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平成19年12月期 中間決算短信

平成19年8月10日

（百万円未満切捨て）

１．19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）
(1) 連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年６月中間期 34,635 3.0 1,633 13.1 1,651 52.8 719 △72.1
18年６月中間期 33,639 1.7 1,444 140.7 1,080 272.5 2,574 －
18年12月期 70,786 － 4,301 － 3,690 － 3,709 －

１株 当たり中 間
（当 期）純利 益

潜在株式調整後１株当たり
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

円 銭 円 銭
19年６月中間期 6 18 －
18年６月中間期 22 11 －
18年12月期 31 86 －

（参考） 持分法投資損益 19年６月中間期 △48百万円 18年６月中間期 △296百万円 18年12月期 △227百万円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭
19年６月中間期 105,566 31,654 29.7 269 31
18年６月中間期 107,873 28,019 25.7 238 09
18年12月期 104,055 29,218 27.8 248 32

（参考） 自己資本 19年６月中間期 31,343百万円 18年６月中間期 27,718百万円 18年12月期 28,905百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円
19年６月中間期 2,754 △574 △1,924 2,956
18年６月中間期 2,672 6,336 △5,449 6,233
18年12月期 6,145 4,610 △10,732 2,700

２．配当の状況
１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － 5 00 5 00
19年12月期 －
19年12月期（予想） 5 00

5 00

３．19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）
（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通 期 72,600 2.6 5,700 32.5 5,300 43.6 2,000 △46.1 17 18

上 場 会 社 名 藤田観光株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部
コ ー ド 番 号 9722 ＵＲＬ http://www.fujita-kanko.co.jp/
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４．その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな
る重要な事項の変更に記載されるもの）
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

(3) 発行済株式数（普通株式）
①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 122,074,243株 18年６月中間期 122,074,243株 18年12月期 122,074,243株

②期末自己株式数 19年６月中間期 5,689,032株 18年６月中間期 5,654,459株 18年12月期 5,670,357株

(注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

1.19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）
(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年６月中間期 24,584 1.5 1,819 21.5 2,028 21.7 1,149 △54.5
18年６月中間期 24,231 3.3 1,498 101.2 1,666 113.6 2,525 －
18年12月期 50,952 － 3,878 － 3,800 － 2,621 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭
19年６月中間期 9 87
18年６月中間期 21 69
18年12月期 22 50

(2) 個別財政状態

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
19年６月中間期 101,374 31,507 31.1 270 58
18年６月中間期 103,481 28,460 27.5 244 34
18年12月期 98,998 28,647 28.9 245 98

（参考） 自己資本 19年６月中間期 31,507百万円 18年６月中間期 28,460百万円 18年12月期 28,647百万円

２．19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）
（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通 期 50,400 △1.1 5,000 28.9 5,000 31.6 1,900 △27.5 16 31

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

通期の連結および個別の業績予想につきましては、中間期の実績および今後の見通しを勘案し、平成19年2月13日発表の

業績予想から修正いたしました。

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、3 ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧くださ

い。
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１．経営成績

（1）経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績）
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の上昇の他、米国経済における個人消費や住宅投資といった不安要素はある

ものの、好調な企業業績に支えられ、総じて緩やかな景気回復基調が続いております。

当社グループの事業領域においても、堅調な個人消費に加え、都市部を中心とした法人需要の回復が顕著となってきております。

こうした状況のもと、当中間連結会計期間の当社グループ業績は、これまでの「選択と集中」の基本方針に基づき開業した新規施

設が期間をとおして寄与、上述の景気の後押しもあって、単価上昇を主因として、経常利益段階では前年同期比増益となりました。

しかし、ブライダル＆バンケット事業を中心に業容拡大のための費用先行等の要因もあり、計画に比較するとやや課題を残す結果と

なりました。

セグメント別には、特にワシントンホテル事業の貢献が顕著でした。これは前年に新規開業した札幌ワシントンホテルと銀座ワシ

ントンホテルの他、首都圏の事業所の好調によるものであります。また、新設のゲストハウス型結婚式場「コンヴィヴィオン」でも

婚礼獲得件数が前年比40件増加するなど、ブライダル＆バンケット事業においても新規事業の貢献が具体化してきております。

また、ワシントンホテル事業では、秋田、宇都宮からの撤退を決定、一方で東京都港区芝浦に新たなワシントンホテルの進出を決

定する（平成20年10月開業予定）等、事業ポートフォリオの再構築も着実に進んできております。

これらの結果、当中間連結会計期間の業績の概要は次のとおりとなりました。（前中間期は5,304百万円の固定資産売却益を特別利

益として計上したため、中間純利益ベースでは減益）

（金額単位：百万円）

当中間連結会計期間 対前年同期比 対前年増減率 当初予想比 対予想増減率

売上高 34,635 996 3.0％ △764 △2.2％

営業利益 1,633 189 13.1％ △306 △15.8％

経常利益 1,651 570 52.8％ △148 △8.3％

中間純利益 719 △1,855 △72.1％ 19 2.7％

中間末借入金残高 38,617 △1,324 △3.3％ 1,340 4.2％

※当初予想は平成19年2月13日開示数値であります。

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。

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 2,816 231 9.0% 99 2 2.9% 28,187 1,569 5.9%

（件数） (1,608) (△24) (△1.5%)
宴会部門 1,881 124 7.1% 234 8 3.8% 8,020 250 3.2%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 1,302 26 2.1% 276 △ 14 △4.9% 4,708 322 7.3%
その他(消去含む） 864 △ 17 △2.0% - - - - - -

合計 6,864 365 5.6% 611 △ 2 △0.5% 11,233 648 6.1%

* 利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

婚礼部門については、前期に設立したブライダル専門子会社（㈱Plus Thank）において、ゲストハウス型結婚式場「コンヴィヴィ

オン」で婚礼獲得件数を伸ばしたことによる増収（対前年同期比105百万円）に加え、ワシントンホテル事業内の一部の婚礼業務を

移管したことで、㈱Plus Thank全体で前年同期比389百万円の増収となりましたが、椿山荘、太閤園の既存婚礼事業は減収となりま

した。

宴会部門は、法人需要の回復もあり、パーティー獲得が好調に推移し、椿山荘、太閤園ともに前期より利用人員、売上高ともに前

年同期比増加となりました。

レストラン部門については、法人・個人の堅調な消費を反映して、とりわけ高単価のレストランの売上が増加し、前年同期比増収

となりました。

これらの結果、ブライダル＆バンケット事業全体の売上高は前年同期比365百万円の増収となりました。

一方営業利益は、新設ブライダル子会社での費用先行、既存施設では婚礼獲得強化のための広告宣伝費等が膨らんだこと等により

事業全体では509百万円と前年同期比△217百万円（△29.9％）の減益となりました。
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ワシントンホテル事業

（秋葉原、新宿、横浜伊勢佐木町、横浜桜木町、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札幌、キャナルシティ・福岡、浦和、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

ンホテル子会社、ワシントンホテルシステム株式会社）

(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

宿泊部門 9,588 1,083 12.7% 1,401 123 9.6% 6,844 189 2.8%
（宿泊稼働率） (85.9%) (0.8%)
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 3,711 △ 289 △7.2% 1,455 △ 120 △7.7% 2,549 12 0.5%
その他（消去含む） 1,128 38 3.5% - - - - - -

