じ水準の2,700百万円となりました。 

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは6,145 百万円となり、営業利益の改善により前年同期比では1,317

百万円の増加となりました。 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは4,610百万円となりました。札幌、銀座のワシントンホテルの新規

開業等により、設備投資は前年同期比1,043百万円と大幅に増加した一方で、ホテルフジタ京都、成田エアポートワシントンホテル

の土地・建物等を譲渡したことによる有形固定資産の売却と、敷金の流動化および本社移転などによる差入保証金の返還により、投

資活動全体のキャッシュフローは前年同期比では3,485百万円増加しました。 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計10,756 百万円を、借入金の返済に充て、借入金は△10,705 百万円減少

いたしました。 

 

③財政状態およびキャッシュ・フロー指標のトレンド                         

  
平成14年 

12月 

平成15年 

12月 

平成16年 

12月 

平成17年 

12月 

平成18年 

12月 

ＲＯＡ 2.2% 1.4% 3.4% 2.3% 3.5%

株主資本比率 17.9% 20.2% 23.9% 24.1% 27.8%

債務償還年数（年） 13.3 ― 10.6 10.5 6.5

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ 4.3 ― 5.6 6.4  9.0 

＊各指標は、いずれも連結ベースの期末の財務数値により算出しております。 

＊ＲＯＡ：経常利益／総資産  
＊債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュフロー  
＊ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業キャッシュフロー／利払い 
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(3)次期の見通し 

次期の見通しとしまして、景気は全体としては緩やかな回復傾向で推移するものと思われます。このような中、 当社グループでは、

平成18年に新規開業の２つのワシントンホテルが通年寄与し売上に貢献するとともに、新設の婚礼運営専門子会社における事業領域

の拡大等に積極的に取り組んでまいります。中期経営計画の初年度である平成19年としましては、連結ベースで経常利益53億円、

営業キャッシュ・フロー74億円、ＲＯＡ5％、有利子負債残高360億円を目標としております。 

 なお、セグメント別の売上高、営業利益の見通しは下記の通りです。 

 

（セグメント別売上高）      （単位：億円）

 

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ 

ﾊﾞﾝｹｯﾄ 

事業 

ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

事業 

ﾚｼﾞｬｰ 

事業 

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ

ﾎﾃﾙ事業 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ

周辺事業

ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ 

ﾎﾃﾙ事業 

その他 

事業 
消去 合計 

通期予想 153.5 296.5 69.0 80.0 117.0 57.5 5.5 △43.0 736.0

前年通期 129.2 287.0 70.5 78.5 118.4 58.8 5.4 △40.4 707.8

増  減 24.2 9.4 △1.5 1.4 △1.4 △1.3 0.0 △2.5 28.1

 

（セグメント別営業利益）      （単位：億円）

 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ 

ﾊﾞﾝｹｯﾄ 

事業 

ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

事業 

ﾚｼﾞｬｰ 

事業 

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ

ﾎﾃﾙ事業 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ

周辺事業

ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ 

ﾎﾃﾙ事業 

その他 

事業 
消去 合計 

通期予想 17.0 19.0 8.0 6.0 2.5 4.0 0.5 0.0 57.0

前年通期 12.2 11.3 6.8 5.6 2.2 3.7 0.5 0.4 43.0

増  減 4.8 7.6 1.1 0.3 0.2 0.2 △0.0 △0.4 13.9

 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を下記

のとおり記載いたします。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合は

その対応に最大限の努力をする所存であります。 

下記事項には、将来に関するものが含まれておりますが、当該事項は決算短信発表日(平成19年2月13日)現在において判断したもの

であり、事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。 

１ 賃借した不動産の継続利用もしくは中途解約 

ワシントンホテル等ホテル事業においては、ホテル不動産を長期に賃借しているものがあり、不動産の所有者が破綻等の状態に陥

り、継続利用が困難となった場合には業績に悪影響が生じる可能性があります。また、長期賃貸借契約の途中で、何らかの事情に基

づき当社グループの意図により契約を中途解約することがあった場合、残存期間につき、賃料の支払もしくは補填の義務が生じる可

能性があります。 

２ 減損損失の追加計上 

当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」を早期適用しておりますが、今後、一定規模を上回る不動産価額の下落や事

業収支の悪化が発生した場合、有形固定資産（当期末残高614億円）等の一部について更なる減損損失が発生する可能性があります。 

３ 株価の変動 

当社グループは、取引先や関連会社を中心に市場性のある株式を保有しており、株価変動のリスクを負っております。当連結会計

年度末で市場価格により評価すると含み益となっておりますが、株価の動向次第で業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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４ 円金利の変動 

当連結会計年度末における借入金のうち、123億円は変動金利による借入となっており、今後国内景気の回復により円金利が上昇す

ると、金利負担の増大を招く可能性があります。 

５ 地震その他の天災 

当社グループの設備に影響を及ぼす大地震、台風、異常な降雪等の災害が発生した場合は、営業の一時停止等や建物の再建等の負

担が生じる可能性があります。 

６ 食中毒等の事故 

安全衛生には十分注意を払っておりますが、万が一食中毒等が発生した場合は、お客さまの信認を損ね、また営業の一時停止等が

生じる可能性があります。 

７ 繰延税金資産 

当社グループは将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に対し、繰延税金資産を計上しています。繰延税金資産は、将来の課

税所得等に関する予測に基づき回収可能性を検討し計上していますが、実際の課税所得が予測を大幅に下回った場合等には回収可能

性の見直しを行い、回収可能額まで繰延税金資産を取崩すことにより、当社グループの業績および財務状況に悪影響を与える可能性

があります。 
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①連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当連結会計年度 

(平成18年12月31日現在) 

前連結会計年度 

(平成17年12月31日現在) 
増減(△減少)

