
 

 

 

平成18年12月期 個別財務諸表の概要 平成19年 2 月 13 日

 

 
1. 18年12月期の業績(平成18年1月1日～平成18年12月31日) 
(1) 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 
50,952 
48,597 

％
4.8
△4.9

百万円
3,878
2,731

％
42.0
△41.6

百万円 
3,800 
2,516 

％
51.0
△40.8

 

 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
2,621
△8,213

％ 
― 
― 

円 銭
22 50
△70 49

円 銭
―
―

％ 
9.2 

△27.9 

％ 
3.7 
2.2 

％
7.5
5.2

(注) ① 期中平均株式数 
  18年12月期  116,475,940株  17年12月期  116,508,272株 
 ② 会計処理の方法の変更 有 
 ③ 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) 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 
98,998 
109,048 

百万円
28,647
28,282

％ 
28.9 
25.9 

円 銭
245 98
242 79

(注) ① 期末発行済株式数 
  18年12月期  116,462,583株  17年12月期  116,491,695株 
 ② 期末自己株式数 
  18年12月期  5,611,660株  17年12月期  5,582,548株 
 
2. 19年12月期の業績予想(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 
25,800 
53,400 

百万円
2,000
5,000

百万円
1,000
1,900

(参考)  １株当たり予想当期純利益(通期) 16円31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。実際の業績は、今

後様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。 

 
3. 配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 配当金総額

（百万円）

配当性向

（％） 
純資産 

配当率(％)

 
中間期末 期末 年間    

17年12月期 － － － 
18年12月期 － 5.00 5.00 582 22.2 2.0
19年12月期（予想） － 5.00 5.00    
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（貸借対照表） 

（単位：百万円）

第74期 

(平成18年12月31日現在) 

第73期 

(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  1,380 1,061  318

2 売掛金  2,929 2,876  53

3 売店商品  72 70  2

4 不動産商品  ― 1,996  △1,996

5 未成工事支出金  ― 292  △292

6 原材料  194 182  12

7 貯蔵品  133 140  △6

8 前払費用  738 669  68

9 繰延税金資産  1,992 3,434  △1,442

10 短期貸付金  5,798 8,559  △2,760

11 その他  1,297 1,959  △662

貸倒引当金  △4,662 △5,604  942

流動資産合計  9,874 10.0 15,638 14.3 △5,764

Ⅱ 固定資産    

1 有形固定資産    

(1) 建物 47,235 48,451   

減価償却累計額 △17,669 29,566 △18,522 29,929  △362

(2) 建物付属設備 27,504 28,992   

減価償却累計額 △19,652 7,851 △20,756 8,236  △384

(3) 構築物 9,920 9,767   

減価償却累計額 △6,398 3,521 △6,205 3,561  △39

(4) 機械装置 3,722 3,878   

減価償却累計額 △3,121 601 △3,281 596  4

(5) 車両運搬具 199 203   

減価償却累計額 △185 13 △190 12  0

(6) 工具・器具・備品 10,192 9,699   

減価償却累計額 △7,591 2,600 △7,843 1,856  743

(7) 土地  9,770 8,683  1,087

(8) コース勘定  2,450 2,450  0

(9) 建設仮勘定  3 61  △57

(10) 山林  44 52  △7

有形固定資産合計  56,425 57.0 55,439 50.9 985

2 無形固定資産    

(1) 借地権  6 6  ―

(2) 商標権  14 16  △1

(3) ソフトウェア  166 230  △63

(4) 電話設備利用権  87 87  0

(5) 鉱泉利用権  10 11  △1

(6) その他  8 2  5

無形固定資産合計  293 0.3 355 0.3 △61
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（単位：百万円）

第74期 

(平成18年12月31日現在) 