合計 14,428 832 6.1% 2,856 2 0.1% 5,050 288 6.0%

* 利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

当期は成田エアポート（前年3月終了）と新潟（当年3月終了）の各ワシントンホテルの閉鎖により、前年同期比△410百万円の

減収要因がありましたが、一方で、前期に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た札幌と銀座のワシン

トンホテルが当中間期フルに稼働したことで、ワシントンホテル事業全体の売上は大きく増収となりました。

宿泊部門では、撤退ホテルの宿泊部門の減収が△249 百万円ありましたが、新規ホテルだけでなく、その他の既存のホテルについ

ても、首都圏のワシントンホテルを中心に好調で、前年同期比10億円を超える増収となりました。

レストラン部門については、ワシントンホテルでの婚礼事業の一部を、ブライダル＆バンケット事業のブライダル専門子会社（㈱

Plus Thank）へ移管した影響が△283百万円あった他、撤退ホテルのレストラン部門の減収が△154百万円あったため、前年同期比減

収となりましたが、これらの影響を除くと前年同期を上回る売上となりました。

これらの結果ワシントンホテル事業全体の売上高は前年同期比832百万円の増収となりました。

営業利益は、宿泊部門の稼働率・単価向上に加え、低採算事業の閉鎖による採算改善もあり、739 百万円と前年同期比 288 百万円

（64.2％）の増益となりました。

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 1,652 1 0.1% 656 △ 16 △2.5% 2,517 66 2.7%
宿泊部門 868 17 2.1% 133 △ 5 △4.0% 6,492 385 6.3%
（宿泊稼動率） (74.0%) (△3.3%)
その他(消去含む） 572 18 3.3% - - - - - -

合計 3,092 37 1.2% 790 △ 22 △2.8% 3,914 155 4.1%

* 利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

箱根ユネッサン（上記、日帰り・休憩部門に含む）ではドクターフィッシュ体験の風呂が話題となった前年に比較して、利用人員

は前年同期比17千人減少したものの、入場料割引の抑制等の単価施策効果により補い、日帰り・休憩部門全体の売上高はほぼ前年同

期並となりました。

宿泊部門については、箱根ホテル小涌園で低単価商品を抑制したことで利用単価が上昇、利用人員は減少したものの、売上高は前

年同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年同期比37百万円の増収となりました。

営業利益は、本事業の季節的特性により例年上半期はオフ期ですが、当中間期においては、単価施策等、採算を重視した展開に努

めた効果のほか、減価償却の減少等もあり、営業利益は43百万円と前年同期比96百万円改善し、黒字転換しました。
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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 1,122 37 3.5% 50 △ 4 △8.3% 22,095 2,510 12.8%
（宿泊稼動率） (59.3%) (△6.1%)
婚礼部門 632 △ 57 △8.3% 20 △ 2 △10.4% 30,401 703 2.4%

（婚礼件数） (324) (△2) (△0.6%)
宴会部門 508 4 0.9% 36 △ 1 △2.9% 13,954 524 3.9%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 896 △ 39 △4.2% 164 △ 10 △6.0% 5,441 102 1.9%
その他（消去含む） 559 △ 1 △0.3% 1 0 △14.0% - - -

合計 3,719 △ 56 △1.5% 274 △ 18 △6.4% 13,572 683 5.3%

* 利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

宿泊部門では、客室稼働率は低下したものの、3 月からの客室料金改定で単価が上昇した結果、前年同期比増収となりました。一

方、婚礼部門については、婚礼１件あたりの平均人員の減少から、またレストラン部門についても利用人員が減少、単価の上昇で賄

いきれず、売上高は前年同期比減収となりました。

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、婚礼・レストラン部門の減収を主因に、前年同期比56百万円の減収と

なりました。

営業利益は、人件費、広告宣伝費等の費用増加もあり、115百万円と前年同期比△101百万円（△46.8％）の減益となりました。

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 154 △ 195 △55.8%
藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 953 △ 62 △6.2%
㈱フェアトン 2,862 152 5.6%
その他（消去含む） 1,655 55 3.5%

合計 5,626 △ 49 △0.9%

株式会社フェアトンは、当社グループ外からの清掃業務等の受託が好調に推移し前年同期比増収となりました。一方、昨年５月の

本社移転の結果、不動産部門で計上されていた旧本社ビルとその隣接ビルでのテナント契約終了に伴う賃貸収入の減少が大きく、ホ

スピタリティ周辺事業全体の売上高は、前年同期比△49百万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、地代家賃の減少等のコスト減少により75百万円と前年同期

比59百万円（370.8％）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㈱ 1,829 4 0.2%
その他（消去含む） 902 0 0.1%

合計 2,732 4 0.2%

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、一部のレストランをテナント化したことによりレストラン

部門の売上は減少しましたが、３ホテルともに宿泊部門が好調に推移したことで全体としては前年同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宿泊部門が堅調で、前年同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、前年同期比4百万円の増収となりました。

営業利益は宿泊部門が好調であったため、108百万円と前年同期比59百万円（122.8％）の増益となりました。
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その他事業

顧客センター等その他事業の売上高は276百万円と前年同期比27百万円（11.0％）の増収となり、営業利益は13百万円と前年同

期比△19百万円（△58.9％）の減益となりました。

（当期の見通し）

当期の見通しとしまして、景気は引き続き企業業績を中心に全体として緩やかな回復傾向が継続するものと思われます。このよう

な中、当社グループでは２つの新規ワシントンホテルの通年営業が売上にも大きく貢献するとともに、ゲストハウス型結婚式場にお

いても新設のブライダル子会社による専門性を活かし、事業拡大を進めてまいります。連結売上高は当初予想に織り込まれていなか

ったワシントンホテル撤退（札幌第二、秋田）等の影響により10億円の下方修正に、また個別売上高は直営事業の経営子会社化（札

幌、浦和、キャナルシティ・福岡の各ワシントンホテルおよび下田海中水族館）により30億円の下方修正となりますが、利益ベース

では当初予想通りを見込み、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。

（単位：億円）

【売上高】

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 147.0 292.5 70.5 79.0 116.5 58.0 5.5 △43.0 726.0

前年通期 129.2 287.0 70.5 78.6 118.5 58.9 5.5 △40.4 707.9

増 減 17.8 5.5 △0.0 0.4 △2.0 △0.9 0.0 △2.6 18.1

（単位：億円）

【営業利益】

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 14.9 20.6 8.9 5.1 2.5 4.2 0.3 0.5 57.0

前年通期 12.2 11.3 6.9 5.6 2.2 3.8 0.5 0.4 43.0

増 減 2.7 9.3 2.0 △0.5 0.3 0.4 △0.2 0.1 14.0

(2)財政状態に関する分析

①資産・負債の状況

総資産は前連結会計年度末に比べて1,511百万円増加し105,566百万円となりました。このうち証券市況の変化による保有投資有

価証券の評価が4,068百万円増加しております。

また長期と短期をあわせた借入金合計は38,617百万円と前期末比で△1,324百万円減少しております。

②キャッシュ・フローの状況
当中間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2,956百万円となりました。

当中間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

当中間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2,754百万円。前年同期比では、概ね営業利益の増益幅(189百

万円)並みの82百万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

当中間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△574 百万円となりました。設備投資に 947 百万円を支出した