科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

1 現金及び預金  2,700 2,673  27

2 受取手形及び売掛金  4,079 4,112  △33

3 たな卸資産  593 2,892  △2,299

4 繰延税金資産  1,019 1,982  △962

5 その他  3,720 4,772  △1,051

貸倒引当金  △1,966 △1,901  △65

流動資産合計  10,147 9.8 14,532 12.7 △4,385

Ⅱ 固定資産    

1 有形固定資産    

(1)建物及び構築物 91,366 94,718   

減価償却累計額 △47,489 43,877 △49,339 45,378  △1,501

(2)工具・器具・備品 12,892 12,586   

減価償却累計額 △10,080 2,811 △10,420 2,165  645

(3)土地  10,968 10,170  797

(4)コース勘定  3,107 3,106  0

(5)建設仮勘定  9 61  △51

(6)その他 4,567 4,804   

減価償却累計額 △3,856 710 △4,064 740  △29

有形固定資産合計  61,484 59.1 61,623 54.0 △138

2 無形固定資産    

(1)ソフトウェア  177 237  △59

(3)その他  162 162  △0

無形固定資産合計  340 0.3 400 0.4 △60

3 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  23,013 27,800  △4,787

(2)長期貸付金  332 332  △0

(3)差入保証金  7,871 8,461  △590

(4)繰延税金資産  704 870  △165

(5)その他  162 111  51

貸倒引当金  △0 △1  0

投資その他の資産合計  32,083 30.8 37,575 32.9 △5,492

固定資産合計  93,907 90.2 99,599 87.3 △5,691

Ⅲ 繰延資産    

開発費  0 3  △2

繰延資産合計  0 0.0 3 0.0 △2

資産合計  104,055 100.0 114,135 100.0 △10,079
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（単位：百万円）

当連結会計年度 

(平成18年12月31日現在) 

前連結会計年度 

(平成17年12月31日現在) 
増減(△減少)

科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

1 支払手形及び買掛金  1,843 1,888  △45

2 短期借入金  11,235 17,885  △6,650

3 １年内に返済期限の到来する長期借入金  8,059 8,269  △210

4 未払法人税等  307 359  △51

5 未払消費税等  295 156  138

6 賞与引当金  176 135  41

7 役員賞与引当金  78 ―  78

8 その他  6,903 7,147  △244

流動負債合計  28,899 27.8 35,842 31.4 △6,942

Ⅱ 固定負債    

1 長期借入金  20,647 24,492  △3,844

3 退職給付引当金  6,733 6,644  89

4 役員退職引当金  271 256  15

5 会員預り保証金  16,747 17,262  △514

6 その他  1,537 1,791  △253

固定負債合計  45,937 44.1 50,445 44.2 △4,508

負債合計  74,836 71.9 86,288 75.6 △11,451

（少数株主持分）    

少数株主持分  ― ― 305 0.3 ―

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  ― ― 12,081 10.6 ―

Ⅱ 資本剰余金  ― ― 11,560 10.1 ―

Ⅲ 利益剰余金  ― ― △2,847 △2.5 ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― ― 9,029 7.9 ―

Ⅴ 自己株式  ― ― △2,282 △2.0 ―

資本合計  ― ― 27,541 24.1 ―

負債、少数株主持分及び資本合計  ― ― 114,135 100.0 ―

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

1 資本金  12,081 11.6 ― ― ―

2 資本剰余金  5,868 5.6 ― ― ―

3 利益剰余金  6,522 6.3 ― ― ―

4 自己株式  △2,307 △2.2 ― ― ―

株主資本合計  22,165 21.3 ― ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

1 その他有価証券評価差額金  6,740 6.5 ― ― ―

評価・換算差額等合計  6,740 6.5 ― ― ―

Ⅲ 少数株主持分  313 0.3 ― ― ―

純資産合計  29,218 28.1 ― ― ―

負債及び純資産合計  104,055 100.0 ― ― ―
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②連結損益計算書 

（単位：百万円）

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

増減(△減少)
科 目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 

     

Ⅰ 売上高  70,786 100.0 68,858 100.0 1,928

Ⅱ 売上原価  63,326 89.5 62,442 90.7 883

売上総利益  7,460 10.5 6,415 9.3 1,045

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,158 4.5 3,327 4.8 △168

営業利益  4,301 6.1 3,088 4.5 1,213

Ⅳ 営業外収益    

1 受取利息 1 0   

2 受取配当金 260 186   

3 持分法による投資利益 ― 10   

4 その他 329 591 0.8 326 524 0.8 67

Ⅴ 営業外費用    

1 支払利息 685 751   

2 持分法による投資損失 227 ―   

3 その他 289 1,202 1.7 255 1,007 1.5 195

経常利益  3,690 5.2 2,604 3.8 1,085

Ⅵ 特別利益    

1 固定資産売却益 5,309 1,459   

2 投資有価証券清算益 ― 721   

3 厚生年金基金残余財産分配 ― 163   

4 ホテル賃料精算益 ― 114   

5 その他 38 5,348 7.6 31 2,490 3.6 2,857

Ⅶ 特別損失    

1 減損損失 690 12,318   

2 固定資産除却損 466 500   

3 本社移転費用 122 ―   

4 貸倒引当金繰入額 31 827   

5 投資有価証券評価損 19 19   

6 販売用不動産評価損 ― 753   

7 その他 317 1,648 2.3 270 14,690 21.3 △13,041

税金等調整前当期純利益  7,390 10.4 △9,594 △13.9 16,985

法人税、住民税及び事業税 354 352   

法人税等調整額 3,310 3,665 △2,353 △2,000  5,666

少数株主利益  15 6  8

当期純利益  3,709 5.2 △7,600 △11.0 11,310
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③連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度 

（単位：百万円）

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 

少数株主 

持分 
純資産合計

前連結会計年度末残高 12,081 11,560 △2,847 △2,282 18,512 9,029 305 27,846

当期変動額     

役員賞与の支給   △32 △32   △32

当期純利益   3,709 3,709   3,709

自己株式の取得   △26 △26   △26

自己株式の処分  0 1 2   2

その他資本剰余金 

の取崩 
 △5,693 5,693 ―   ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
  ― △2,288 8 △2,280

当期変動額合計 ― △5,692 9,370 △25 3,652 △2,288 8 1,371

当連結会計年度末残高 12,081 5,868 6,522 △2,307 22,165 6,740 313 29,218

 

④連結剰余金計算書 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 
科 目 

金額 

（資本剰余金の部）  

資 本 剰 余 金 期 首 残 高 11,560 

資 本 剰 余 金 期 末 残 高 11,560 

（利益剰余金の部）  

利 益 剰 余 金 期 首 残 高 5,371 

利 益 剰 余 金 増 加 高  

1．連結子会社増加に伴う利益剰余金増加 8 8 

利 益 剰 余 金 減 少 高  

1. 当  期  純  損  失 7,600  

 2．配     当     金 582  

 3．取  締  役  賞  与  金 44 8.227 

利 益 剰 余 金 期 末 残 高 △2,847 
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⑤連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