第73期 

(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 

3 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  8,419 9,340  △921

(2) 関係会社株式  17,001 19,983  △2,981

(3) 出資金  1 1  ―

(4) 長期貸付金  332 331  0

(5) 従業員貸付金  ― 1  △1

(6) 長期前払費用  97 24  72

(7) 繰延税金資産  610 1,449  △839

(8) 差入保証金  5,810 6,454  △644

(9) その他  132 28  103

貸倒引当金  △0 △0  0

投資その他の資産合計  32,404 32.7 37,614 34.5 △5,210

固定資産合計  89,123 90.0 93,409 85.7 △4,285

資産合計  98,998 100.0 109,048 100.0 △10,050
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（単位：百万円）

第74期 

(平成18年12月31日現在) 

第73期 

(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 買掛金  1,268 1,300  △31

2 短期借入金  13,663 19,971  △6,307

3 １年以内に返済期限の到来する長期借入金  7,853 8,030  △176

4 未払金  558 400  157

5 未払法人税等  130 147  △17

6 未払消費税等  154 ―  154

7 未払費用  2,792 2,741  50

8 前受金  611 572  39

9 預り金  186 197  △11

10 役員賞与引当金  37 ―  37

11 賞与引当金  124 79  44

12 その他  1,226 1,527  △301

流動負債合計  28,609 28.9 34,969 32.1 △6,360

Ⅱ 固定負債    

1 長期借入金  19,734 23,388  △3,653

2 退職給付引当金  5,777 5,713  63

3 役員退職引当金  168 134  33

4 会員預り保証金  15,027 15,505  △477

5 預り賃貸保証金  866 907  △40

6 その他  165 146  19

固定負債合計  41,740 42.2 45,795 42.0 △4,055

負債合計  70,350 71.1 80,765 74.1 △10,415

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  ― ― 12,081 11.1 ―

Ⅱ 資本剰余金    

 1 資本準備金  ― 3,020  ―

 2 その他資本剰余金  ― 8,549  ―

資本剰余金合計  ― ― 11,570 10.6 ―

Ⅲ 利益剰余金    

 1 任意積立金  ― 3,649  ―

 2 当期未処理損失(△)  ― △5,723  ―

利益剰余金合計  ― ― △2,073 △1.9 ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― ― 8,955 8.2 ―

Ⅴ 自己株式  ― ― △2,251 △2.1 ―

資本合計  ― ― 28,282 25.9 ―

負債資本合計  ― ― 109,048 100.0 ―
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（単位：百万円） 

第74期 

(平成18年12月31日現在) 

第73期 

(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 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

1 資本金  12,081 12.2 ― ― ―

2 資本剰余金    

(1) 資本準備金  3,020 ―  ―

(2) その他資本剰余金  2,857 ―  ―

資本剰余金合計  5,877 5.9 ― ― ―

3 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金  1,089 ―  ―

別途積立金  2,500 ―  ―

繰越利益剰余金  2,651 ―  ―

利益剰余金合計  6,240 6.3 ― ― ―

4 自己株式  △2,276 △2.3 ― ― ―

株主資本合計  21,923 22.1 ― ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  6,724 6.8 ― ― ―

評価・換算差額等合計  6,724 6.8 ― ― ―

純資産合計  28,647 28.9 ― ― ―

負債及び純資産合計  98,998 100.0 ― ― ―
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（損益計算書） 

（単位：百万円）

第74期 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

第73期 

(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  50,952 100.0 48,597 100.0 2,354