一方、営業終了のワシントンホテルでは敷金の回収がありました。（なお前年同期にはホテルフジタ京都、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収入が6,825百万円ありました。）
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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2,179百万円を、借入金の返済と配当金に充てており、この結果財務活

動によるキャッシュ・フローは△1,924百万円となりました。

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

直近3年中間連結会計期間 直近２年連結会計期間

平成17年

6月

平成18年

6月

平成19年

6月

平成17年

12月

平成18年

12月

ＲＯＡ 0.5％ 2.0％ 3.1％ 2.3％ 3.5％

自己資本比率 17.9％ 25.7％ 29.7％ 24.1％ 27.8％

債務償還年数（年） 18.1 8.5 7.0 10.5 6.5

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍） 4.0 7.8 8.2 6.4 9.0

＊ＲＯＡ：経常利益／総資産 （中間期は経常利益を年額に換算するため２倍にしています）

＊債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュフロー （中間期は営業キャッシュフローを年額に換算するため２倍にしています）

＊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

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
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。

なお、当期の配当につきましては年間ベースの連結利益を勘案して決定する方針であり、現時点の見込みでは、期末配当として

1株あたり5円を予定しております。

(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、当該事項は中間決算短信発表日(平成19年8月10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 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。当中間連結会

計期間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。

２ 減損損失の計上

当社グループは、ホテル建物等の有形固定資産を当中間連結会計期間末で605億円保有しておりますが、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、有形固定資産の一部について減損損失が発生する可能性があります。

３ 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。

４ 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。
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５ 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。

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 円金利の変動

当中間連結会計期間末における借入金のうち、124億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。
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２．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 … 当社が経営する秋葉原、新宿、横浜伊勢佐木町、横浜桜木町、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、札幌、キャナルシ

ティ・福岡、浦和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 … 子会社に藤田観光マネジメントサービス㈱など 4 社、関連会社に東海汽船㈱など 2 社

があります。
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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
藤田観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱☆

㈱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 ㈱東京ビーピーエスは平成19年5月8日付で、藤田観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱へ商号変更しました。

3 新潟ワシントンホテルは平成19年3月31日に営業を終了いたしました。

4 東京ベイ有明ワシントンホテル㈱は平成19年6月21日に解散し、清算手続き中であります。

藤田観光㈱
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３．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)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。

(3)中長期的な会社の経営戦略

1.「事業構造改革」
当社グループは平成 19 年からの 3 ヵ年中期経営計画を「事業構造改革」と名づけその実行に取り組んでおりますが、これは平成

18年までの経営計画「事業改革」をさらにもう一歩推し進め、利益の最大化実現と、高収益の事業構造を2つの柱として策定したも

のであり、その基本方針は次の3点であります。

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の転換

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

なお平成21年の最終年度には、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

しております。

2.「事業構造改革」の進捗状況
ワシントンホテル事業では、次世代モデルのワンランクアップの高品位ホテルを、大都市圏を中心に新規出店しネットワークを構

築することで収益力強化を図る方針であり、昨年度オープンした札幌、銀座のワシントンホテルに続いて、東京都港区芝浦に新しく

「芝浦ワシントンホテル（仮称）」を開業することといたしました。事業構造改革の中では3つの新規ワシントンホテルをオープンす

る予定でありますが、芝浦はそのうちの1つであり、平成20年10月の開業を目指しております。一方で平成19年8月末には秋田ワ

シントンホテル、平成20年1月末には宇都宮ワシントンホテルの営業を終了することといたしました。両ホテルとも施設の経年劣化

による競争力低下等によって低採算を余儀なくされており、建物の賃貸契約の満了のタイミングに合わせ「選択と集中」の基本方針

のもと撤退するものであります。

また営業・運営の強化策の一環といたしまして、平成19年4月に札幌、浦和、キャナルシティ・福岡の3つのワシントンホテル部

門を、また 7月に下田海中水族館を会社分割により分社化し、それぞれ 100％子会社が運営を行う体制といたしました。いずれも地

域の独自性に柔軟かつスピードをもって対応し、地域での発展とそこでの独立採算を進め、利益の最大化を追求することをねらった

ものであります。

(4)会社の対処すべき課題
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、こ

のうち“資産・負債の圧縮”については目標どおりに達成いたしました。しかし、経常利益およびＲＯＡの達成度はまだ不十分であ

り、これらをどう高めていくかが最重要課題であります。そのためには、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、①利益の最大化を実現させるための足元固めと、②より収益性の高い事業構造の確立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。

これを具体化したのが平成19年からの３ヵ年中期経営計画の「事業構造改革」であり、当社グループではこの「事業構造改革」を

確実に実行することで企業価値の最大化を図ってまいります。

同時に企業リスクの全社的管理の観点からリスク管理委員会を通じ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し

ており、また平成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、専門チームを設置して取り組んで

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企業価値向上に努める所存です。
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４．中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

金額

（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 6,233 2,956 △3,276 2,700

受取手形及び売掛金 3,694 3,705 11 4,079

有価証券 － 1 1 －

たな卸資産 478 465 △12 593

繰延税金資産 820 931 111 1,019

その他 4,079 3,612 △467 3,720

貸倒引当金 △1,905 △1,941 △35 △1,966

流動資産合計 13,401 12.4 9,731 9.2 △3,669 10,147 9.8

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

建物及び構築物 44,642 42,870 △1,772 43,877

工具・器具・備品 2,287 2,837 549 2,811

その他 727 706 △21 710

土地 11,176 10,919 △256 10,968

コース勘定 3,106 3,107 0 3,107

建設仮勘定 2 73 71 9

有形固定資産合計 61,943 57.4 60,514 57.3 △1,429 61,484 59.1

２ 無形固定資産

ソフトウェア 203 153 △49 177

その他 155 151 △3 162

無形固定資産合計 358 0.3 305 0.3 △52 340 0.3

３ 投資その他の資産

投資有価証券 23,544 26,869 3,325 23,013

長期貸付金 332 243 △88 332

差入保証金 7,387 7,642 254 7,871

繰延税金資産 826 5 △820 704

その他 78 254 175 162

貸倒引当金 △0 △0 0 △0

投資その他の資産合計 32,168 29.8 35,015 33.2 2,846 32,083 30.8

固定資産合計 94,470 87.6 95,835 90.8 1,364 93,907 90.2

Ⅲ 繰延資産

開発費 1 － △1 0

繰延資産合計 1 0.0 － － △1 0 0.0

資産合計 107,873 100.0 105,566 100.0 △2,306 104,055 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

金額

（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 1,514 1,342 △171 1,843

短期借入金 16,755 11,687 △5,068 11,235

１年内に返済期限の

到来する長期借入金
7,725 7,913 188 8,059

未払法人税等 205 183 △21 307

未払消費税等 325 314 △10 295

賞与引当金 122 177 54 176

役員賞与引当金 － 23 23 78

その他 7,024 6,829 △195 6,903

流動負債合計 33,673 31.2 28,472 27.0 △5,201 28,899 27.8

Ⅱ 固定負債

長期借入金 20,731 19,016 △1,714 20,647

退職給付引当金 6,687 6,698 10 6,733

役員退職引当金 224 121 △102 271

会員預り保証金 16,995 16,518 △476 16,747

その他 1,541 3,085 1,544 1,537

固定負債合計 46,180 42.8 45,440 43.0 △740 45,937 44.1

負債合計 79,853 74.0 73,912 70.0 △5,941 74,836 71.9

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

資本金 12,081 11.2 12,081 11.4 － 12,081 11.6

資本剰余金 5,867 5.4 5,868 5.6 1 5,868 5.6

利益剰余金 5,387 5.0 6,659 6.3 1,271 6,522 6.3

自己株式 △2,293 △2.1 △2,326 △2.2 △32 △2,307 △2.2

株主資本合計 21,043 19.5 22,283 21.1 1,240 22,165 21.3

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価

差額金
6,675 6.2 9,059 8.6 2,383 6,740 6.5

評価・換算差額等合計 6,675 6.2 9,059 8.6 2,383 6,740 6.5

Ⅲ 少数株主持分 300 0.3 311 0.3 10 313 0.3

純資産合計 28,019 26.0 31,654 30.0 3,634 29,218 28.1

負債純資産合計 107,873 100.0 105,566 100.0 △2,306 104,055 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