増減(△減少) 
科 目 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

1 税金等調整前当期純利益又は純損失 7,390 △9,594 16,985

2 減価償却費 3,190 3,373 △182

3 減損損失 690 12,318 △11,627

4 本社移転費用 122 ― 122

5 連結調整勘定償却額 ― △7 7

6 負ののれんの償却額 △5 ― △5

7 貸倒引当金の増加額 64 804 △739

8 賞与引当金の増減額 41 △22 63

9 役員賞与引当金の増加額 78 ― 78

10 役員退職引当金の増加額 15 33 △17

11 退職給付引当金の増減額 89 △38 127

12 受取利息及び受取配当金 △262 △187 △75

13 支払利息 685 751 △66

14 為替差益 △2 △3 0

15 投資有価証券売却益 △35 ― △35

16 有形固定資産売却益 △5,309 △1,463 △3,846

17 持分法による投資損益 227 △10 238

18 有形固定資産除却損 576 542 34

19 販売用不動産評価損 ― 753 △753

20 有形固定資産売却損 6 18 △12

21 投資有価証券売却損 3 ― 3

22 投資有価証券評価損 19 19 △0

23 ホテル賃料精算金 ― △114 114

24 投資有価証券清算益 ― △721 721

25 売上債権の増減額 33 △31 64

26 たな卸資産の減少額 2,299 14 2,285

27 仕入債務の減少額 △45 △53 8

28 未払消費税等の増減額 138 △399 538

29 役員賞与の支払額 △35 △45 10

30 その他の支出 △2,842 △358 △2,484

小 計 

31 利息及び配当金の受取額 

7,134

262

5,578

187

1,555

75

32 利息の支払額 △684 △748 64

33 本社移転費用支払額 △122 ― △122

34 ホテル賃料精算金の受取額 ― 114 △114

35 法人税等の還付・支払額 △443 △302 △141

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,145 4,828 1,317
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科 目 

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

増減(△減少) 

 金額 金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

1 有価証券の売却による収入 ― 20 △20

2 有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,382 △2,339 △1,043

3 有形及び無形固定資産の売却による収入 6,844 2,637 4,206

4 投資有価証券の取得による支出 ― △26 26

5 投資有価証券の売却による収入 110 10 100

6 投資有価証券の清算による収入 ― 791 △791

7 貸付金の回収による収入 557 0 557

8 差入保証金の差入による支出 △756 △73 △683

9 差入保証金の返還による収入 1,336 4 1,331

10 その他の投資活動による収入・支出  △98 100 △199

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,610 1,125 3,485

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

1 短期借入金の純増減 △6,650 △2,650 △4,000

2 長期借入れによる収入 4,220 6,985 △2,765

3 長期借入金の返済による支出 △8,275 △10,123 1,848

4 自己株式の取得による支出 △26 △21 △5

5 自己株式の売却による収入 2 0 1

6 配当金の支払額 △1 △582 580

7 少数株主への配当金の支払額 △0 △2 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,732 △6,393 △4,339

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2 3 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 27 △435 462

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,673 3,061 △388

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 46 △46

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 2,700 2,673 27
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 
   子会社のうち次の２９社を連結に含めております。 
島原温泉観光㈱、伊東リゾートサービス㈱、鳥羽リゾートサービス㈱、下田アクアサービス㈱、藤田ホテルマネジメント㈱、藤

田観光ワシントンホテル旭川㈱、関西エアポートワシントンホテル㈱、キャナルシティ・福岡ワシントンホテル㈱、浦和ワシン

トンホテル㈱、東京ベイ有明ワシントンホテル㈱、札幌ワシントンホテル㈱、㈱仙台ワシントンホテルサービス、㈱宇都宮ワシ

ントンホテルサービス、㈱長崎ワシントンホテルサービス、㈱新潟ワシントンホテルサービス、㈱秋田ワシントンホテルサービ

ス、㈱沖縄ワシントンホテルサービス、㈱福井ワシントンホテルサービス、藤田グリーン・サービス㈱、藤田観光工営㈱、㈱フ

ェアトン、ワシントンホテルシステム㈱、リザベーションサービス㈱、藤田リゾート開発㈱、能登興業開発㈱、㈱トラベルプラ

ネット、㈱PlusThank、㈱東京ビーピーエス、㈱ビジュアライフ 

 なお、前連結会計年度まで連結の範囲に含めておりました藤田観光ワシントンホテル㈱、㈱成田ワシントンホテルサービスは

当連結会計年度中に清算し、それぞれ清算時までの損益を連結しております。 
 非連結子会社（八洲開発協力㈱他）は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益

剰余金（持分に見合う額）等からみてそれぞれ連結総資産、連結売上高、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除いております。 
          
２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用会社は次の関連会社1社であります。  

東海汽船㈱ 

なお、前連結会計年度まで持分法適用の範囲に含めておりました関連会社 秋田地熱エネルギー㈱は、株式売却のため除外

となりました。 
持分法を適用していない非連結子会社（八洲開発協力㈱他）および関連会社（ワシントンホテルコンドミニアム㈱他）は、

当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等からみてそれぞれ当期純損益および利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法の範囲から除いております。 
   

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
   連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 
 
４．会計処理基準に関する事項 
（１）重要な資産の評価基準および評価方法 

①有 価 証 券 
満期保有目的の債券…償却原価法（定額法） 
その他有価証券 
  （時価のあるもの）…連結会計年度末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、

売却原価は総平均法により算出しております。） 
その他有価証券 

     （時価のないもの）…総平均法による原価法 
 
②たな卸資産…不動産商品、未成工事支出金については個別法による原価法、その他のたな卸資産については移動平均法

および最終仕入原価法併用による原価法 
      
      ③デリバティブ…時価法 

 
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産…定額法 

        なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
         また、取得価額が１０万円以上２０万円未満の減価償却資産については、３年間で均等償却しております。  

    ②無形固定資産…定額法（ソフトウェア除く） 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

また、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。 
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（３）繰延資産の処理方法 
    平成17年12月31日以前に発生した開発費については、商法施行規則の規定する最長期間（５年）で毎期均等額を償却して

