
平成19年12月期 決算短信

平成20年2月13日

（百万円未満切捨て）

１．19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）
(1) 連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年12月期 71,171 0.5 5,245 21.9 5,018 36.0 2,280 △38.5
18年12月期 70,786 2.8 4,301 39.3 3,690 41.7 3,709 －

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
営 業 利 益 率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％
19年12月期 19 60 － 8.1 5.0 7.4
18年12月期 31 86 － 13.1 3.4 6.1

（参考） 持分法投資損益 19年12月期 △43百万円 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12月期 98,620 27,993 28.1 237 71
18年12月期 104,055 29,218 27.8 248 32

（参考） 自己資本 19年12月期 27,664百万円 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12月期 7,112 △1,802 △4,510 3,502
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
配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年12月期 － 5 00 5 00 582 15.7 2.1
19年12月期 － 5 00 5 00 582 25.5 2.1
20年12月期
（予想）

5.0 5.0 25.3

３．20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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
中 間 期 33,600 △3.0 1,850 13.3 1,900 15.1 700 △2.7 6 01
通 期 69,500 △2.3 5,650 7.7 5,500 9.6 2,300 0.8 19 76
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４．その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 有

除外 2社 （東京ﾍﾞｲ有明ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱、㈱新潟ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ）
(注)詳細は、9ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 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（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 有
② ①以外の変更 無
(注)詳細は、21ページ「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」をご覧ください。

(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12月期 122,074,243株 18年12月期 122,074,243株
②期末自己株式数 19年12月期 5,694,281株 18年12月期 5,670,357株
(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37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12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）
(1) 個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年12月期 49,587 △2.7 4,865 25.4 4,830 27.1 1,859 △29.1
18年12月期 50,952 4.8 3,878 42.0 3,800 51.0 2,621 －

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

円 銭 円 銭
19年12月期 15 97 －
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12月期 93,566 26,979 28.8 231 70
18年12月期 98,998 28,647 28.9 245 98

（参考） 自己資本 19年12月期 26,979百万円 18年12月期 28,647百万円

２．20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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
中 間 期 23,500 △4.4 1,800 △1.1 2,050 1.1 800 △30.4 6 87
通 期 48,400 △2.4 4,800 △1.3 4,800 △0.6 1,800 △3.2 15 46

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想には、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、

為替の変動等に関するリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想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、6ページ「１、経営成績（１）経営に関する分析」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

（当連結会計年度の経営成績）

当連結会計年度におけるわが国経済は、年前半においては好調な企業業績に牽引される形で緩やかながらも景気拡大が続きました

が、原油の高騰に加え、夏以降は米国におけるサブプライムローン問題の顕現化から証券化商品が大幅に値崩れし、大手の投資家や金

融機関において大量の損失が発生、株式市場も全世界で低落する等、米国を震源地として景気の先行きが極めて不透明になってきてお

ります。

かかる環境下、当社グループの業績は幸いこうした世界経済の後退にはあまり影響されない形で当連結会計年度を終了しましたが、平

成２０年度においては法人需要の低下や材料費等費用の増加、また個人消費の低迷等、影響が本格化してくるものと思われ、これまで以

上に商品やサービスの質を向上させて利益に結び付けていく経営が求められていると認識しております。

3 ヵ年の中期経営計画「事業構造改革」の初年度である当連結会計年度において、当社グループでは「選択と集中」を始めとする基本

方針に基づき、改革を進めてまいりました。

事業ポートフォリオ強化の観点から、ワシントンホテル事業では競争力の落ちてきた地方都市のホテルの営業終了を進める一方、ブラ

イダル＆バンケット事業では椿山荘において全宴会場から庭園が望めるように改装する等、競争力強化に向けた投資を積極的に行いま

した。

運営面では、都市部（特に首都圏）における法人需要の堅調を受けて、首都圏のワシントンホテルの業績が一層改善し、目白地区（椿

山荘とフォーシーズンズホテル椿山荘 東京）での宴会部門も好調に推移しました。また、前期に開業した銀座、札幌のワシントンホテルも

堅調に通年稼動し、収益に貢献いたしました。

並行して、ワシントンホテル事業を中心に、低採算・不採算のレストランの閉鎖や採算改善施策を進めており、収益体質も強化されてき

ております。

一方、ブライダル＆バンケット事業、ラグジュアリーホテル事業における既存の婚礼施設では前期を下回る結果となりましたが、平成 20

年度は当連結会計年度に実施した投資の効果による回復を見込んでおります。

こうした様々な取り組みの結果、当連結会計年度の業績は、「事業構造改革」での当年度目標数値に対しましては、売上高および経常

利益は若干未達となったものの、前期比較では2期連続の増収増益となりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績の概要は以下のとおりであります。

（金額単位：百万円）

当連結会計年度 前期比 増減率

売上高 71,171 385 0.5％

営業利益 5,245 944 21.9％

経常利益 5,018 1,327 36.0％

当期純利益 2,280 △1,428 △38.5％

ＲＯＡ（経常利益/期末総資産） 5.1％ 1.6％ －

期末借入金残高 36,040 △3,901 △9.8％

※ROA の算出にあたり、総資産は期末残高で計算しているため、1 ﾍﾟー ｼﾞ「連結財政状態」の総資産経常利益率とは数値が異なって

おります。

なお、事業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（コンヴィヴィオン、コプラー

レン））

(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 5,951 652 12.3% 204 8 4.2% 29,051 2,101 7.8%

（件数） (3,308) (△26) (△0.8%)
宴会部門 3,422 143 4.4% 404 4 1.2% 8,461 257 3.1%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 2,369 △ 121 △4.9% 500 △ 61 △11.0% 4,736 305 6.9%
その他(消去含む） 1,878 23 1.3% - - - - - -

合計 13,621 697 5.4% 1,109 △ 48 △4.2% 12,275 1,120 10.0%

* 利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています
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婚礼部門の増収は、株式会社Plus Thankにおけるゲストハウス型婚礼の増加（前期比45件増、147百万円増収）、および一部のワシン