区分
金額

（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

増減
（百万円）

金額

（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 33,639 100.0 34,635 100.0 996 70,786 100.0

Ⅱ 売上原価 30,618 91.0 31,560 91.1 941 63,326 89.5

売上総利益 3,020 9.0 3,075 8.9 54 7,460 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,576 4.7 1,442 4.2 △134 3,158 4.5

営業利益 1,444 4.3 1,633 4.7 189 4,301 6.1

Ⅳ 営業外収益

受取利息 0 0 1

受取配当金 241 334 260

その他 163 404 1.2 135 470 1.4 65 329 591 0.8

Ⅴ 営業外費用

支払利息 341 334 685

持分法による投資損失 296 48 227

その他 130 768 2.3 69 452 1.3 △316 289 1,202 1.7

経常利益 1,080 3.2 1,651 4.8 570 3,690 5.2

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 5,304 70 5,309

その他 － 5,304 15.7 9 80 0.2 △5,223 38 5,348 7.6

Ⅶ 特別損失

減損損失 280 104 690

固定資産除却損 373 32 466

貸倒引当金繰入額 15 － 31

本社・本部移転費用 122 16 122

建物解体・原状回復費用 － 51 －

その他 96 887 2.6 55 259 0.7 △628 337 1,648 2.3

税金等調整前中間(当期)

純利益
5,497 16.3 1,472 4.3 △4,024 7,390 10.4

法人税、住民税及び事業税 109 113 354

法人税等調整額 2,809 2,919 8.7 640 753 2.2 △2,165 3,310 3,665 5.2

少数株主利益 3 0.0 － － △3 15 0.0

少数株主損失 － － 0 0.0 0 － －

中間(当期)純利益 2,574 7.7 719 2.1 △1,855 3,709 5.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
12,081 11,560 △2,847 △2,282 18,512

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益 2,574 2,574

自己株式の取得 △11 △11

その他資本剰余金取崩額 △5,693 5,693 －

役員賞与支給額 △32 △32

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ △5,693 8,235 △11 2,530

平成18年６月30日残高

（百万円）
12,081 5,867 5,387 △2,293 21,043

評価・換算差額等

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

少数株主

持分

純資産

合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
9,029 9,029 305 27,846

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益 2,574

自己株式の取得 △11

役員賞与支給額 △32

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
△2,353 △2,353 △4 △2,357

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,353 △2,353 △4 172

平成18年６月30日残高

（百万円）
6,675 6,675 300 28,019
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当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
12,081 5,868 6,522 △2,307 22,165

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △582 △582

中間純利益 719 719

自己株式の取得 △18 △18

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ 0 136 △18 118

平成19年６月30日残高

（百万円）
12,081 5,868 6,659 △2,326 22,283

評価・換算差額等

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

少数株主

持分

純資産

合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
6,740 6,740 313 29,218

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △582

中間純利益 719

自己株式の取得 △18

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
2,318 2,318 △1 2,317

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
2,318 2,318 △1 2,435

平成19年６月30日残高

（百万円）
9,059 9,059 311 31,654
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前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
12,081 11,560 △2,847 △2,282 18,512

連結会計年度中の変動額

当期純利益 3,709 3,709

自己株式の取得 △26 △26

自己株式の処分 0 1 2

その他資本剰余金取崩額 △5,693 5,693 －

役員賞与支給額 △32 △32

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ △5,692 9,370 △25 3,652

平成18年12月31日残高

（百万円）
12,081 5,868 6,522 △2,307 22,165

評価・換算差額等

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

少数株主

持分

純資産

合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
9,029 9,029 305 27,846

連結会計年度中の変動額

当期純利益 3,709

自己株式の取得 △26

自己株式の処分 2

役員賞与支給額 △32

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）
△2,288 △2,288 8 △2,280

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△2,288 △2,288 8 1,371

平成18年12月31日残高

（百万円）
6,740 6,740 313 29,218
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

区分
金額

（百万円）

金額

（百万円）

増減

（百万円）

金額

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益 5,497 1,472 △4,024 7,390

減価償却費 1,567 1,615 48 3,190

減損損失 280 104 △176 690

貸倒引当金の増減額 3 △25 △29 64

受取利息及び受取配当金 △241 △334 △92 △262

支払利息 341 334 △7 685

為替差益 △1 △1 0 △2

持分法による投資損失 296 48 △248 227

有形固定資産売却益 △5,304 △70 5,233 △5,309

有形固定資産売却損 － 4 4 6

有形固定資産除却損 416 69 △346 576

投資有価証券売却益 － － － △35

投資有価証券売却損 － － － 3

関係会社株式評価損 － － － 19

売上債権の減少額 418 373 △44 33

たな卸資産の減少額 2,414 127 △2,286 2,299

仕入債務の減少額 △374 △500 △126 △45

役員賞与の支払額 △35 － 35 △35

退職給付引当金の増減額 43 △35 △78 89

負ののれんの償却額 － △2 △2 △5

連結調整勘定償却額 △2 － 2 －

本社移転費用 122 － △122 122

役員退職引当金の増減額 △31 △149 △118 15

未払消費税等の増加額 168 19 △149 138

賞与引当金の増減額 △12 0 13 41

役員賞与引当金の増減額 － △54 △54 78

その他の収入・支出 △2,469 72 2,542 △2,842

小計 3,097 3,067 △29 7,134

利息及び配当金の受取額 241 333 92 262

利息の支払額 △337 △330 7 △684

法人税等の支払額 △227 △316 △88 △443

本社移転費用支払額 △101 － 101 △122

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,672 2,754 82 6,145
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得によ

る支出
△1,561 △947 614 △3,382

有形及び無形固定資産の売却によ

る収入
6,825 115 △6,709 6,844

投資有価証券の売却による収入 1 － △1 110

貸付金の回収による収入 0 0 0 557

差入保証金の差入による支出 △86 △2 84 △756

差入保証金の返還による収入 1,160 265 △894 1,336

その他の投資活動による支出 △2 △6 △3 △98

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,336 △574 △6,911 4,610

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 △1,130 439 1,569 △6,650

長期借入れによる収入 20 2,000 1,980 4,220

長期借入金の返済による支出 △4,325 △3,764 561 △8,275

自己株式の売却による収入 － 0 0 2

自己株式の取得による支出 △11 △18 △7 △26

配当金の支払額 △1 △580 △578 △1

少数株主への配当金の支払額 △0 △1 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,449 △1,924 3,524 △10,732

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1 1 △0 2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 3,560 256 △3,304 27