おります。また当連結会計年度に発生した開発費については、支出時に全額費用処理を行っております。 
 
（４）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の一定期間における貸倒実績から 
              算出した貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権など特定の債権については個別に債権の回収可能性を

検討し回収不能見込額を計上しております。 
② 賞与引当金…従業員の賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 
③  役員賞与引当金…取締役に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上してお

ります。 
④  退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会

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。 
                   なお、会計基準変更時差異（△1,260百万円）については、15年による按分額を費用処理しております。 
                   また、数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14 年）

で、翌連結会計年度から定額法により費用処理しております。 
⑤  役員退職引当金…役員および執行役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

                         
（５）重要な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。 
 

（６）重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 
原則として繰延ヘッジ処理を採用しておりますが、特例処理の適用要件を満たしている金利スワップについては、特例

処理を採用しております。 
         ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
            ヘッジ手段…デリバティブ取引（金利スワップ取引） 
           ヘッジ対象…借入金金利 
         ③ヘッジ方針 
            相場変動によるリスクを回避する目的で、対象物の範囲内に限定して個々の取引ごとにヘッジしております。 
         ④ヘッジの有効性評価の方法 
            原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変

動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして、評価しております。 
 
（７）消費税等の会計処理方法 
   税抜方式によっております。 
 
５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 
      連結子会社の資産および負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 
 
６．のれんの償却に関する事項 
      のれんは５年間均等償却により処理しております。 
 
７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
     連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に

換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっております。 
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U連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

会計方針の変更 

 

(繰延資産の処理方法) 

開発費については、従来、商法施行規則の規定する最長期間（５年）で毎期均等額を償却しておりましたが、当連結会計年度より

支出時に全額費用処理する方法に変更いたしました。 

この変更は、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年8月11日 実務対応報告第19号）が

公表され、開発費は支出時に費用処理することが原則であると明記されたため、これを機に処理方法の見直しを行い、財務体質の健

全化を図るために行ったものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ106百万円減

少しております。またセグメントに与える影響はセグメント情報に記載しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「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。 

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益に与える影響は、78百万円であります。またセグメントに与える影

響はセグメント情報に記載しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「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）および「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は28,905百万円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

追加情報 

 

（退職給付引当金 数理計算上の差異の費用処理年数の変更） 

数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することとしておりますが、当連結会計年度における従業員の平均残存勤務期間は従来の15年から14年

に短縮しております。このため、数理計算上の差異の費用処理年数を従来の15年から14年に変更しております。 

なお、この変更により、従来の方法に比べ営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は7百万円それぞれ減少しておりま

す。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 

(平成18年12月31日現在) 

前連結会計年度 

(平成17年12月31日現在) 

１． 担保提供資産の状況は次のとおりであります。 １． 担保提供資産の状況は次のとおりであります。 

長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借

入金を含む）および短期借入金32,243百万円に対して次の

担保を提供しております。 

    (1) 有形固定資産                      36,957  百万円

    (2) 投資有価証券                     7,515  〃 

 

 

長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借

入金を含む）および短期借入金41,786百万円に対して次の

担保を提供しております。 

(1) 不動産商品                          13百万円 

    (2) 有形固定資産                      38,753   〃 

    (3) 投資有価証券                     9,701  〃 

 

２． 偶発債務として、下記のとおり銀行取引に対する保証債

務があります。 

２． 偶発債務として、下記のとおり銀行取引に対する債務保

証があります。 

Uﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者                 70百万円  

    合計                                    70   〃 

 

Uﾕｰｴﾌｼﾞｪｲﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者             87百万円  

    合計                                    87   〃 

 ３． 当社の発行済株式総数 

    普通株式                       122,074,243株 

  

 ４． 自己株式の保有数 

 当社および持分法を適用した関連会社が保有する自己株式数

 は次のとおりであります。 

    普通株式                         5,641,062株 

  

３. 販売用不動産について、当面売却が実現する可能性が乏し

いと判断されるため、たな卸資産から有形固定資産に2,288 百

万円振替えております。なお、振替えた一部の資産については

減損損失を計上しております。 

  

     

４. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 13

行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結して

おります。 

  

 当連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミット

メントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

 当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントラインの総額    17,245百万円 

借入実行残高              9,135百万円 

 差引額                8,110百万円 
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（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

１． 特別利益 １． 特別利益 

固定資産売却益は、主にホテルフジタ京都および成田エアポ

ートワシントンホテルの土地、建物等の売却によるものであり

ます。 

 

 

 

固定資産売却益は、主に東京都千代田区富士見の土地等の売

却によるものであります。 

２． 特別損失 ２． 特別損失 

 減損損失を認識した資産グループの概要 

                     （単位：百万円）

減損損失 
用途 場所 

種類 金額 

建物及び構築物 103

工具･器具･備品 41

その他 12

固定資産計 157

ﾘｰｽ資産 47

営業 

施設 

新潟県新潟市他 

 

合計 204

建物及び構築物 71

土地 406

その他 7

遊休 

不動産 

北海道茅部郡 

森町他 

固定資産計 486

建物及び構築物 174

工具･器具･備品 41

土地 406

その他 20

固定資産計 643

ﾘｰｽ資産 47

合計 

 

合計 690

 

 

 

 

 

 

減損損失を認識した資産グループの概要 

（単位：百万円）

減損損失 
用途 場所 

種類 金額 

建物及び構築物 334

工具･器具･備品 94

ｿﾌﾄｳｪｱ 0

その他 30

固定資産計 458

ﾘｰｽ資産 343

営業 

施設 

埼玉県 

さいたま市他 

 

合計 802

建物及び構築物 533

工具･器具･備品 0

土地 10,198

建設仮勘定 32

その他 750

遊休 

不動産 

東京都 

千代田区他 

固定資産計 11,515

建物及び構築物 867

工具･器具･備品 94

土地 10,198

建設仮勘定 32

ｿﾌﾄｳｪｱ 0

その他 780

固定資産計 11,974

ﾘｰｽ資産 343

合計  

合計 12,318
 

    

 （資産のグルーピングの方法）  （資産のグルーピングの方法） 

当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、遊休資産に

グループ化し、事業用資産については事業の種類別（営業施設）

に区分し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の

単位にて資産のグルーピングを行いました。その他の資産につ

いては、それぞれ個別の物件ごとに区分しました。 

 