トンホテルから婚礼業務を移管し、「コプラーレン」ブランドとして営業を開始したことによる増加（317 件、535 百万円増収）による影響が大

きかった反面、既存施設での婚礼は、とりわけ太閤園において減少が厳しく、椿山荘との合計で前期比388件減少し、売上についても同じ

く30百万円の減収となりました。

宴会部門では堅調な法人需要を背景に、利用人員、利用単価とも前期を上回り、前期比増収となりました。

レストラン部門では、外部店舗の撤退（大丸椿山荘△35 百万円）に加えて、施設内レストランの業態変更による営業終了があり、前期比

減収となりました。

これらの結果、事業全体の売上高は 697 百万円の増収ではあるものの、ワシントンホテル事業からの移管分を差し引くと、実質前期比

158百万円の増収となりました。

営業利益は、婚礼関連広告宣伝費の増加等により、1,145百万円と前期比75百万円（6.2％）の減益となりました。

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、

および連結子会社として札幌、浦和、キャナルシティ・福岡、仙台、宇都宮、長崎、新潟、秋田、沖縄、福井、旭川、関西エアポートのワシントン

ホテル子会社、リザベーションサービス株式会社、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 19,558 1,333 7.3% 2,827 117 4.3% 6,918 193 2.9%
（宿泊稼働率） (88.1%) (1.6%)
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 7,349 △ 879 △10.7% 2,875 △ 301 △9.5% 2,556 △ 34 △1.3%
その他（消去含む） 2,271 20 0.9% - - - - - -

合計 29,179 474 1.7% 5,702 △ 184 △3.1% 5,117 241 4.9%

* 利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

ワシントンホテル事業全体では、新たな仕様で前期に開業した2ホテルが通年にわたり堅調に稼働したことにより、前期比2,050

百万円の増収要因がありました。（札幌ワシントンホテル/平成18年8月に営業再開、銀座ワシントンホテル/平成18年10月に開業）

一方、施設が老朽化し採算性が低下した地方都市のホテルの営業終了を進めたことにより、1,623 百万円の減収要因がありました。（成

田エアポートワシントンホテル/平成18年3月、新潟ワシントンホテル/平成19年3月、札幌第二ワシントンホテル/平成19年5月、秋田

ワシントンホテル/平成19年8月に営業終了）

宿泊部門では、新規ホテルだけでなく既存のホテルでもとりわけ首都圏での稼働率および単価向上が寄与し、営業終了による 1,020百

万円の減収がありましたが、部門全体では1,333百万円の大幅増収となりました。

レストラン部門の減収は、撤退と前出の婚礼業務移管による影響1,083百万円によるものです。

これらの結果、事業全体の売上高は、前期比474百万円の増収となりました。

営業利益は不採算・低採算のホテルの撤退等による収益改善、新規ホテルの利益貢献により2,036百万円と前期比904百万円（79.9％）

の大幅な増益となり、当社グループ内で最大の利益を計上するセグメントとなりました。

レジャー事業

（箱根小涌園、レジャー事業付帯部門および下田アクアサービス株式会社（下田海中水族館））

(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 3,844 △ 16 △0.4% 1,533 △ 22 △1.5% 2,507 26 1.0%
宿泊部門 1,987 54 2.8% 284 △ 8 △2.8% 6,976 378 5.7%
（宿泊稼動率） (77.4%) (△2.4%)
その他(消去含む） 1,178 △ 80 △6.4% - - - - - -

合計 7,010 △ 42 △0.6% 1,818 △ 30 △1.7% 3,856 41 1.1%

* 利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

日帰り・休憩部門については箱根小涌園ユネッサンにおいて、前期に引き続き「らーめん風呂」、「ビール風呂」等のイベント風呂を次々

に投入すると共に単価アップに注力した結果、入場人員は減少したものの、入場料売上は前期を上回りました。付帯収入（施設内の飲食

店舗・エステ等の店舗で主にテナントによる運営）が入場人員の減少によって前期を下回ったため、全体ではほぼ前期並みとなる、10 百

万円の減収となりました。また箱根ホテル小涌園でのレストラン売上が、利用人員の減少から減収となり、部門全体では前期比 16 百万円

の減収となりました。

宿泊部門については、特に箱根ホテル小涌園で商品構成を工夫して単価向上に努めた結果、前期比増収となりました。

その他部門での減収80百万円は、主に箱根の有料道路「芦ノ湖スカイライン」売却（平成19年9月）による（減収47百万円）ものであり

ます。

これらの結果、事業全体の売上高はほぼ前期並みとなりました。

営業利益については、単価向上施策の効果や固定費の減少もあり、営業利益は 805 百万円と前期比115 百万円（16.8％）の増益となり

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 2,287 △ 11 △0.5% 105 △ 9 △8.3% 21,667 1,704 8.5%
（宿泊稼動率） (63.3%) (△4.4%)
婚礼部門 1,301 △ 106 △7.6% 43 △ 4 △8.8% 30,056 402 1.4%

（婚礼件数） (679) (△21) (△3.0%)
宴会部門 1,124 25 2.4% 75 △ 6 △7.7% 14,932 1,473 10.9%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 1,802 △ 89 △4.7% 327 △ 22 △6.4% 5,499 95 1.7%
その他（消去含む） 1,185 22 1.9% 2 0 △19.7% - - -

合計 7,700 △ 159 △2.0% 554 △ 42 △7.2% 13,892 733 5.6%

* 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、外資系ラグジュアリーホテルの都心での開業ラッシュにより、競争が激化した一方、市場における高価格帯ホテルの認

知度アップの効果もあり、稼働率悪化を単価上昇でほぼ相殺する結果となり、前期比若干の減収となりました。

婚礼部門やレストラン部門でも同様の傾向が見られ、利用人員の減少が顕著となりました。婚礼部門では、少人数化が進んだこともあり、

前期比では106百万円の減収となりました。レストラン部門でも人員減を単価増で賄いきれず、前期比89百万円の減収となりました。

一方宴会部門では堅調な法人需要に支えられ、単価上昇を主因に前期比25百万円の増収となりました。

これらの結果事業全体の売上高は、前期比159百万円の減収となりました。

営業利益は宿泊部門や宴会部門での単価上昇による利益貢献で人員減少を賄いきれず、433 百万円と前期比 130 百万円（23.1％）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 299 △ 303 △50.3%
藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 1,957 △ 180 △8.4%
㈱フェアトン 5,793 187 3.4%
その他（消去含む） 3,552 50 1.4%