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,673 2,700 27 2,673

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 6,233 2,956 △3,276 2,700
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中間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、㈱Plus Thank、藤田観光マネジメントサービス㈱、㈱ビジュアライフ

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、中間純損益（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、中間純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体として中間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㈱

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（ワシントンコンドミニアム㈱）は、中間純損益

（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中間純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体として中間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

連結子会社の中間決算日は、中間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）…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。

（３）繰延資産の処理方法

支出時に全額費用処理を行っております。



藤田観光㈱（9722）平成 19 年 12月期 中間決算短信

- 21 -

（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、支給見込額に基づき計上しております。

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中間連結会計期間の負

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、当中間連

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…連結子会社の一部は、役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額

を計上しております。

なお、当社は平成19年3月開催の定時株主総会において、取締役および監査役の退職慰労金制度の廃

止ならびに退職慰労金の打ち切り支給が決議されたことに伴い、打ち切り支給額の未払い分を固定負債

の「その他」に計上しております。

（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．のれんおよび負ののれんの償却に関する事項

のれんおよび負ののれんは５年間均等償却により処理しております。

７．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・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。



藤田観光㈱（9722）平成 19 年 12月期 中間決算短信

- 22 -

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

１．有形固定資産の減価償却累計額は次の

とおりであります。

建物及び構築物 46,225百万円

工具･器具･備品 9,474 〃

その他の有形固定資産 3,857 〃

１．有形固定資産の減価償却累計額は次の

とおりであります。

建物及び構築物 48,424百万円

工具･器具･備品 9,970 〃

その他の有形固定資産 3,723 〃

１．有形固定資産の減価償却累計額は次の

とおりであります。

建物及び構築物 47,489百万円

工具･器具･備品 10,080 〃

その他の有形固定資産 3,856 〃

２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。

２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。

２．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）及び短期借入金

35,943百万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 37,489百万円

(2)投資有価証券 7,471 〃

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）及び短期借入金

30,823百万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 34,498百万円

(2)投資有価証券 9,708 〃

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）及び短期借入金

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 〃

３．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。

ﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者 83 百万円

合計 83 〃

３．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。

ﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者 49 百万円

合計 49 〃

３．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。

ﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者 70 百万円

合計 70 〃

４．不動産商品について、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． 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、

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。

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行と当座貸越契約及び

貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。

当中間連結会計期間末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントライン契約

に係る借入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 18,995百万円

借入実行残高 12,555百万円

差引額 6,440百万円

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行と当座貸越契約及び

貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。

当中間連結会計期間末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントライン契約

に係る借入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 18,245百万円

借入実行残高 9,735百万円

差引額 8,510百万円

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行と当座貸越契約及び

貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。

当連結会計年度末における当座貸越契約

及び貸出コミットメントライン契約に係

る借入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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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

１．特別利益

固定資産売却益は、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す。

１．特別利益 １．特別利益

固定資産売却益は、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す。

２．特別損失

減損損失を認識した資産ｸﾞﾙｰﾌﾟの概要

注記事項（中間連結貸借対照表関係）４．

に記載のとおり、不動産商品を有形固定資

産に振替えを行っております。それにより

、減損損失を以下のとおり計上しておりま

す。

（単位：百万円）

減損損失

用途 場所 種類 金額

建物 64

土地 216

遊
休
不
動
産

三
重
県
鳥
羽
市
他合計 280

２．特別損失

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

建物及び構

築物
88

工具･器具･

備品
5

その他 0

固定資産計 95

ﾘｰｽ資産 8

営
業
施
設

栃
木
県
宇
都
宮
市
他

合計 104

２．特別損失

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

（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。

（資産のグルーピングの方法）

同左

（資産のグルーピングの方法）

同左

（減損損失の認識に至った経緯）

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。

（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

回収は見込めない資産、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。

（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

回収は見込めない資産、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。
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前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

（回収可能価額の算定方法）

回収可能価額は、正味売却価額により測定

しており、価格指標は相続税財産評価基準

に拠る評価額等を基に合理的に調整し、評

価しております。

（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％で割り引いて算出しております。

（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％で割り引いて算出しております。

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。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）

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

前連結会計年度末

株式数

(株)

当中間連結会計期間

増加株式数

(株)

当中間連結会計期間

減少株式数

(株)

当中間連結会計期間末

株式数

(株)

発行済株式

普通株式 122,074,243 － － 122,074,243

合計 122,074,243 － － 122,074,243

自己株式

普通株式 5,641,062 13,397 － 5,654,459

合計 5,641,062 13,397 － 5,654,459

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求に基づく買取による増加 13,217 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 180 株であります。

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。

配当に関する事項

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日）

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

前連結会計年度末

株式数

(株)

当中間連結会計期間

増加株式数

(株)

当中間連結会計期間

減少株式数

(株)

当中間結会計期間末

株式数

(株)

発行済株式

普通株式 122,074,243 － － 122,074,243

合計 122,074,243 － － 122,074,243

自己株式

普通株式 5,670,357 19,678 1,003 5,689,032

合計 5,670,357 19,678 1,003 5,689,032

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求に基づく買取による増加 19,678 株であります。また、減少は、単元

未満株式の売渡請求に基づく売却による減少 1,003 株であります。

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。
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配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年3月29日

定時株主総会
普通株式 582百万円 5円00銭 平成18年12月31日 平成19年3月30日

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）

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

前連結会計年度末

株式数

(株)

当連結会計年度

増加株式数

(株)

当連結会計年度

減少株式数

(株)

当連結会計年度末

株式数

(株)

発行済株式

普通株式 122,074,243 － － 122,074,243

合計 122,074,243 － － 122,074,243

自己株式

普通株式 5,641,062 31,714 2,419 5,670,357

合計 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請求に基づく買取による増加 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、単元未満株式の売渡請求に基づく売却による減少 2,419

株であります。

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。

配当に関する事項

該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

１．現金及び現金同等物の中間連結会計期

間末残高と中間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６月30日現在）

１．現金及び現金同等物の中間連結会計期

間末残高と中間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19年６月30日現在）

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

（平成18年12月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 6,233

現金及び現金同等物 6,233

（百万円）

現金及び預金勘定 2,956

現金及び現金同等物 2,956

（百万円）

現金及び預金勘定 2,700

現金及び現金同等物 2,700

２．重要な非資金取引の内容

当中間連結会計期間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

２． 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
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

１．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中間期末残

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中間期末残

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

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高

相当額

(百万円)

車両運搬具 21 11 1 7

工具・器具・備品 3,525 2,551 287 686

その他 115 36 9 68

合計 3,661 2,600 298 762

(注）取得価額相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間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出してお

ります。

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高

相当額

(百万円)

車両運搬具 79 43 1 33

工具・器具・備品 2,491 1,351 158 981

その他 89 26 3 59

合計 2,659 1,421 163 1,074

（注）同左

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(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

(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出しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

1年内 315百万円

1年超 446百万円

合計 762百万円

リース資産減損勘定中間

期末残高

95百万円

(注）未経過リース料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間

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 393百万円

1年超 680百万円

合計 1,074百万円

リース資産減損勘定中間

期末残高

71百万円

（注）同左

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の期

末残高

99百万円

(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。

(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

(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 294百万円

リース資産減損勘定の

取崩額

62百万円

減価償却費相当額 231百万円

減損損失 －百万円

支払リース料 354百万円

リース資産減損勘定の取

崩額

23百万円

減価償却費相当額 331百万円

減損損失 5百万円

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

(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。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