 

 

同左 
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 （減損損失の認識に至った経緯）  （減損損失の認識に至った経緯） 

営業施設のうち、営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スの施設および投資の回収が見込めない資産、営業終了を決定

した施設の資産について減損損失を認識しました。遊休不動産

は、市場価格が下落している資産について減損損失を認識しま

した。 

 

 営業施設のうち、営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スの施設および投資の回収が見込めない資産について減損損失

を認識しました。遊休不動産は、市場価格が下落している資産

について減損損失を認識しました。 

 

 

 （回収可能性価額の算定方法）  （回収可能性価額の算定方法） 

営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを7.1%で割り引いて算定しております。

遊休不動産の回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

り、価格指標は鑑定評価額および相続税財産評価基準に拠る評

価額を使用しております。 
 

 

営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを7.1%で割り引いて算定しております。

遊休不動産の回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

り、価格指標は鑑定評価額および相続税財産評価基準に拠る評

価額を使用しております。 
 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度  (自 平成 18年 1月 1日 至 平成 18年12月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：株) 

  
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 
摘要 

発行済株式     

普通株式 122,074,243 ― ― 122,074,243 

 

自己株式     

普通株式 5,641,062 31,714 2,419 5,670,357 

 

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加31,531株、親会社株式を所有する持分法適用会社に対する持分

比率の上昇による増加183株であります。また、減少は、単元未満株式の買増制度に基づく売却による減少2,419株でありま

す。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定             U     2,700百万円U 

現金及び現金同等物                2,700  〃  

 

（平成17年12月31日現在）

   現金及び預金勘定                        2,673百万円 

  現金及び現金同等物   2,673  〃 
 

２. 重要な非資金取引の内容   

当連結会計年度において以下の重要な非資金取引がありま

す。 

販売用不動産の有形固定資産への振替高 

2,288百万円

 

 

（リース取引関係） 

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

１．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 

１．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 

(１) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(１) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
 

 取得価額 

相当額 

減価償却累

計額相当額 

減損損失累

計額相当額

期末残高

相当額 
  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

車両運搬具 75 34 1 39
工具・器具・備品 2,604 1,392 179 1,032
その他 89 21 3 64

合計 2,769 1,448 184 1,136

 
 取得価額

相当額 

減価償却累

計額相当額 

減損損失累

計額相当額 

期末残高

相当額 
  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

車両運搬具 59 48 1 9
工具・器具・備品 4,444 3,301 289 853
その他 148 129 9 9

合計 4,652 3,479 300 872

  (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

  (注)同左 

(２) 未経過リース料期末残高相当額およびリース資産減損勘

定期末残高相当額 

(２) 未経過リース料期末残高相当額およびリース資産減損勘

定期末残高相当額 

 １年内 400百万円

１年超 735百万円

 合計 1,136百万円

リース資産減損勘定期末残高 99百万円 

１年内 402百万円

１年超 469百万円

 合計 872百万円

リース資産減損勘定期末残高 158百万円 
  (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

  (注)同左 

(３) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費

相当額および減損損失 

(３) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費

相当額および減損損失 

 支払リース料 631百万円

リース資産減損勘定の取崩額 83百万円

減価償却費相当額 548百万円

減損損失 35百万円

  

支払リース料 706百万円

リース資産減損勘定の取崩額 142百万円

減価償却費相当額 563百万円

減損損失 300百万円 

(４) 減価償却費相当額の算定方法 (４) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 
同左 
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当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

  

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

 １年内 5,248百万円

１年超 50,285百万円

 合計 55,534百万円 

１年内 4,982百万円

１年超 45,536百万円

 合計 50,518百万円 
    

 

（有価証券関係） 

当連結会計年度 (平成18年12月31日現在) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

区分 種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 
国債 14 14 0

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 
国債 46 45 △0

計 61 60 △0

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

区分 種類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

株式 10,280 20,968 10,688

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

株式 17 10 △6

計 10,297 20,979 10,681

  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

110 35 △3

 

４．時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有の目的の債券を除く) 

 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 1,357

子会社株式及び関連会社株式 98

計 1,455

  

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

債券 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

国債 1 9 40 51

計 1 9 40 51
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前連結会計年度 (平成17年12月31日現在) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

区分 種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 
国債 14 15 0

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 
国債 36 35 △0

計 51 50 △0

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

区分 種類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

株式 10,280 25,382 15,101

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

株式 17 12 △4

合計 10,297 25,394 15,096

  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

当連結会計年度（平成17年1月1日～平成17年12月31日） 

   売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

４．時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額（百万円） 

子会社株式及び関連会社株式 128

非上場株式 1,427

計 1,556

  

５．その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

債券 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

国債 ― 10 40 51

計 ― 10 40 51
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（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度（自 平成18年1月1日  至 平成18年12月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

（１）取引の内容・取引の利用目的 

   当社グループは全社的な調達金利の変動リスクを低減する目的で、金利スワップを利用しております。 

（２）取引に対する取組み方針 

   当社グループでは、対象となる債務残高の範囲内で金利スワップを利用することとしており、投機的取引としては設定し

ないことを方針としております。 

（３）取引にかかるリスクの内容 

   当社グループが利用している金利スワップ取引は、取引実行に伴いその後の市場変動により利得の機会を失うことを除き

リスクを有しておりません。 

   また、当社グループの金利スワップ取引の契約先は国内の信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行による

リスクは極めて小さいと認識しております。 

（４）取引にかかるリスク管理体制 

   デリバティブ取引の実行および管理は、所定の決裁を経て経営企画グループで行なっております。 

 

 

２．取引に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況 

                                 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため開示対象はありません。 

 

 

前連結会計年度（自 平成17年1月1日  至 平成17年12月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

（１）取引の内容・取引の利用目的 

   当社グループは全社的な調達金利の変動リスクを低減する目的で、金利スワップを利用しております。 

（２）取引に対する取組み方針 

   当社グループでは、対象となる債務残高の範囲内で金利スワップを利用することとしており、投機的取引としては設定し

ないことを方針としております。 

（３）取引にかかるリスクの内容 

   当社グループが利用している金利スワップ取引は、取引実行に伴いその後の市場変動により利得の機会を失うことを除き

リスクを有しておりません。 

   また、当社グループの金利スワップ取引の契約先は国内の信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行による