合計 11,603 △ 246 △2.1%

平成18年5月の本社移転に伴い、旧本社ビルとその隣接ビルにおけるテナント事業から撤退した結果、当社の不動産事業においては

テナントからの賃料収入が、また子会社の藤田グリーン・サービス株式会社ではビル管理収入がそれぞれなくなり、前期比で大きく減収と

なりました。そのほか藤田グリーン・サービス株式会社では、伊豆・別府・蔵王における保養所運営受託の終了の影響もありました。

ホテルの客室清掃や管理業務を受託している株式会社フェアトンでは、当社グループ以外のホテルからの受託が堅調で、前期比増収

となりました。

これらの結果、事業全体では前期比 246 百万円の減収となりましたが、営業利益については減収部分が不採算・低採算であったため、

314百万円と前期比91百万円（41.2％）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㈱ 3,808 △ 122 △3.1%
その他（消去含む） 1,954 △ 1 △0.1%

合計 5,762 △ 124 △2.1%

京都・奈良で 3 つのホテルを経営する藤田ホテルマネジメント株式会社は、宿泊部門で利用人員が前期を上回り堅調に推移しました。

しかし一部のレストラン運営をテナントに移管したため、全体としては減収となりました。

その他、ホテル鳥羽小涌園で宿泊部門の単価改善により増収となりましたが、伊東、島原の各小涌園とあわせた地方の小涌園全体とし

ては前期並みの売上にとどまりました。

これらの結果、事業全体の売上高は前期比124百万円の減収となりました。

営業利益につきましては、ホテル鳥羽小涌園の増収効果に加え、各施設で効率運営に努めた結果、424 百万円と前期比 47 百万円

（12.7％）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536百万円と前期比12百万円（2.3％）の減収となり、営業利益は29百万円と前期比24百万円

（45.5％）の減益となりました。

（次期の見通し）

次期の見通しとしまして、売上については秋葉原ワシントンホテルの建替え計画に基づく一時営業休止や、平成19年度に契約期

間満了によって営業終了した新潟、札幌第2、秋田のワシントンホテルに加えて、平成20年度中には宇都宮、仙台のワシントンホテ

ル等の営業終了を予定しており、これらの影響によりましてワシントンホテル事業の売上が減少する見込みです。一方、ブライダ

ル＆バンケット事業では平成19年度に実施した宴会場の大規模改装による効果によって既存施設の婚礼回復に弾みをつけ、さらに

婚礼運営専門会社の株式会社Plus Thankにおける増収を見込んでおります。これらの結果連結全体では当期比2.3％減収の695億円

を予想しております。

また利益面については、法人税法の改正による減価償却費の増加による減益要因（年間約4億円）や、秋葉原ワシントンホテルの

営業休止による影響はありますが、不採算ホテルの撤退等による利益率の改善や、ブライダル＆バンケット事業の婚礼部門におけ

る改善を見込み、連結全体の経常利益は当期比9.6％増益の55億円を予想しております。

なお、セグメント別の売上高、営業利益の見通しは以下の通りです。

(単位：億円）
ﾌﾞﾗｲﾀ゙ ﾙ＆ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ ﾚｼ ｬ゙ｰ ﾗｸﾞｼ ｭ゙ｱﾘｰ ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ ﾘｰｼ ｮ゙ﾅﾙ その他

ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業 事業 事業 ﾎﾃﾙ事業 周辺事業 ﾎﾃﾙ事業 事業

平成20年予想 145.6 265.0 70.5 80.4 111.5 57.8 4.7 △ 40.5 695.0
平成19年実績 136.2 291.8 70.1 77.0 116.0 57.6 5.4 △ 42.4 711.7

増 減 9.4 △ 26.8 0.4 3.4 △ 4.5 0.2 △ 0.7 1.9 △ 16.7

ﾌﾞﾗｲﾀ゙ ﾙ＆ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ ﾚｼ ｬ゙ｰ ﾗｸﾞｼ ｭ゙ｱﾘｰ ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ ﾘｰｼ ｮ゙ﾅﾙ その他

ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業 事業 事業 ﾎﾃﾙ事業 周辺事業 ﾎﾃﾙ事業 事業

平成20年予想 15.8 18.0 7.4 7.8 2.2 4.5 0.2 0.6 56.5
平成19年実績 11.5 20.4 8.1 4.3 3.1 4.2 0.3 0.5 52.5

増 減 4.3 △ 2.4 △ 0.7 3.5 △ 0.9 0.3 △ 0.1 0.1 4.0

【営業利益】 消去 合計

【売上高】 消去 合計

(2) 財政状態に関する分析

資産・負債の状況

当連結会計年度末の総資産は98,620百万円となり、前期比5,434百万円の減少となりました。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、前期を966百万円上回る7,112百万円のキャッシュ・インとなりました。これは営業利

益の増益によるものが中心であります。

②投資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・フローは、1,802 百万円のキャッシュ・アウトとなりました。椿山荘の宴会棟の改装を始めとする

設備投資に3,489百万円を支出した一方で、保有ビルや芦ノ湖スカイライン等の固定資産の売却収入が1,804百万円あったこと等

によるものであります。なお前期は当期を大きく上回る固定資産の売却収入（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）がありましたので、前期比では大きく減少しております。

③財務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・フローは、4,510百万円のキャッシュ・アウトとなりました。借入金の返済に3,901百万円をあて、
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配当金として582百万円を支出しております。なお、有利子負債残高は当連結会計年度末の目標としていた360億円を達成いたし

ました。

これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,502百万円となりました。

キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成15年
12月

平成16年
12月

平成17年
12月

平成18年
12月

平成19年
12月

ＲＯＡ 1.4% 3.4% 2.3% 3.5% 5.1%
自己資本比率 20.2% 23.9% 24.1% 27.8% 28.1%
債務償還年数（年） - 10.6 10.5 6.5 5.1
ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍） - 5.6 6.4 9.0 10.6

＊ＲＯＡ：経常利益／総資産(期末残高)

※ＲＯＡの算出にあたり、総資産は期末残高で計算しているため、1 ページ「連結財政状態」の総資産経常利益率とは数値

が異なっております。

＊自己資本比率：自己資本／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・カバレッジ・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を十分に配慮し、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、当該事項は決算短信発表日(平成20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 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当連結会計年度末で165億円保有しており、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。

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連結会計年度末で597億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。
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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、営業の一時停止や建物の再建等の負

担が生じる可能性があります。

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

当連結会計年度末における借入金のうち、110億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31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、子会社が経営する札幌、

浦和、キャナルシティ・福岡、仙台、宇都宮、長崎、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13社があります。

レ ジ ャ ー 事 業 … 当社が経営する箱根小涌園に加えて、子会社で下田海中水族館を経営する下田アクア

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始め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

札幌ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱☆ の提供

㈱仙台ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆ ﾜ ｼ ﾝ ﾄ ﾝ ﾎ ﾃ ﾙ 事 業

㈱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☆

㈱秋田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

㈱沖縄ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ☆ 顧客の送客等 （子会社）

㈱福井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㈱☆

ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｼｽﾃﾑ㈱☆ 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㈱

ﾘｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱☆ 八洲開発協力㈱

ﾌｼﾞﾀｶﾝｺｳｸﾞｱﾑINC.