Ⅱ 売上原価  44,308 87.0 43,027 88.5 1,280

売上総利益  6,644 13.0 5,570 11.5 1,074

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,766 5.4 2,838 5.8 △72

営業利益  3,878 7.6 2,731 5.7 1,146

Ⅳ 営業外収益    

1 受取利息 13 28   

2 受取配当金 436 359   

3 その他 395 845 1.6 361 750 1.5 94

Ⅴ営業外費用    

1 支払利息 670 735   

2 その他 252 923 1.8 229 965 2.0 △41

経常利益  3,800 7.4 2,516 5.2 1,283

Ⅵ 特別利益    

1 固定資産売却益 4,649 1,459   

2 貸倒引当金戻入益 513 ―   

3 投資有価証券清算益 ― 721   

4 厚生年金基金解散益 ― 118   

5 その他特別利益 42 5,205 10.2 21 2,320 4.8 2,884

Ⅶ 特別損失    

1 減損損失 555 11,698   

2 固定資産除却損 466 492   

3 貸倒引当金繰入額 303 2,539   

4 関係会社株式評価損 184 945   

5 本社移転費用 130 ―   

6 販売用不動産評価損 ― 753   

7 投資有価証券評価損 ― 19   

8 その他特別損失 242 1,883 3.7 194 16,643 34.2 △14,759

税引前当期純利益 

又は純損失(△) 

 
7,121 13.9 △11,805 △24.2 18,927

法人税、住民税及び事業税 37 50   

法人税等調整額 4,463 4,500 8.8 △3,643 △3,592 △7.4 8,093

当期純利益 

又は純損失(△) 

 
2,621 5.1 △8,213 △16.8 10,834
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（株主資本等変動計算書） 

当事業年度  (自 平成 18年 1月 1日  至 平成 18年12月31日) 

（単位：百万円）

株主資本 
評価・換

算差額等

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金     

資本金 資本準備

金 

その他資

本剰余金

固定資産

圧縮 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益

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

純資産 

合計 

前期末残高 12,081 3,020 8,549 1,149 2,500 △5,723 △2,251 19,327 8,955 28,282

当会計期間中の 

変動額 
   

当期純利益   2,621 2,621 2,621

自己株式の取得   △26 △26 △26

自己株式の処分   0 1 2 2

固定資産圧縮積立

金の取崩 
  △60 60 ― ―

その他資本剰余金

の取崩 
  △5,693 5,693 ― ―

株主資本以外の項

目の当会計期間中

の変動額（純額） 

  ― △2,231 △2,231

当期変動額合計 ― ― △5,692 △60 ― 8,374 △25 2,596 △2,231 365

当期末残高 12,081 3,020 2,857 1,089 2,500 2,651 △2,276 21,923 6,724 28,647

 

 

第73期 損失処理案                                 （単位：百万円） 

科     目 金     額 

（当期未処理損失の処理）  

1.当期未処理損失 5,723 

2.損失処理額  

 （1）任意積立金取崩額  

    固定資産圧縮積立金取崩額 30  

 （2）その他資本剰余金取崩額  

    資本金及び資本準備金減少差益取崩額 5,693 5,723 

3.次期繰越損失 ― 

  

（その他資本剰余金の処分）  

1.その他資本剰余金  

  資本金及び資本準備金減少差益 8,549 8,549 

2.その他資本剰余金処分額  

  資本金及び資本準備金減少差益取崩額 5,693 5,693 

3.その他資本剰余金次期繰越額  

  資本金及び資本準備金減少差益 2,856 2,856 
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重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (１) 満期保有目的の債券 …償却原価法（定額法） 

 (２) 子会社株式及び関連会社株式 …総平均法による原価法 

 (３) その他有価証券（時価のあるもの） …事業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. たな卸資産の評価基準及び評価方法 

売店商品、原材料、貯蔵品            …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 

    

４. 固定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（ソフトウェアを除く） 

   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 

    

５. 繰延資産の処理方法 

 開発費 …支出時に全額費用処理しております。 

    

６. 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。 

    

 (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、当事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当事業年度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、翌事業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。 

    

７. 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。 
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８. 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、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。 

 

 

   

９. 消費税等の会計処理方法             … 税抜方式によっております。 

 

 

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、当事業年度より支出

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、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ106百万円減少して

おります。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用してお
ります。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が37百万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） 

当事業年度から「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）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28,647百万円であります。 

 

 

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

事業年度から費用処理することとしておりますが、当事業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、経常利益および税引前当期純利益は7百万円それぞれ減少しております。 
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（貸借対照表関係） 