1年内 4,916百万円

1年超 43,442百万円

合計 48,358百万円

1年内 5,075百万円

1年超 47,701百万円

合計 52,777百万円

1年内 5,248百万円

1年超 50,285百万円

合計 55,534百万円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日）

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間連結貸借対照表

計上額（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

国債 51 49 △1

合計 51 49 △1

２ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価

（百万円）

中間連結貸借対照表

計上額(百万円)

差額

(百万円)

株式 10,297 21,452 11,154

合計 10,297 21,452 11,154

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1)子会社株式及び関連会社株式 126

(2)その他有価証券

非上場株式 1,426

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間連結貸借対照表

計上額(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

国債 61 60 △1

合計 61 60 △1

２ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価

（百万円）

中間連結貸借対照表

計上額(百万円)

差額

(百万円)

株式 10,297 24,877 14,579

合計 10,297 24,877 14,579

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1)子会社株式及び関連会社株式 100

(2)その他有価証券

非上場株式 1,357
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前連結会計年度末（平成18年12月31日）

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

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)

国債 61 60 △0

合計 61 60 △0

２ その他有価証券で時価のあるもの

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)

株式 10,297 20,979 10,681

合計 10,297 20,979 10,681

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額(百万円)

(1)子会社株式及び関連会社株式 98

(2)その他有価証券

非上場株式 1,357

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（平成18年6月30日現在）

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。

当中間連結会計期間（平成19年6月30日現在）

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（平成18年12月31日現在）

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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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）

ブライダ

ル＆バン

ケット事

業

（百万円）

ワシント

ンホテル

事業

（百万円）

レジャー

事業

（百万円）

ラグジュ

アリーホ

テル事業

（百万円）

ホスピタ

リティ周

辺事業

（百万円）

リージョ

ナルホテ

ル事業

（百万円）

その他事

業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対す

る売上高
6,491 13,590 3,047 3,773 3,867 2,720 149 33,639 － 33,639

(2)セグメント間の

内部売上高又

は振替高

8 5 8 2 1,808 7 99 1,939 (1,939) －

計 6,499 13,595 3,055 3,775 5,676 2,727 248 35,578 (1,939) 33,639

営業費用 5,772 13,145 3,108 3,558 5,660 2,678 214 34,139 (1,944) 32,195

営業利益 726 450 △53 216 16 48 33 1,438 5 1,444

（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)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

㈱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。

(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。

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日）

ブライダ

ル＆バン

ケット事

業

（百万円）

ワシント

ンホテル

事業

（百万円）

レジャー

事業

（百万円）

ラグジュ

アリーホ

テル事業

（百万円）

ホスピタ

リティ周

辺事業

（百万円）

リージョ

ナルホテ

ル事業

（百万円）

その他事

業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対す

る売上高
6,853 14,295 3,084 3,717 3,822 2,724 137 34,635 － 34,635

(2)セグメント間の

内部売上高又

は振替高

10 133 8 2 1,804 7 138 2,104 (2,104) －

計 6,864 14,428 3,092 3,719 5,626 2,732 276 36,740 (2,104) 34,635

営業費用 6,354 13,689 3,049 3,603 5,551 2,623 262 35,134 (2,132) 33,002

営業利益 509 739 43 115 75 108 13 1,605 27 1,633
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（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)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 … 当社が経営する秋葉原、新宿、横浜伊勢佐木町、横浜桜木町、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、札幌、キャナルシティ・福岡、浦和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、子会社に藤田観光マネジメントサービス㈱があ

ります。

３．配賦不能営業費用はありません。

前連結会計年度（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

（百万円）

ワシント

ンホテル

事業

（百万円）

レジャー

事業

（百万円）

ラグジュ

アリーホ

テル事業

（百万円）

ホスピタ

リティ周

辺事業

（百万円）

リージョ

ナルホテ

ル事業

（百万円）

その他事

業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

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

（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)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
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㈱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。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30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。

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30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（自 平成18年１月１日 至 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。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30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（自 平成18年１月１日 至 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。
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（企業結合等関係）

当中間連結会計期間（自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日）

（共通支配下の取引等）

1．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

藤田観光㈱

札幌ワシントンホテル事業部門、キャナルシティ・福岡ワシントンホテル事業部門、浦和ワシントンホテル事業部門

(2)企業結合の法的形式

藤田観光㈱を分割会社とし、既存の札幌ワシントンホテル株式会社、キャナルシティ・福岡ワシントンホテル株式会社、

および浦和ワシントンホテル株式会社を承継会社とする分社型分割です。

(3)結合後企業の名称

札幌ワシントンホテル㈱、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㈱

(4)取引の目的を含む取引の概要

ワシントンホテル事業の組織構造を簡素化し、独立採算制をより明確にして、利益の最大化を目指す観点から、札幌、福

岡および浦和のワシントンホテル事業部門を藤田観光㈱より会社分割いたしました。

2．実施した会計処理の概要

上記取引は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）および「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下

の取引として会計処理を行っております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 238円09銭

１株当たり中間純利益 22円11銭

１株当たり純資産額 269円31銭

１株当たり中間純利益 6円18銭

１株当たり純資産額 248円32銭

１株当たり当期純利益 31円86銭

潜在株式調整後1株当たり中間純利益につ

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。

（追加情報）

当中間連結会計期間から、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）及び「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。

同左 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。

（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）及び「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。

(注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 28,019 31,654 29,218

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）

300 311 313

（うち少数株主持分）（百万円） （ 300） （ 311） （ 313）

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）

27,718 31,343 28,905

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（千株）

116,419 116,385 116,403

(注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益（百万円） 2,574 719 3,709

普通株式に係る中間(当期)純利益

（百万円）

2,574 719 3,709

普通株式の期中平均株式数（千株） 116,423 116,452 116,417
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）
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５．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

該当事項はありません。

(2) 受注状況

該当事項はありません。

(3) 販売実績

当社グループは、婚礼・宴会事業、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運輸およびサービス

等の事業活動を展開しています。

事業の種類別セグメントごとの販売実績は次のとおりであります。

前中間連結会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）
事業の種類別

セグメント

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

ブライダル＆バンケット事業 6,499 19.3 6,864 19.8 12,924 18.3

ワシントンホテル事業 13,595 40.4 14,428 41.7 28,704 40.6

レジャー事業 3,055 9.1 3,092 8.9 7,053 10.0

ラグジュアリーホテル事業 3,775 11.2 3,719 10.7 7,859 11.1

ホスピタリティ周辺事業 5,676 16.9 5,626 16.2 11,849 16.7

リージョナルホテル事業 2,727 8.1 2,732 7.9 5,886 8.3

その他事業 248 0.7 276 0.8 549 0.8

セグメント間の相殺消去 △1,939 △5.7 △2,104 △6.0 △4,041 △5.8

合計 33,639 100.0 34,635 100.0 70,786 100.0

（注）１ セグメント間の取引を含んでおります。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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18年６月30日）