ホ ス ピ タ リ テ ィ 周辺 事業 （関連会社）

ﾚｼﾞｬｰ事業 東海汽船㈱★

（子会社） 顧客の送客等 ﾜｼﾝﾄﾝ･ｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ㈱

下田ｱｸｱｻｰﾋﾞｽ㈱☆ リ ージ ョナ ルホ テ ル事業
・各種ｻｰﾋﾞｽ等

藤田大鰐ｻｰﾋﾞｽ㈱ 顧客の送客等 の提供 （その他）
・各種ｻｰﾋﾞｽ等 DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ周辺事業 の提供
そ の 他 事 業

（子会社）

藤田観光工営㈱☆

㈱フェアトン☆ 各種ｻｰﾋﾞｽ等の

藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱☆ 提供・不動産

能登興業開発㈱☆ 物件の管理 客

客 藤田ﾘｿﾞｰﾄ開発㈱☆ 受託他

㈱ビジュアライフ☆

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、藤田観光マネジメントサービス㈱へ商号変更しました。

3 ㈱新潟ワシントンホテルサービスは平成19年3月31日に営業を終了し平成19年11月に清算を結了いたしました。

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、平成19年9月に清算を結了いたしました。

5 秋田ワシントンホテルは平成19年8月31日に営業を終了いたしました。

藤田観光㈱



藤田観光㈱ （9722）平成 19年 12 月期 決算短信

- 11 -

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19年～平成21年の中期経営計画として「事業構造改革」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、そのために当社グループの個性（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」
当社グループは前３ヵ年の中期経営計画で総資産の圧縮、有利子負債の削減を進めてまいりました。当連結会計年度からスタート

した３ヵ年の中期経営計画「事業構造改革」は次の段階である成長へ結び付けてゆく期間であると認識し、以下の三点を基本方針と

しています。

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

これらの実現のためには、当社グループの企業風土の“破壊”と“創造”をより一層推し進めることが喫緊の課題であり、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に同時並行で

取組んできています。

「事業構造改革」の最終年度である平成21年度には、目標として、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350億円を掲げており、そのための設備投資も、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。

2.「事業構造改革」の進捗状況
選択と集中については、当社グループの最も主要な事業であるブライダル＆バンケット事業とワシントンホテル事業に大きく経営

資源を配分してまいりました。ブライダル＆バンケット事業では、特に椿山荘の宴会棟の大改装を実施し、全会場を椿山荘の庭園が望

めるガーデンビューへリニューアルするなどの集中投資を行いました。またワシントンホテル事業では、当連結会計年度でも施設の経年劣

化等で競争力が低下した地方都市のワシントンホテルの営業終了をする一方で、都心部のワシントンホテルではビジネスフロアやレ

ディースフロア等の客室改装の実施や、また平成20年10月の開業を目指す「芝浦ワシントンホテル（仮称）」についても着々と準備

を進めております。

また営業・運営の強化策の一環として実施した札幌、浦和、キャナルシティ・福岡の 3 つのワシントンホテルの分社化（平成 19

年4月）及び下田海中水族館の分社化（平成19年7月）は、いずれも地域の独自性に迅速かつ柔軟に対応することで、利益の最大化

を目指しております。

(4)会社の対処すべき課題
「事業構造改革」1年目の当連結会計年度は、年度の目標とした経常利益53億円、営業キャッシュフロー74億円にはそれぞれ凡そ

３億円未達という結果に終わりましたが、前期比では2年連続増収増益となり、経常利益は平成3年度以来16年ぶりに50億円台に

到達する等、収益力の高まりを実感してきております。

新規出店効果も出てきており、低採算・不採算事業からの撤退・縮小も進捗しております。ワシントンホテル事業の営業利益が事

業セグメント上で最大となったことも、婚礼事業への依存度の高かった従前からは大きな変化であります。

しかし、一方で更なる新規出店やアライアンスといった、成長スピードを加速するための方策が十分ではないことは課題であり、

この点については早期に具体化したいと考えております。

「事業構造改革」2年目の平成20年度は、最もハードルの高いステップと認識しております。平成20年度の目標は、経常利益55

億円、営業キャッシュフロー73億円、ＲＯＡ5.5％、有利子負債残高352億円といたしました。

経常利益は、中期経営計画での設定値65億円よりも10億円下回る目標数値ですが、これは会計方針変更に伴う減価償却費の増加

（約４億円）や、秋葉原ワシントンホテルの建て替え前倒しと、平成20年度の事業環境がサブプライムローン問題や原油高等原材料

価格の高騰などにより平成19年度と異なり明らかに厳しくなると想定したことによるものであります。中期経営計画で目指すところ
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は不変ですが、よりスピードを加速して、成果を具体化してまいりたいと考えております。