当事業年度 

（平成18年12月31日現在） 

前事業年度 

（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32,125百万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          36,414百万円 

（2）関係会社株式           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41,623百万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          37,665  〃 

（3）関係会社株式           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保証債務

   があります。 

藤田グリーン・サービス㈱     970百万円 

関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱        30 〃 

     島原温泉観光㈱             1 〃    

   Uﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者           70 〃   U 

   合計                1,072百万円 

 

藤田グリーン・サービス㈱    1,090百万円 

関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱        90 〃 

     島原温泉観光㈱             6 〃    

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

   合計                1,273百万円 

 

 ３． 授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数 

    普通株式                       440,000,000株 

  

   発行済株式数 

    普通株式                       122,074,243株 

  

 ４． 自己株式の保有数 

    普通株式                         5,582,548株 

  

３． 短期貸付金は関係会社に対するものであります。 ５． 短期貸付金は関係会社に対するものであります。 

  

４． 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、不動産商品1,996 百万円および未

成工事支出金292 百万円を有形固定資産に振替えておりま

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。 

  

     

５． 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貸出コミットメントライン契約を

締結しております。 

  

   当事業年度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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（損益計算書関係） 

当事業年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成 17年 1月 1日 

  至 平成 17年12月31日) 

 （特別利益）  （特別利益） 

固定資産売却益は、主にホテルフジタ京都の土地、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。 

 （特別損失）  （特別損失） 

1. 固定資産除却損の主なものは、平成１８年５月に本社を

移転したことにより発生したものであります。 

 

    

 ２．減損損失  １．減損損失 

 減損損失を認識した資産ｸﾞﾙｰﾌﾟの概要 

                      （単位：百万円）

減損損失 
用途 場所 

種類 金額 
建物 36

建物付属設備 13

その他 4

固定資産計 54

ﾘｰｽ資産 21

営業 

施設 

北海道札幌市他 

 

合計 76

建物 71

土地 399

その他 7

遊休 

不動産 

北海道茅部郡 

森町他 

固定資産計 479

建物 107

建物付属設備 13

土地 399

その他 12

固定資産計 534

ﾘｰｽ資産 21

合計 

 

合計 555

 

 

 

減損損失を認識した資産ｸﾞﾙｰﾌﾟの概要 

（単位：百万円） 

減損損失 
用途 場所 

種類 金額 
建物 63

建物付属設備 89

ｿﾌﾄｳｪｱ 0

その他 30

固定資産計 184

ﾘｰｽ資産 44

営業 

施設 

埼玉県 

さいたま市 

 

合計 229

建物 503

建物付属設備 4

土地 10,157

建設仮勘定 32

その他 770

遊休 

不動産 

東京都 

千代田区他 

合計 11,469

建物 567

建物付属設備 93

土地 10,157

建設仮勘定 32

ｿﾌﾄｳｪｱ 0

その他 801

固定資産計 11,653

ﾘｰｽ資産 44

合計 

 

合計 11,698 
  

 

（資産グルーピングの方法） 

 

 

 （資産グルーピングの方法） 

 当社は、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 

 （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

スの施設及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、

市場価値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

スの施設及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、市場価値が下落している資産に

ついて減損損失を認識しました。 
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 （回収可能価額の算定方法）  （回収可能価額の算定方法） 

 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。 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度  (自 平成 18年 1月 1日 至 平成 18年12月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：株) 

  
前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 
摘要 

自己株式     

普通株式 5,582,548 31,531 2,419 5,611,660 

 

（注）普通株式の自己株式の増減は、単元未満株式の買取による増加 31,531 株、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。 

 

（リース取引関係） 

当事業年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前事業年度 

(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 38 15 ― 23
工具・器具・備品 2,018 1,094 51 872

その他 63 6 ― 56
合計 2,120 1,116 51 952

 
 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 36 32 ― 4
工具・器具・備品 3,128 2,483 34 610