当中間会計期間末

（平成19年６月30日）

対前中間

期比

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

金額

（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 4,956 1,638 △3,318 1,380

売掛金 2,645 2,473 △172 2,929

有価証券 － 1 1 －

たな卸資産 334 332 △1 401

繰延税金資産 1,823 1,982 159 1,992

短期貸付金 6,246 7,405 1,159 5,798

その他 1,894 1,986 91 2,035

貸倒引当金 △4,473 △4,849 △376 △4,662

流動資産合計 13,427 13.0 10,970 10.8 △2,457 9,874 10.0

Ⅱ 固定資産

有形固定資産

建物 30,013 29,084 △928 29,566

建物付属設備 8,001 7,384 △616 7,851

土地 9,971 9,722 △249 9,770

建設仮勘定 2 71 69 3

その他 8,683 8,815 132 9,232

有形固定資産合計 56,671 54.7 55,079 54.3 △1,592 56,425 57.0

無形固定資産

ソフトウェア 196 144 △51 166

その他 119 117 △1 126

無形固定資産合計 315 0.3 261 0.3 △53 293 0.3

投資その他の資産

投資有価証券 25,964 29,702 3,737 25,421

繰延税金資産 1,366 － △1,366 610

差入保証金 5,311 4,801 △510 5,810

その他 423 559 136 562

貸倒引当金 △0 △0 0 △0

投資その他の資産合計 33,066 32.0 35,063 34.6 1,996 32,404 32.7

固定資産合計 90,054 87.0 90,404 89.2 350 89,123 90.0

資産合計 103,481 100.0 101,374 100.0 △2,107 98,998 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）

当中間会計期間末

（平成19年６月30日）

対前中間

期比

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

金額

（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

買掛金 1,072 919 △153 1,268

短期借入金 18,642 13,801 △4,840 13,663

１年以内に返済期限の到

来する長期借入金
7,484 7,755 271 7,853

未払法人税等 106 85 △20 130

未払消費税等 142 173 30 154

賞与引当金 72 122 50 124

役員賞与引当金 － － － 37

その他 5,584 5,282 △301 5,376

流動負債合計 33,103 32.0 28,141 27.8 △4,962 28,609 28.9

Ⅱ 固定負債

長期借入金 19,745 18,189 △1,555 19,734

預り賃貸保証金 893 1,214 320 866

退職給付引当金 5,740 5,777 37 5,777

役員退職引当金 142 31 △110 168

繰延税金負債 － 1,439 1,439 －

会員預り保証金 15,253 14,827 △426 15,027

その他 142 246 104 165

固定負債合計 41,917 40.5 41,726 41.1 △191 41,740 42.2

負債合計 75,021 72.5 69,867 68.9 △5,154 70,350 71.1

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

資本金 12,081 11.7 12,081 11.9 － 12,081 12.2

資本剰余金

資本準備金 3,020 3,020 － 3,020

その他資本剰余金 2,856 2,857 1 2,857

資本剰余金合計 5,877 5.7 5,878 5.8 1 5,877 5.9

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 1,119 1,074 △45 1,089

別途積立金 2,500 2,500 － 2,500

繰越利益剰余金 2,525 3,233 707 2,651

利益剰余金合計 6,145 5.9 6,807 6.7 662 6,240 6.3

自己株式 △2,262 △2.2 △2,295 △2.2 △32 △2,276 △2.3

株主資本合計 21,841 21.1 22,472 22.2 631 21,923 22.1

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,618 6.4 9,034 8.9 2,416 6,724 6.8

評価・換算差額等合計 6,618 6.4 9,034 8.9 2,416 6,724 6.8

純資産合計 28,460 27.5 31,507 31.1 3,047 28,647 28.9

負債純資産合計 103,481 100.0 101,374 100.0 △2,107 98,998 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

対前中間

期比

前事業年度の

要約損益計算書

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

区分
金額

（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

増減

（百万円）

金額

（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 24,231 100.0 24,584 100.0 352 50,952 100.0

Ⅱ 売上原価 21,332 88.0 21,523 87.5 190 44,308 87.0

売上総利益 2,898 12.0 3,060 12.5 161 6,644 13.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,400 5.8 1,240 5.0 △ 159 2,766 5.4

営業利益 1,498 6.2 1,819 7.5 321 3,878 7.6

Ⅳ 営業外収益

受取利息 9 6 13

受取配当金 417 450 436

その他 191 617 2.6 140 598 2.4 △ 19 395 845 1.7

Ⅴ 営業外費用

支払利息 334 330 670

その他 115 449 1.9 59 390 1.6 △ 59 252 923 1.8

経常利益 1,666 6.9 2,028 8.3 362 3,800 7.5

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 4,644 70 4,649

貸倒引当金戻入益 515 － 513

その他 － 5,159 21.3 － 70 0.2 △5,089 42 5,205 10.2

Ⅶ 特別損失

固定資産除却損 373 32 466

減損損失 280 － 555

貸倒引当金繰入額 136 212 303

関係会社株式評価損 － 134 184

本社移転費用 130 16 130

その他 63 983 4.1 55 450 1.8 △ 533 242 1,883 3.7

税金等調整前中間(当期)

純利益
5,842 24.1 1,648 6.7 △4,193 7,121 14.0

法人税、住民税及び事業税 18 25 37

法人税等調整額 3,298 3,316 13.7 473 499 2.0 △2,817 4,463 4,500 8.8

中間(当期)純利益 2,525 10.4 1,149 4.7 △1,376 2,621 5.1
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(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)

株主資本

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

資本

剰余金

合計

固定資産

圧縮

積立金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

利益

剰余金

合計

自己株式
株主資本

合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
12,081 3,020 8,549 11,570 1,149 2,500 △5,723 △2,073 △2,251 19,327

中間会計期間中の変動額

中間純利益 2,525 2,525 2,525

自己株式の取得 △11 △11

固定資産圧縮積立金の取崩 △30 30 －

その他資本剰余金の取崩 △5,693 △5,693 5,693 5,693 －

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － △5,693 △5,693 △30 － 8,249 8,219 △11 2,514

平成18年６月30日残高

（百万円）
12,081 3,020 2,856 5,877 1,119 2,500 2,525 6,145 △2,262 21,841

評価・換算差額等

その他有価証券

評価差額金

評価･換算差額等

合計

純資産合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
8,955 8,955 28,282

中間会計期間中の変動額

中間純利益 2,525

自己株式の取得 △11

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

△2,336 △2,336 △2,336

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,336 △2,336 177

平成18年６月30日残高

（百万円）
6,618 6,618 28,460
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当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日)

株主資本

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

資本

剰余金

合計

固定資産

圧縮

積立金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

利益

剰余金

合計

自己株式
株主資本

合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
12,081 3,020 2,857 5,877 1,089 2,500 2,651 6,240 △2,276 21,923

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △582 △582 △582

中間純利益 1,149 1,149 1,149

自己株式の取得 △18 △18

自己株式の処分 0 0 0 0

固定資産圧縮積立金の取崩 △15 15 －

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 △15 － 582 567 △18 549

平成19年６月30日残高

（百万円）
12,081 3,020 2,857 5,878 1,074 2,500 3,233 6,807 △2,295 22,472

評価・換算差額等

その他有価証券

評価差額金

評価･換算差額等

合計

純資産合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
6,724 6,724 28,647

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △582

中間純利益 1,149

自己株式の取得 △18

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額

（純額）

2,310 2,310 2,310

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
2,310 2,310 2,859

平成19年６月30日残高

（百万円）
9,034 9,034 31,507
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前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日)