平成20年度については収益の柱であるブライダル＆バンケット事業のより一層の営業力強化のために、中・長期的な視点から顧客

接点を強化していく施策を推進していくと同時に、事業競争力強化のための投資を更に積極的に行なうことによって、成長性、収益

性の向上をスピードを上げて実現させる所存です。

主要セグメントでの取り組みでは、まずブライダル＆バンケット事業およびラグジュアリーホテル事業において、椿山荘、フォー

シーズンズホテル椿山荘 東京の運営一体化を進め、「あらゆる集いに、もう一度ここに戻ってきたい」と思っていただけるような時

間・空間を提供していくことを念頭に、平成19年度は大規模な改装投資を行いました。山縣有朋公が明治11年に築造された椿山荘

庭園が130周年を迎える平成20年は、眺めるだけのものから舞台として捉え直すことで、庭園を媒介として四季を通じて文化的な催

しを企画し、発信することを計画しております。

フォーシーズンズホテル椿山荘 東京にとって、平成19年度は外資系ラグジュアリーホテルの東京での開業ラッシュがありました。

当初懸念されたような供給過剰感はなく、むしろ新しい需要が創造され、定着したものと認識しておりますが競合の本格化はむしろ

これからであり、上質なお客様を開拓・確保していくこと、またそのための人材育成がより重要な課題であります。

また、婚礼事業拡大のために設立した運営専門会社「株式会社Plus Thank」においては、外部からの業務受託のため、事業価値向

上のノウハウ確立を急ぎます。

もう一つの経営資源を集中すべき事業領域であるワシントンホテル事業においては、東京･芝浦ワシントンホテル（仮称）の開業（平

成20年10月予定）および秋葉原ワシントンホテルの建て替え（平成22年7月開業予定)を決定した一方、契約期間満了に伴い、新

潟、札幌第２、秋田の各ワシントンホテルは平成19年度に、宇都宮ワシントンホテルは平成20年1月に、仙台ワシントンホテルは

平成20年2月にそれぞれ営業を終了し、世代交代を進めております。

ワシントンホテルについては、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、拠点拡大により一層の成長拡大が見込める事業であり、アライアンスを含め幅広なスキームで積極的に物

件探索を進めてまいります。

また、内部統制への取り組みの一環として、当社グループは金融商品取引法の求める、財務報告に係る内部統制制度に対応するた

め、平成19年度から社内プロジェクトチームを発足させて準備を進めてきており、平成20年4月には同制度に即した体制を整えま

す。

平成20年1月には運用状況のモニタリングを担うＣＳＲ推進室の要員を増強し、会社法の求める内部統制とともに、必要十分な牽

制・監視を行える体制としております。同様にＣＳＲ推進室が統括するリスク管理機能と合わせ、社会的要請に対応し、当社グルー

プの経営に対する信頼性を確実なものとしていく所存です。
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４．連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 2,700 3,502 801

受取手形及び売掛金 4,079 3,944 △ 134

有価証券 － 1 1

たな卸資産 593 618 24

繰延税金資産 1,019 421 △ 598

その他 3,720 3,846 126

貸倒引当金 △ 1,966 △ 1,954 12

流動資産合計 10,147 9.8 10,378 10.5 231

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

建物及び構築物 91,366 90,652

減価償却累計額 △47,489 43,877 △ 47,695 42,956 △ 920

工具・器具・備品 12,892 12,663

減価償却累計額 △10,080 2,811 △ 9,797 2,865 54

土地 10,968 10,142 △ 826

建設仮勘定 9 10 1

コース勘定 3,107 3,107 －

その他 4,567 4,305

減価償却累計額 △ 3,856 710 △ 3,613 691 △ 18

有形固定資産合計 61,484 59.1 59,774 60.6 △1,709

２ 無形固定資産

ソフトウェア 177 119 △ 58

その他 162 145 △ 16

無形固定資産合計 340 0.3 265 0.3 △ 74

３ 投資その他の資産

投資有価証券 23,013 18,503 △4,509

長期貸付金 332 10 △ 321

繰延税金資産 704 1,997 1,292

差入保証金 7,871 7,469 △ 401

その他 162 220 58

貸倒引当金 △ 0 △ 0 0

投資その他の資産合計 32,083 30.8 28,202 28.6 △3,881

固定資産合計 93,907 90.2 88,241 89.5 △5,665

Ⅲ 繰延資産

開発費 0 － △ 0

繰延資産合計 0 0.0 － － △ 0

資産合計 104,055 100.0 98,620 100.0 △5,434
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 1,843 1,663 △ 180

短期借入金 11,235 10,601 △ 633

１年内に返済期限の

到来する長期借入金
8,059 7,877 △ 181

未払法人税等 307 327 19

未払消費税等 295 350 55

賞与引当金 176 218 42

役員賞与引当金 78 43 △ 34

その他 6,903 7,153 249

流動負債合計 28,899 27.8 28,236 28.6 △ 662

Ⅱ 固定負債

長期借入金 20,647 17,560 △3,086

退職給付引当金 6,733 6,832 98

役員退職引当金 271 162 △ 109

会員預り保証金 16,747 16,275 △ 471

その他 1,537 1,559 22

固定負債合計 45,937 44.1 42,390 43.0 △3,546

負債合計 74,836 71.9 70,627 71.6 △4,209

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

資本金 12,081 11.6 12,081 12.3 －

資本剰余金 5,868 5.6 5,872 6.0 3

利益剰余金 6,522 6.3 8,220 8.3 1,698

自己株式 △ 2,307 △2.2 △ 2,334 △2.4 △ 26

株主資本合計 22,165 21.3 23,840 24.2 1,675

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価

差額金
6,740 6.5 3,824 3.9 △2,916

評価・換算差額等合計 6,740 6.5 3,824 3.9 △2,916

Ⅲ 少数株主持分 313 0.3 328 0.3 15

純資産合計 29,218 28.1 27,993 28.4 △1,225

負債純資産合計 104,055 100.0 98,620 100.0 △5,434
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(2) 連結損益計算書

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）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

対前年比

区分
金額

（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

増減

（百万円）

Ⅰ 売上高 70,786 100.0 71,171 100.0 385

Ⅱ 売上原価 63,326 89.5 62,975 88.5 △ 350

売上総利益 7,460 10.5 8,196 11.5 735

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,158 4.5 2,950 4.1 △ 208

営業利益 4,301 6.1 5,245 7.4 944

Ⅳ 営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 260 359

その他 329 591 0.8 310 670 1.0 78

Ⅴ 営業外費用

支払利息 685 670

持分法による投資損失 227 43

その他 289 1,202 1.7 183 898 1.3 △ 304

経常利益 3,690 5.2 5,018 7.1 1,327

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 5,309 544

その他 38 5,348 7.6 16 560 0.8 △ 4,788

Ⅶ 特別損失

固定資産除却損 466 529

減損損失 690 419

撤退に伴う解約金 － 235

投資有価証券評価損 19 43

本社・本部移転費用 122 16

貸倒引当金繰入額 31 －

その他 317 1,648 2.3 294 1,538 2.2 △ 110

税金等調整前当期純利益 7,390 10.4 4,039 5.7 △ 3,350

法人税、住民税及び事業税 354 427

法人税等調整額 3,310 3,665 5.2 1,311 1,738 2.4 △ 1,926

少数株主利益 15 0.0 20 0.0 4

当期純利益 3,709 5.2 2,280 3.2 △ 1,428
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(3) 連結株主資本等変動計算書