その他 97 97 ― ―
合計 3,262 2,612 34 614

 
 （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。 

(2)未経過リース料期末残高相当額等及びリース資産減損勘定

期末残高 

 
（注）同左 

 

 

(2)未経過リース料期末残高相当額等及びリース資産減損勘定

期末残高 

 １年内 334百万円

１年超 618百万円

 合計 952百万円

リース資産減損勘定期末残高 27百万円

 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、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。 

 

１年内 319百万円

１年超 294百万円

 合計 614百万円

リース資産減損勘定期末残高 22百万円

 
（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

当額及び減損損失 

(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

当額及び減損損失 

 支払リース料 468百万円

リース資産減損勘定の取崩額 12百万円

減価償却費相当額 455百万円

減損損失 18百万円 

支払リース料 500百万円

リース資産減損勘定の取崩額 12百万円

減価償却費相当額 487百万円

減損損失 34百万円 
(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 

  

  



（藤田観光株式会社―個別） 

- 13 - 

    

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 3,539百万円

１年超 40,847百万円

 合計 44,386百万円 

１年内 2,908百万円

１年超 34,298百万円

 合計 37,206百万円 
    

 

（有価証券関係） 

当事業年度 （平成18年12月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

関連会社株式 522 873 350

合計 522 873 350

  

前事業年度 （平成17年12月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

関連会社株式 522 1,076 553

  

（税効果会計関係） 

当事業年度 

（平成18年12月31日現在） 

前事業年度 

（平成17年12月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

１．繰延税金資産及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） 

 退職給付引当金超過額 2,351百万円

貸倒引当金超過額 1,753百万円

役員退職引当金 68百万円

投資有価証券評価損 402百万円

減損損失 2,455百万円

関係会社株式評価損 1,726百万円

繰越欠損金 1,150百万円

その他 290百万円

繰延税金資産小計 10,199百万円 

 退職給付引当金超過額 2,229百万円

貸倒引当金超過額 2,120百万円

役員退職引当金 54百万円

投資有価証券評価損 3,129百万円

販売用不動産評価損 1,145百万円

繰越欠損金 2,858百万円

その他 1,554百万円

繰延税金資産小計 13,093百万円 

 評価性引当金 △2,884百万円  評価性引当金 △1,294百万円 
 繰延税金資産合計 7,314百万円  繰延税金資産合計 11,799百万円 
 （繰延税金負債）  （繰延税金負債） 

 固定資産圧縮積立金 △747百万円

その他有価証券評価差額 △3,964百万円 

 固定資産圧縮積立金 △768百万円

その他有価証券評価差額 △6,146百万円 
 繰延税金負債合計 △4,712百万円  繰延税金負債合計 △6,914百万円 
 繰延税金資産（負債）の純額 2,602百万円  繰延税金資産（負債）の純額 4,884百万円 
      

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）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.2％

住民税等均等割 0.2％

評価性引当金の増加額 21.8％

その他 0.7％

   計 22.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.2％ 

  

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。 
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

前事業年度（自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日）および当事業年度（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。 

 

重要な後発事象 

当事業年度 

(自 平成 18年 1月 1日 

  至 平成 18年12月31日) 

前事業年度 

(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ヵ年中期経営計

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 
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金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ&ﾊﾞﾝｹｯﾄ