リスクは極めて小さいと認識しております。 

（４）取引にかかるリスク管理体制 

   デリバティブ取引の実行および管理は、所定の決裁を経て経営企画グループで行なっております。 

 

 

２．取引に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況 

                                 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため開示対象はありません。 
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（退職給付関係） 

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

１． 採用している退職給付制度の概要 １． 採用している退職給付制度の概要 

当社および連結子会社２８社は、退職一時金制度を採用して

おります。㈱ビジュアライフは、退職給付制度を採用しており

ません。 

 

当社および連結子会社２９社は、退職一時金制度を採用して

おります。㈱ビジュアライフは、退職給付制度を採用しており

ません。 

２． 退職給付債務に関する事項（平成18年12月31日現在） ２． 退職給付債務に関する事項（平成17年12月31日現在）

①退職給付債務 △6,853 百万円

②会計基準変更時差異の未処理額 △724 〃 

③未認識数理計算上の差異 844 〃 

④退職給付引当金 

（①＋②＋③） 

△6,733 〃 

 （注）連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。 

 

①退職給付債務 △6,782 百万円

②会計基準変更時差異の未処理額 △804 〃 

③未認識数理計算上の差異 942 〃 

④退職給付引当金 

（①＋②＋③） 

△6,644 

 

〃 

 （注）連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。 

３． 退職給付費用に関する事項 ３． 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 424 百万円

②利息費用 146  〃 

③会計基準変更時差異の費用処理額 △80 〃 

④数理計算上の差異の費用処理額 79 〃 

⑤退職給付費用 

（①＋②＋③＋④） 

569 〃 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①

勤務費用」に計上しております。 

 

①勤務費用 452 百万円

②利息費用 149  〃 

③会計基準変更時差異の費用処理額 △80 〃 

④数理計算上の差異の費用処理額 82 〃 

⑤退職給付費用 

（①＋②＋③＋④） 

604 〃 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①

勤務費用」に計上しております。 

４． 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４． 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間 

配分方法 
期間定額基準 

②割引率 2.5％ 

③会計基準変更時差異 

の処理年数 
15年 

④数理計算上の差異の 

費用処理年数 

発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（14年）で、翌連結会計年

度から定額法により費用処

理しております。 

 

①退職給付見込額の期間 

配分方法 
期間定額基準 

②割引率 2.5％ 

③会計基準変更時差異 

の処理年数 
15年 

④数理計算上の差異の 

費用処理年数 

発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（15年）で、翌連結会計年

度から定額法により費用処

理しております。 
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（税効果会計関係） 

当連結会計年度 

(平成18年12月31日現在) 

前連結会計年度 

(平成17年12月31日現在) 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

 （繰延税金資産）  （繰延税金資産） 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 2,718百万円

投資有価証券評価損 1,823百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 739百万円

減損損失 2,707百万円

役員退職引当金 109百万円

連結会社間未実現利益 51百万円

賞与引当金繰入限度超過額 74百万円

繰越欠損金 2,388百万円

その他 251百万円

 

 

繰延税金負債との相殺 △4,712百万円

繰延税金資産小計 6,151百万円 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 2,578百万円

投資有価証券評価損 2,156百万円

販売用不動産評価損 1,145百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 980百万円

減損損失 1,666百万円

連結会社間の未実現利益 53百万円

役員退職引当金 105百万円

未払事業所税 58百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 55百万円

繰越欠損金 4,137百万円

その他 192百万円

繰延税金負債との相殺 △7,278百万円

繰延税金資産小計 5,850百万円 
 評価性引当額 △4,427百万円  評価性引当額 △2,997百万円 
 繰延税金資産合計 1,724百万円  繰延税金資産合計 2,853百万円 
 （繰延税金負債）  （繰延税金負債） 

 固定資産圧縮積立金 △748百万円

その他有価証券評価差額金 △3,964百万円

その他 △0百万円

繰延税金資産との相殺 4,712百万円 

 固定資産圧縮積立金 △768百万円

その他有価証券評価差額金 △6,146百万円

貸倒引当金調整 △364百万円

その他 △0百万円

繰延税金資産との相殺 7,278百万円 
     

 繰延税金負債合計 △0百万円  繰延税金負債合計 △1百万円 
      

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.7％

（調整）  

評価性引当金増加分 22.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.2％

連結子会社の税効果未認識 △0.9％

連結子会社清算に伴う税効果の連結調整 △15.9％

その他 3.7％

計 8.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.6％
 

  

当期純損失を計上したため、当該事項の記載を省略してお

ります。 

    

 

（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

前連結会計年度（自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日）および当連結会計年度（自 平成18年1月1日 至 平成

18年12月31日） 

 該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

１． 事業の種類別セグメント情報 

最近2連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

当連結会計年度  (自 平成 18年 1月 1日 至 平成 18年12月31日) 