株主資本

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

資本

剰余金

合計

固定資産

圧縮

積立金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

利益

剰余金

合計

自己株式
株主資本

合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
12,081 3,020 8,549 11,570 1,149 2,500 △5,723 △2,073 △2,251 19,327

事業年度中の変動額

当期純利益 2,621 2,621 2,621

自己株式の取得 △26 △26

自己株式の処分 0 0 1 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 5,693 5,693 －

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － △5,692 △5,692 △60 － 8,374 8,314 △25 2,596

平成18年12月31日残高

（百万円）
12,081 3,020 2,857 5,877 1,089 2,500 2,651 6,240 △2,276 21,923

評価・換算差額等

その他有価証券

評価差額金

評価･換算差額

等合計

純資産合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
8,955 8,955 28,282

事業年度中の変動額

当期純利益 2,621

自己株式の取得 △26

自己株式の処分 2

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△2,231 △2,231 △2,231

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△2,231 △2,231 365

平成18年12月31日残高

（百万円）
6,724 6,724 28,647
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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

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） …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. 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、支給見込額に基づき計上しており

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

のうち当中間会計期間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。

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 …役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額

を計上しております。なお、平成19年3月開催の定時株主総会におい

て、取締役および監査役の退職慰労金制度の廃止ならびに退職慰労金

の打ち切り支給が決議されたことに伴い、打ち切り支給額の未払い分

を固定負債の「その他」に計上しております。
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６. 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。

７. 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。

８. 消費税等の会計処理方法 ･･･税抜方式によっております。
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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18年６月30日）

当中間会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度末

（平成18年12月31日）

１.有形固定資産の減価

償却累計額

53,670百万円 １.有形固定資産の減価

償却累計額

55,204百万円 １.有形固定資産の減価

償却累計額

54,871百万円

２.担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。

２.担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。

２.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35,796百万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 36,936百万円

（2）関係会社株式 7,471 〃

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30,748百万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 33,964百万円

（2）関係会社株式 9,708 〃

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 〃

３.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。

藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 1,020百万円

関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱ 60百万円

島原温泉観光㈱ 3百万円

ﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者 83百万円

合計 1,166百万円

３.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。

藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 910百万円

ﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者 49百万円

合計 959百万円

３．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。

藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 970百万円

関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱ 30百万円

島原温泉観光㈱ 1百万円

ﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者 70百万円

合計 1,072百万円

４．不動産商品について、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． 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。

当中間会計期間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

係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度及び

貸出コミットメント

ラインの総額 18,995百万円

借入実行残高 12,555百万円

差引額 6,440百万円

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。

当中間会計期間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

係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度及び

貸出コミットメント

ラインの総額 18,245百万円

借入実行残高 9,735百万円

差引額 8,510百万円

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

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度及び

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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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

１．特別利益

固定資産売却益は、ホテルフジタ京都の土

地、建物等の売却によるものです。

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

の土地、建物等の売却によるものでありま

す。

２．特別損失

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．特別損失 ２．特別損失

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。

減損損失を認識した資産ｸﾞﾙｰﾌﾟの概要

注記事項（中間貸借対照表関係）４．に記

載のとおり、不動産商品を有形固定資産に

振替えを行っております。それにより、減

損損失を以下のとおり計上しております。

（単位：百万円）

減損損失

用途 場所 種類 金額

建物 64

土地 216

遊
休
不
動
産

三
重
県
鳥
羽
市
他合計 280

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

（資産の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･ﾌﾛｰを生み出す少々の

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。

（資産の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･ﾌﾛｰを生み出す少々の

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。

（減損損失の認識に至った経緯）

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。

（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

回収は見込めない資産、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。
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前中間会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

（回収可能価額の算定方法）

回収可能価額は、正味売却価額により測定

しており、価格指標は相続税財産評価基準

に拠る評価額等を基に合理的に調整し、評

価しております。

（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％で割り引いて算出しております。

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。

３．減価償却実施額

1,433百万円

３．減価償却実施額

1,488百万円

３．減価償却実施額

2,931百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６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

（株）

当中間会計期間

増加株式数

（株）

当中間会計期間

減少株式数

（株）

当中間会計期間末

株式数

（株）

自己株式

普通株式 5,582,548 13,217 － 5,595,765

計 5,582,548 13,217 － 5,595,765

（注）普通株式の自己株式の増減は、単元未満株式の買取請求に基づく買取による増加 13,217 株であります。

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６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

（株）

当中間会計期間

増加株式数

（株）

当中間会計期間

減少株式数

（株）

当中間会計期間末

株式数

（株）

自己株式

普通株式 5,611,660 19,678 1,003 5,630,335

計 5,611,660 19,678 1,003 5,630,335

（注）普通株式の自己株式の増減は、単元未満株式の買取請求に基づく買取による増加 19,678 株、単元未満株式の売渡請求に基づ

く売却による減少 1,003 株であります。

前事業年度（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

前事業年度末

株式数

（株）

当事業年度

増加株式数

（株）

当事業年度

減少株式数

（株）

当事業年度末

株式数

（株）

自己株式

普通株式 5,582,548 31,531 2,419 5,611,660

計 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請求に基づく買取による増加 31,531 株、単元未満株式の売渡請求に基づ

く売却による減少 2,419 株であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18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（借

主側）

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（借

主側）

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（借

主側）

(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中間期末残

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中間期末残

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

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高

相当額

(百万円)

車両運搬具 6 3 － 3

工具・器具・備品 2,383 1,856 34 492

その他 63 2 － 60

合計 2,453 1,862 34 556

(注）取得価額相当額は未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間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。

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高

相当額

(百万円)

車両運搬具 38 20 － 17

工具・器具・備品 1,802 1,022 － 779

その他 63 9 － 53

合計 1,904 1,053 － 850

(注）同左

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(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

(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) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

1年内 243百万円

1年超 312百万円

合計 556百万円

リース資産減損勘定中間

期末残高

15百万円

1年内 315百万円

1年超 534百万円

合計 850百万円

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の残

高

27百万円

(注）未経過リース料中間期末残高相当額は未経過

リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末

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。

(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

(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

(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。

(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 198百万円

リース資産減損勘定の

取崩額

6百万円

減価償却費相当額 191百万円

支払リース料 281百万円

リース資産減損勘定の

取崩額

3百万円

減価償却費相当額 285百万円

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

(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。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

1年内 2,948百万円

1年超 33,288百万円

合計 36,237百万円

1年内 2,760百万円

1年超 32,550百万円

合計 35,311百万円

1年内 3,539百万円

1年超 40,847百万円

合計 44,386百万円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末(平成18年６月30日)

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

関連会社株式 522 895 372

合計 522 895 372

当中間会計期間末(平成19年６月30日)

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

関連会社株式 522 1,080 557

合計 522 1,080 557

前事業年度末(平成18年12月31日)

１ 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 522 873 350

合計 522 873 350
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 244円34銭

１株当たり当期純利益 21円69銭

１株当たり純資産額 270円58銭

１株当たり当期純利益 9円87銭

１株当たり純資産額 245円98銭

１株当たり当期純利益 22円50銭

(注)１．１株当たり純資産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18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 28,460 31,507 28,647

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
28,460 31,507 28,647

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（千株）
116,478 116,443 116,462

(注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 2,525 1,149 2,621

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る当期純利益

（百万円）
2,525 1,149 2,621

普通株式の期中平均株式数（千株） 116,482 116,452 116,475

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

－ － －

（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）