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
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

平成17年12月31日残高

（百万円）
12,081 11,560 △2,847 △2,282 18,512 9,029 305 27,846

連結会計年度中の変動額

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

その他資本剰余金取崩額 △5,693 5,693 － －

役員賞与支給額 △ 32 △ 32 △ 32

株主資本以外の項目の当連結会計年

度中の変動額（純額）
△2,288 8 △2,280

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ △5,692 9,370 △ 25 3,652 △2,288 8 1,371

平成18年12月31日残高

（百万円）
12,081 5,868 6,522 △2,307 22,165 6,740 313 29,218

当連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日)

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

平成18年12月31日残高

（百万円）
12,081 5,868 6,522 △2,307 22,165 6,740 313 29,218

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 582 △ 582 △ 582

当期純利益 2,280 2,280 2,280

自己株式の取得 △ 35 △ 35 △ 35

自己株式の処分 3 8 12 12

株主資本以外の項目の当連結会計年

度中の変動額（純額）
△2,916 15 △2,900

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ 3 1,698 △ 26 1,675 △2,916 15 △1,225

平成19年12月31日残高

（百万円）
12,081 5,872 8,220 △2,334 23,840 3,824 328 27,993
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

対前年比

区分
金額

（百万円）

金額

（百万円）

増減

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 7,390 4,039 △3,350

減価償却費 3,190 3,223 33

減損損失 690 419 △271

貸倒引当金の増減額 64 △12 △77

受取利息及び受取配当金 △262 △359 △97

支払利息 685 670 △14

為替差益 △2 △2 0

持分法による投資損失 227 43 △183

有形固定資産売却益 △5,309 △544 4,765

有形固定資産売却損 6 4 △2

固定資産除却損 576 580 3

投資有価証券売却益 △35 － 35

投資有価証券売却損 3 － △3

投資有価証券評価損 19 43 23

売上債権の減少額 33 134 101

たな卸資産の増減額 2,299 △24 △2,323

仕入債務の減少額 △45 △180 △135

役員賞与の支払額 △35 － 35

退職給付引当金の増加額 89 98 9

負ののれんの償却額 △5 △5 －

本社移転費用 122 － △122

役員退職引当金の増減額 15 △109 △124

未払消費税等の増加額 138 55 △83

賞与引当金の増加額 41 42 0

役員賞与引当金の増減額 78 △34 △112

その他の支出 △2,842 △112 2,730

小計 7,134 7,971 836

利息及び配当金の受取額 262 359 96

利息の支払額 △684 △673 11

法人税等の支払額 △443 △544 △101

本社移転費用支払額 △122 － 122

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,145 7,112 966

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 △3,382 △3,489 △106

有形及び無形固定資産の売却による収入 6,844 1,804 △5,040

投資有価証券の取得による支出 － △431 △431

投資有価証券の売却による収入 110 － △110

長期貸付金の回収による収入 557 0 △557

差入保証金の差入による支出 △756 △4 752

差入保証金の返還による収入 1,336 440 △895

その他の投資活動による支出 △98 △122 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,610 △1,802 △6,413
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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）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

対前年比

区分
金額

（百万円）

金額

（百万円）

増減

（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の減少額 △6,650 △633 6,016

長期借入れによる収入 4,220 4,800 580

長期借入金の返済による支出 △8,275 △8,067 207

自己株式の売却による収入 2 12 10

自己株式の取得による支出 △26 △35 △8

配当金の支払額 △1 △581 △579

少数株主への配当金の支払額 △0 △1 △0

その他の財務活動による支出 － △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,732 △4,510 6,221

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2 2 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 27 801 774

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,673 2,700 27

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,700 3,502 801
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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２７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㈱、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、㈱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

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、東京ベイ有明ワシントンホテル㈱、㈱新潟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㈱

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、耐用年数および残存価額については、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）に基づく定額法を採用し

ております。



藤田観光㈱ （9722）平成 19年 12 月期 決算短信

- 20 -

（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）で毎期均等償却をしてお

ります。また平成18年1月1日以降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連結会計年度の負担額を

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連結会計年度の負担額を

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（13 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…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。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、内規に基づく要支給額を計上しております。

当社は従来、役員および執行役員に対する要支給額を計上しておりましたが、平成19年 3月開催の定

時株主総会において、役員に係る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．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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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

（会計方針の変更）

平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日法律第6号）および（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、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9百万円それぞれ減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

また、この変更については減価償却システムの変更に時間を要するため、当中間連結会計期間は従来の償却方法によって減価償却

費を計上しており、中間・年度の首尾一貫性を欠くこととなりましたが、当中間連結会計期間において、当連結会計年度と同一の方

法を適用した場合であっても、中間連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

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

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14年から13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14年から13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9百万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）

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）

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）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 〃

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）及び短期借入金27,539百万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 35,251 百万円

(2) 投資有価証券 6,055 〃

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。

パートナーローン利用者 70百万円

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。

パートナーローン利用者 35百万円

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

3. 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 17,595百万円

借入実行残高 9,055百万円

差引額 8,540百万円
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19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あります。

１． 特別利益

固定資産売却益は、主に虎ノ門ビルおよび芦ノ湖スカイライン

の土地、構築物等の売却によるものであります。

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

（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

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 201

工具･器具･備品 84

その他 15

固定資産計 300

ﾘｰｽ資産 51

営業

施設

東京都千代田区

他

合計 352

建物及び構築物 23

土地 41

その他 1

遊休不

動産

長野県茅野市他

固定資産計 67

建物及び構築物 224

工具･器具･備品 84

土地 41

その他 17

固定資産計 367

ﾘｰｽ資産 51

合計

合計 419

（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

（減損損失の認識に至った経緯）

営業施設のうち、営業活動から生じ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。

（減損損失の認識に至った経緯）

同左

（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、価格指標は不動産鑑定士が算定した相続税財産評価基準に

拠る評価額を使用しております。

（回収可能性価額の算定方法）

同左
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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

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。

新株予約権およ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

配当金支払額

該当事項はありません。

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
配当の原資

１株当たり

配当額

(円)

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 利益剰余金 5.00 平成18年12月31日 平成19年3月30日
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当連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19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