 ブライダ

ル＆バン

ケット 

事業 

ワシント

ンホテル

事業 

レジャー

事業 

ラグジュ

アリーホ

テル事業

ホスピタ

リティ周

辺事業 

リージョ

ナルホテ

ル事業 

その他 

事業 
計 

消去又

は全社 
連結 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

Ⅰ. 売上高及び 

営業損益 
   

 売上高    

(1) 外部顧客に対す

る売上高 
12,906 28,689 7,035 7,855 8,148 5,867 284 70,786 ― 70,786

(2) セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 

18 15 17 4 3,701 19 264 4,041 (4,041) ―

計 12,924 28,704 7,053 7,859 11,849 5,886 549 74,827 (4,041) 70,786

 営業費用 11,704 27,572 6,363 7,295 11,627 5,510 494 70,566 (4,082) 66,484

 営業利益 1,220 1,132 689 564 222 376 54 4,261 40 4,301

Ⅱ. 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
   

 資産 13,250 16,192 17,886 14,348 21,992 1,875 496 86,041 18,013 104,055

 減価償却費 573 313 985 781 375 69 12 3,111 79 3,190

 減損損失 ― 204 ― ― 486 ― ― 690 ― 690

 資本的支出 519 1,146 851 295 537 11 1 3,362 119 3,482

（注）１．事業区分は、サービスの種類および事業内容の関連性を考慮して区分しております。 

   ２．各事業の主な営業店舗等 

(1)ブライダル＆バンケット事業  … 当社が経営する椿山荘、太閤園、コンヴィヴィオンに加えて、子会社で

㈱Plus Thankなど２社があります。 

(2)ワシントンホテル事業 … 当社が経営する札幌、秋葉原、新宿、横浜伊勢佐木町、横浜桜木町、キ

ャナルシティ・福岡、浦和、東京ベイ有明、銀座の各ワシントンホテル

およびホテルアジュール竹芝に加えて、子会社が経営する仙台、宇都宮、

長崎、新潟、秋田、沖縄、福井、旭川、関西ｴｱﾎﾟｰﾄの各ワシントンホテ

ルなど15社があります。 

(3)レジャー事業 … 当社が経営する箱根小涌園および下田海中水族館に加えて、子会社で下

田アクアサービス㈱があります。 

(4)ラグジュアリーホテル事業 … 当社が経営するフォーシーズンズホテル椿山荘 東京があります。 

(5)ホスピタリティ周辺事業 … 当社が経営するカメリアヒルズカントリークラブおよび不動産業に加え

て、子会社で藤田観光工営㈱、㈱フェアトン、藤田グリーン・サービス

㈱など６社があります。 

(6)リージョナルホテル事業 … 子会社に京都国際ホテルを含め３ヶ所のホテルを経営する藤田ホテルマ

ネジメント㈱、島原温泉観光㈱など４社があります。 

(7)その他事業 … 顧客センターに加えて、子会社に㈱東京ビーピーエスがあります。 

３．配賦不能営業費用はありません。 

   ４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は21,388百万円であり、その主なものは親会社での余剰運用資金（現金

および有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および親会社のコーポレートセンターに係る資産等であります。 

   ５．減価償却費および資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 
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   ６．追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、繰延資産の処理方法に

ついて開発費は、従来、商法施行規則の規定する最長期間（５年）で毎期均等額を償却しておりましたが、当連結会計

年度より支出時に全額費用処理する方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比較

して、セグメント別の営業費用は、ワシントンホテル事業が106百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

また、当連結会計年度より、「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。この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比較して、セグメント別の営業費用は、ブライダル＆

バンケット事業が11百万円、ワシントンホテル事業が22百万円、レジャー事業が7百万円、ラグジュアリーホテル事

業が6百万円、ホスピタリティ周辺事業が21百万円、リージョナルホテル事業が5百万円、その他事業が2百万円それ

ぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。 

       

前連結会計年度  (自 平成 17年 1月 1日 至 平成 17年12月31日) 

 ブライダ

ル＆バン

ケット事

業 

ワシント

ンホテル

事業 

レジャー

事業 

ラグジュ

アリーホ

テル事業

ホスピタ

リティ周

辺事業 

リージョ

ナルホテ

ル事業 

その他事

業 
計 

消去又

は全社 
連結 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

Ⅰ. 売上高及び 

営業損益 
   

 売上高    

(1) 外部顧客に対す

る売上高 
12,535 27,723 6,840 7,320 8,280 5,847 309 68,858 ― 68,858

(2) セグメント間の

内部売上高 

又は振替高 

15 8 17 4 3,775 19 185 4,027 (4,027) ―

計 12,550 27,732 6,857 7,325 12,056 5,867 495 72,885 (4,027) 68,858

 営業費用 11,411 26,774 6,430 7,308 11,918 5,512 443 69,800 (4,030) 65,769

 営業利益 1,138 958 426 16 137 355 51 3,084 3 3,088

Ⅱ. 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
   

 資産 12,692 17,592 14,906 15,099 25,771 4,960 821 91,845 22,289 114,135

 減価償却費 539 286 1,013 750 457 233 12 3,294 78 3,373

 減損損失 545 854 ― ― 10,861 56 ― 12,318 ― 12,318

 資本的支出 545 403 464 550 89 171 7 2,233 7 2,240

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な営業店舗等 

(1)ﾌ ﾞ ﾗ ｲ ﾀ ﾞ ﾙ & ﾊ ﾞ ﾝ ｹ ｯ ﾄ事業 … 当社が経営する椿山荘、太閤園、コンヴィヴィオンに加えて、子会社で㈱トラベ

ルプラネットがあります。 
(2)ワシントンホテル事業 … 当社が経営する札幌、秋葉原、新宿、横浜伊勢佐木町、横浜桜木町、キャナルシ

ティ･福岡、浦和、東京ベイ有明の各ワシントンホテルに加えて、子会社で仙台

ワシントンホテルを含め8箇所のワシントンホテルを経営する藤田観光ワシント

ンホテル㈱など17社があります。 

(3)レ ジ ャ ー 事 業 … 当社が経営する箱根小涌園および下田海中水族館に加えて、子会社で下田アクア

サービス㈱があります。 

(4)ﾗ ｸ ﾞ ｼ ﾞ ｭ ｱ ﾘ ｰ ﾎ ﾃ ﾙ事 業 … 当社が経営するフォーシーズンズホテル椿山荘 東京があります。 

(5)ﾎ ｽ ﾋ ﾟ ﾀ ﾘ ﾃ ｨ周辺事業 … 当社が経営するカメリアヒルズカントリークラブおよび不動産業に加えて、子会

社で藤田観光工営㈱、㈱フェアトン、藤田グリーン･サービス㈱など 6 社があり

ます。 

(6)リージョナルホテル事業 … 子会社に京都国際ホテルを含め3箇所のホテルを経営する藤田ホテルマネジメン

ト㈱、島原温泉観光㈱など4社があります。 
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(7)そ の 他 事 業 … 当社の顧客センターに加えて、子会社に㈱東京ビーピーエスがあります。 

３．配賦不能営業費用はありません。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は25,348百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金（現金

および有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および親会社のコーポレートセンター総務グループ、事業推進グループ

および経営企画グループに係る資産等であります。 

５．減価償却費および資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

   ６．追加情報 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 15 年

法律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割および資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上しております。 

      この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、セグメント別の営業費用は、ブライダル&バンケット事業が 33 百

万円、ワシントンホテル事業が51百万円、レジャー事業が15百万円、ラグジュアリーホテル事業が21百万円、ホスピタリ

ティ周辺事業が6百万円、リージョナルホテル事業が10百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

 

２．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（平成18年1月1日～平成18年12月31日） 

   在外子会社および重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（平成17年1月1日～平成17年12月31日） 