事 業
12,788 25.1 12,522 25.8 266

ﾜ ｼ ﾝ ﾄ ﾝ ﾎ ﾃ ﾙ 事 業 21,029 41.3 19,236 39.6 1,792

レ ジ ャ ー 事 業 7,053 13.8 6,857 14.1 195

ﾗ ｸ ﾞ ｼ ﾞｭ ｱﾘ ｰﾎ ﾃﾙ

事 業
7,859 15.4 7,325 15.1 534

ﾎ ｽ ﾋ ﾟ ﾀ ﾘ ﾃ ｨ

周 辺 事 業
1,667 3.3 1,921 3.9 △ 254

ﾘ ｰ ｼ ﾞ ｮ ﾅ ﾙ ﾎ ﾃ ﾙ

事 業
325 0.6 482 1.0 △ 156

そ の 他 事 業 229 0.5 251 0.5 △ 22

合 計 50,952 100.0 48,597 100.0 2,354

（注）事業区分は連結セグメント情報の区分に準じております。

部門別売上高明細表

第74期 第73期

区分 比較増減
自　平成18年1月 1日

至　平成18年12月31日

自　平成17年1月 1日

至　平成17年12月31日
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【取締役】

地位 担当 地位 担当

渡辺　謙一
（昇任）

社長
（代表取締役）

副社長
（代表取締役）

森本　昌憲
副社長
（代表取締役）

同左

菊永　福芳
（昇任）

常務取締役 取締役 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当

田口　泰一 取締役 同左
兼常務執行役員
ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

中曽根一夫
（新任）

取締役 執行役員 ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ　企画室長

しげた　　よしのぶ

茂田　宜伸
（新任）

取締役 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ（ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ）

古賀　義人 取締役（非常勤） （DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱　取締役） 同左 同左

加藤　曻司
（退任）

（相談役に就任予定）
社長
（代表取締役）

最高経営責任者（CEO）
兼最高業務執行責任者（COO）

牧野　龍裕
（退任）

（執行役員に就任予定） 取締役 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当

佐野　　正
（退任）

（関係会社役員に就任予定） 取締役 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当

鹿子島隆良
（退任）

（関係会社役員に就任予定） 取締役
兼常務執行役員
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

古賀義人氏は、会社法第２条第１５号に定める社外取締役であります。

【監査役】

地位 担当 地位 担当

藤田　基彦 常勤監査役 同左 同左

山地　　敏 常勤監査役 同左 同左

栗谷　　肇 監査役（非常勤） （中央三井信用保証㈱　常勤顧問） 同左 同左

おうぢ　　よしゆき

蔭地　義之
（新任）

監査役（非常勤） （DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱　常勤監査役） 同左

富川　　宏 補欠監査役 （DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱　企画・広報部門部長） 同左 同左

原田紀一郎
（退任）

監査役（非常勤）

栗谷　肇氏、蔭地義之氏および富川　宏氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。

【執行役員】

地位 担当 地位 担当

渡辺　謙一
【前出】（新任）

代表取締役社長
兼執行役員社長

副社長
（代表取締役）

森本　昌憲
【前出】（新任）

代表取締役副社長
兼執行役員副社長

副社長
（代表取締役）

田口　泰一
【前出】（昇任）

取締役
兼専務執行役員

ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ
取締役
兼常務執行役員

同左

戸田　八郎 常務執行役員 ﾘｿﾞｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 同左 同左

須藤　文昭
（昇任）

常務執行役員 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 執行役員
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ
目白営業統括本部長兼椿山荘　総支配人

菊永　福芳
【前出】（新任）

常務取締役
兼執行役員

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当（管理部門） 取締役 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当

中曽根一夫
【前出】

取締役
兼執行役員

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当（企画・人事部門） 執行役員 ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ　企画室長

牧野　龍裕
（新任）

執行役員 ﾘｿﾞｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 取締役 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当

都築　輝己 執行役員 ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ　新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ　総支配人 同左 同左

本村　　哲 執行役員
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ
椿山荘　総支配人

同左
ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ
東京ﾍﾞｲ有明ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ　総支配人

持永　政人
（新任）

執行役員
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ
ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞﾎﾃﾙ椿山荘東京　総支配人

同左

加藤　誠一
（新任）

執行役員
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ
太閤園　総支配人

同左

茂田　宜伸
【前出】（新任）

取締役
兼執行役員

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当（事業推進部門） ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ（ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ）

鹿子島隆良
【前出】（退任）

（関係会社役員に就任予定）
取締役
兼常務執行役員

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

以　　上

氏名

氏名

氏名
新

新 現

現

新 現

 
 