自己株式

普通株式 5,670,357 38,103 14,179 5,694,281

（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38,103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14,176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低下による減少3株で

あります。

新株予約権およ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

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり配当額

(円)
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 5.00 平成18年12月31日 平成19年3月30日

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
配当の原資

１株当たり配

当額

(円)

基準日 効力発生日

平成20年3月27日

定時株主総会
普通株式 582 利益剰余金 5.00 平成19年12月31日 平成20年3月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19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

（平成18年12月31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19年12月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 2,700

小計 2,700

現金及び現金同等物 2,700

（百万円）

現金及び預金勘定 3,502

小計 3,502

現金及び現金同等物 3,502

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

２． 重要な非資金取引の内容
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19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

(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)

期末残高

相当額

(百万円)

車両運搬具 61 42 － 19

工具・器具・備品 2,357 1,303 164 889

その他 89 31 4 53

合計 2,508 1,377 168 961

（注） 同左

(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

(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 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。

1年内 350百万円

1年超 611百万円

合計 961百万円

リース資産減損勘定の残高 78百万円

（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 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 693百万円

リース資産減損勘定の取崩額 45百万円

減価償却費相当額 648百万円

減損損失 34百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

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

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

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 4,821百万円

1年超 45,661百万円

合計 50,483百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（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）

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

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)

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

合計 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（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）

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の内容

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

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今後の償還予定額

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)

10年超

(百万円)

満期保有目的の債券

国債 1 9 40 51

合計 1 9 40 51
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当連結会計年度（平成19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)

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの
国債 50 51 0

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの
国債 10 10 △0

合計 61 62 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)

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
株式 9,630 15,454 5,823

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
株式 1,166 1,097 △69

合計 10,797 16,551 5,754

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)

その他有価証券

非上場株式 1,357

子会社株式及び関連会社株式 57

計 1,414

４． 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今後の償還予定額

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)

10年超

(百万円)

満期保有目的の債券

国債 1 19 40 －

合計 1 19 40 －
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（デリバティブ取引関係）

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．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。

当連結会計年度（自 平成19年1月1日 至 平成19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、所定の決裁を経てコーポレートセンター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）

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）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

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。

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２７社は、退職一時金制度を採用しており

ます。

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △6,853百万円

会計基準変更時差異の未処理額 △724百万円

未認識数理計算上の差異 844百万円

退職給付引当金 △6,733百万円

（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。

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △7,036百万円

会計基準変更時差異の未処理額 △643百万円

未認識数理計算上の差異 848百万円

退職給付引当金 △6,832百万円

（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

勤務費用 424百万円

利息費用 146百万円

会計基準変更時差異の費用処理額 △80百万円

数理計算上の差異の費用処理額 79百万円

退職給付費用 569百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤

務費用」に計上しております。

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 403百万円

利息費用 147百万円

会計基準変更時差異の費用処理額 △80百万円

数理計算上の差異の費用処理額 96百万円

退職給付費用 567百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「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

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

数理計算上の差異の処理年数 14年

会計基準変更時差異の処理年数 15年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

数理計算上の差異の処理年数 13年

会計基準変更時差異の処理年数 15年
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（税効果会計関係）

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）

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

（百万円）

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

（百万円）

繰延税金資産

退職給付引当金繰入限度超過額 2,718

繰越欠損金 2,388

投資有価証券評価損 1,823

貸倒引当金損金算入限度超過額 739

減損損失 2,707

賞与引当金繰入限度超過額 74

役員退職引当金 109

連結会社間未実現利益 51

その他 251

繰延税金負債との相殺 △4,712

小計 6,151

評価性引当額 △4,427

繰延税金資産合計 1,724

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △748

その他有価証券評価差額金 △3,964

その他 △0

繰延税金資産との相殺 4,712

繰延税金負債合計 △0

繰延税金資産

退職給付引当金繰入限度超過額 2,762

繰越欠損金 3,016

投資有価証券評価損 448

貸倒引当金損金算入限度超過額 48

減損損失 2,497

賞与引当金繰入限度超過額 98

役員退職引当金 106

連結会社間未実現利益 46

その他 331

繰延税金負債との相殺 △2,685

小計 6,670

評価性引当額 △4,251

繰延税金資産合計 2,418

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △727

その他有価証券評価差額金 △1,958

その他 △0

繰延税金資産との相殺 2,685

繰延税金負債合計 △0

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

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

（％）

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

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

（％）

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

小計 8.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.6

法定実効税率 40.7

（調整）

税効果未認識項目の損金算入 △3.6

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.2

連結子会社の税効果未認識 7.2

連結子会社清算に伴う税効果の連結調整 △1.5

その他 0.8

小計 2.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0
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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）

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 1,058 1,146 851 295 94 11 1 3,458 24 3,482

（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

及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、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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当連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19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）

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
13,600 28,920 6,994 7,696 7,948 5,743 268 71,171 － 71,171

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

21 259 16 4 3,654 18 268 4,242 （4,242） －

計 13,621 29,179 7,010 7,700 11,603 5,762 536 75,414 （4,242） 71,171

営業費用 12,476 27,142 6,204 7,266 11,288 5,337 507 70,223 （4,297） 65,925

営業利益 1,145 2,036 805 433 314 424 29 5,190 54 5,245

Ⅱ 資産、減価償却

費、減損損失及

び資本的支出

資産 13,969 15,225 17,007 13,878 20,964 1,942 474 83,462 15,157 98,620

減価償却費 627 413 959 814 275 37 12 3,139 83 3,223

減損損失 － 352 － － 67 － － 419 － 419

資本的支出 1,704 371 959 414 142 4 1 3,597 24 3,622

（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及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、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13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。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は18,220百万円であり、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。

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法人税法の改正に伴い、平

成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

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4百万

円、ワシントンホテル事業が1百万円、レジャー事業が1百万円、ラグジュアリーホテル事業が1百万円、ホスピタリテ

ィ周辺事業、リージョナルホテル事業およびその他事業が各0百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

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。

当連結会計年度（自 平成19年1月1日 至 平成19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。

当連結会計年度（自 平成19年1月1日 至 平成19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）

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 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。

当連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日）

取引金額が些少であるため、記載を省略しております。



藤田観光㈱ （9722）平成 19年 12 月期 決算短信

- 36 -

（企業結合等関係）

当連結会計年度（自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31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