   在外子会社および重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

 

３．海外売上高 

当連結会計年度（平成18年1月1日～平成18年12月31日） 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（平成17年1月1日～平成17年12月31日） 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

関係内容 

属性 会社名 住所 資本金 
(百万円) 

事業の 
内容 

議決権等の
被所有割合
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 

取引 
金額 
(百万
円) 

科目 

期末
残高
(百万
円)

その他の関
係会社 

DOWAﾎｰﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
㈱ 

東京都 
千代田区 36,436 非鉄金属業 

直接 27.5 
間接  0.9 

兼任2名
転籍2名

ゴルフ会
員権販売

営業取引
ゴルフ会
員権保証
金 

― 預り保証
金 186

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (1) ゴルフ会員権保証金については特別な条件等はありません。 

２ 兄弟会社等 

関係内容 

 属性 会社名 住所 資本金 
(百万円) 

事業の 
内容 

議決権等の
被所有割合
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 

取引 
金額 
(百万
円) 

科目 

期末
残高
(百万
円)

店舗等の
賃借料 

※251 前払費用 ―
その他の関係
会社の子会社
（DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨ
ﾝｸﾞｽ㈱の子会
社） 

同和興産㈱ 
東京都 
中央区 305 

ビル総合管
理等 

－ － － 営業取引 店舗等の
敷金保証
金の返還 

203 
差入保証
金 

―

（注）取引金額のうち※印の金額については消費税等を含めております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（1）店舗等の賃借料および敷金の額については近隣の価格を勘案して決定しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

関係内容 

属性 会社名 住所 資本金 
(百万円) 

事業の 
内容 

議決権等の
被所有割合
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 

取引 
金額 
(百万
円) 

科目 

期末
残高
(百万
円)

その他の関
係会社 

同和 
鉱業㈱ 

東京都 
千代田区 36,436 非鉄金属業 

直接 27.5 
間接  0.9 

兼任4名
転籍2名

ゴルフ会
員権販売

営業取引
ゴルフ会
員権保証
金 

― 預り保証
金 186

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (1) ゴルフ会員権保証金については特別な条件等はありません。 

２ 兄弟会社等 

関係内容 

 属性 会社名 住所 資本金 
(百万円) 

事業の 
内容 

議決権等の
被所有割合
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 

取引 
金額 
(百万
円) 

科目 

期末
残高
(百万
円)

店舗等の
賃借料 

※439 前払費用 36その他の関係
会社の子会社
（同和鉱業㈱
の子会社） 

同和 
興産㈱ 

東京都 
中央区 305 

ビル総合管
理等 

－ － － 営業取引 店舗等の
敷金保証
金 

－ 
差入保証
金 

203

（注）取引金額のうち※印の金額については消費税等を含めております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（1）店舗等の賃借料および敷金の額については近隣の価格を勘案して決定しております。 
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１株当たり情報 

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

１株当たり純資産額 

248円32銭

１株当たり当期純利益金額 

31円86銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が

存在していないため記載しておりません。 

 

1株当り当期純利益の算定上の基礎 

 連結損益計算書上の当期純利益 

           3,709百万円 

 普通株式に係る当期純利益 

           3,709百万円 

 普通株式に帰属しない金額の主な内訳 

           該当事項ありません 

 普通株式の期中平均株式数 

           116,417千株 

 

（追加情報） 

 当連結会計年度から、改正後の「1株当たり当期純利益に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 最終改正平成 18 年 1 月 31

日 企業会計基準第2号）および「1株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成18

年1月31日 企業会計基準適用指針第4号）を適用しておりま

す。 

 これによる影響はありません。 

 

 

１株当たり純資産額 

236円24銭

１株当たり当期純損失金額 

65円57銭

潜在株式調整後1株当たり当期純損失については、潜在株式が

存在していないため記載しておりません。 

 

1株当り当期純損失の算定上の基礎 

 連結損益計算書上の当期純損失 

           7,600百万円 

 普通株式に係る当期純損失 

           7,600百万円 

 普通株式に帰属しない金額の主な内訳 

  利益処分による役員賞与金 35百万円 

 普通株式の期中平均株式数 

           116,449千株 

 

  

 

 

 

 



（藤田観光株式会社―連結） 

- 38 - 

（重要な後発事象） 

当連結会計年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

 

 ― 

当社は、平成18年1月19日開催の取締役会において、「ホテ

ルフジタ京都」の土地･建物を積水ハウス株式会社に譲渡するこ

とを決議いたしました。 

 

１．譲渡の理由 

 当社はＲＯＡ（総資産利益率）の向上をはかることを第一目

標に、重点部門の絞込みによる“選択と集中”および“資産・

負債の圧縮”等を重点課題とした事業改革（３ヶ年中期経営計

画）に取り組んでおり、その一環として今般、上記施設を譲渡

することといたしました。 

 なお、譲渡施設の営業につきましては、従来同様、当社子会

社である藤田ホテルマネジメント株式会社が 5 年間の定期建物

賃貸借契約を締結し、継続してまいります。 

 

２．譲渡資産の内容           （単位：百万円）

資産の内容および所在地 帳簿 

価額等 
譲渡価額 売却益 

ホテルフジタ京都 

（客室188室、飲食店舗10店舗、 

売店1、洋品店1、エステ1、美容1）

（敷地面積  6,178.57㎡） 

（延床面積 14,237.52㎡） 

（京都府京都市中京区 

二条大橋上る鉾田町543） 

 

 

 

  866 

 

 

 

 5,500 

 

 

 

 4,634

 ※帳簿価額等は諸費用も含む概算額であり、売却益も結果と

して概算額であります。 

 

３．譲渡先の概要 

商号 積水ハウス株式会社 

本店所在地 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 

代表者 和田 勇 

資本の額 186,554,196千円（平成17年1月31日現在）

 

大株主 

 

（平成17年1月31日現在）

積水化学工業株式会社 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口) 

主な事業の内容 建設・不動産全般にかかる業務 

資本的関係 なし 

人的関係 なし 

 

当社との関係 

取引関係 なし 

 

４．譲渡の日程 

 平成18年1月19日  取締役会決議 

 平成18年1月20日  契約書締結 

 平成18年1月30日  物件引渡し 

 


	当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)
	前連結会計年度(自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