藤田観光株式会社

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、下

田海中水族館事業部門

(2)企業結合の法的形式

藤田観光株式会社を分割会社とし、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、浦和ワシントンホテル株式会社および下田アクアサービス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、浦和ワシントンホテル株式会社、下

田アクアサービス株式会社

(4)取引の目的を含む取引の概要

ワシントンホテル事業およびレジャー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、浦和のワシントンホテル事業部門および下田海中水族館事業部門を藤田観光株式会社より会社分割

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）

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19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 31円86銭

１株当たり純資産額 237円71銭

１株当たり当期純利益 19円60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。

（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。

同左

(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。

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 29,218 27,993

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 313 328

（うち少数株主持分）（百万円） （ 313） （ 328）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 28,905 27,664

期末の普通株式の数（千株） 116,403 116,379

(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。

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 3,709 2,280

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） 3,709 2,280

普通株式の期中平均株式数（千株） 116,417 116,387

（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19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、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。

前連結会計年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

増減事業の種類別

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） 増減率（％）

ブライダル＆バンケ

ット事業
12,924 18.3 13,621 19.1 697 5.4

ワシントンホテル

事業
28,704 40.6 29,179 41.0 474 1.7

レジャー事業
7,053 10.0 7,010 9.9 △42 △0.6

ラグジュアリーホテ

ル事業
7,859 11.1 7,700 10.8 △159 △2.0

ホスピタリティ周辺

事業
11,849 16.7 11,603 16.3 △246 △2.1

リージョナルホテル

事業
5,886 8.3 5,762 8.1 △124 △2.1

その他事業
549 0.8 536 0.8 △12 △2.3

セグメント間の相殺

消去
△4,041 △5.7 △4,242 △6.0 △201 －

合計 70,786 100.0 71,171 100.0 385 0.5

（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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５．財務諸表

(1） 貸借対照表

前事業年度

（平成18年12月31日）

当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 1,380 2,272 892

売掛金 2,929 2,705 △224

有価証券 － 1 1

売店商品 72 77 4

原材料 194 195 0

貯蔵品 133 142 9

前払費用 738 536 △201

繰延税金資産 1,992 1,319 △672

短期貸付金 5,798 7,667 1,868

その他 1,297 1,352 55

貸倒引当金 △4,662 △4,901 △238

流動資産合計 9,874 10.0 11,369 12.2 1,494

Ⅱ 固定資産

有形固定資産

建物 47,235 47,028

減価償却累計額 △17,669 29,566 △18,092 28,935 △631

建物付属設備 27,504 27,464

減価償却累計額 △19,652 7,851 △19,833 7,630 △220

構築物 9,920 7,837

減価償却累計額 △6,398 3,521 △4,733 3,104 △417

機械装置 3,722 3,277

減価償却累計額 △3,121 601 △2,733 544 △56

車両運搬具 199 183

減価償却累計額 △185 13 △162 20 7

工具・器具・備品 10,192 9,733

減価償却累計額 △7,591 2,600 △7,374 2,358 △241

土地 9,770 8,944 △826

建設仮勘定 3 0 △3

コース勘定 2,450 2,450 －

山林 44 42 △1

有形固定資産合計 56,425 57.0 54,033 57.7 △2,392

無形固定資産

借地権 6 － △6

商標権 14 13 △1

ソフトウェア 166 111 △55

電話設備利用権 87 86 △1

鉱泉利用権 10 8 △1

その他 8 0 △7

無形固定資産合計 293 0.3 219 0.2 △74
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前事業年度

（平成18年12月31日）

当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

投資その他の資産

投資有価証券 8,419 7,195 △1,223

関係会社株式 17,001 13,578 △3,423

出資金 1 1 △0

長期貸付金 332 0 △332

長期前払費用 97 55 △42

繰延税金資産 610 2,115 1,505

差入保証金 5,810 4,752 △1,057

その他 132 245 113

貸倒引当金 △0 △0 0

投資その他の資産合計 32,404 32.7 27,944 29.9 △4,459

固定資産合計 89,123 90.0 82,197 87.8 △6,926

資産合計 98,998 100.0 93,566 100.0 △5,431
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前事業年度

（平成18年12月31日）

当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

買掛金 1,268 1,141 △ 127

短期借入金 13,663 12,937 △ 726

１年内に返済期限の到来

する長期借入金
7,853 6,997 △ 855

未払金 558 663 105

未払費用 2,792 2,894 101

未払法人税等 130 77 △ 52

未払消費税等 154 175 20

前受金 611 618 6

預り金 186 266 80

賞与引当金 124 156 31

役員賞与引当金 37 － △ 37

その他 1,226 1,138 △ 88

流動負債合計 28,609 28.9 27,068 28.9 △1,541

Ⅱ 固定負債

長期借入金 19,734 17,536 △2,197

預り賃貸保証金 866 1,179 312

会員預り保証金 15,027 14,612 △ 415

退職給付引当金 5,777 5,903 125

役員退職引当金 168 41 △ 127

その他 165 246 80

固定負債合計 41,740 42.2 39,519 42.3 △2,221

負債合計 70,350 71.1 66,587 71.2 △3,762

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

資本金 12,081 12.2 12,081 12.9 －

資本剰余金

資本準備金 3,020 3,020

その他資本剰余金 2,857 2,861

資本剰余金合計 5,877 5.9 5,881 6.3 3

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 1,089 1,059

別途積立金 2,500 2,500

繰越利益剰余金 2,651 3,958

利益剰余金合計 6,240 6.3 7,517 8.0 1,277

自己株式 △ 2,276 △2.3 △ 2,303 △2.5 △ 26

株主資本合計 21,923 22.1 23,177 24.7 1,254

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,724 6.8 3,801 4.1 △2,922

評価・換算差額等合計 6,724 6.8 3,801 4.1 △2,922

純資産合計 28,647 28.9 26,979 28.8 △1,668

負債純資産合計 98,998 100.0 93,566 100.0 △5,431
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(2) 損益計算書

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当事業年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

対前年比

区分
金額

（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

増減

（百万円）

Ⅰ 売上高 50,952 100.0 49,587 100.0 △1,365

Ⅱ 売上原価 44,308 87.0 42,223 85.1 △2,084

売上総利益 6,644 13.0 7,363 14.9 719

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,766 5.4 2,498 5.0 △ 267

営業利益 3,878 7.6 4,865 9.8 986

Ⅳ 営業外収益

受取利息 13 20

受取配当金 436 475

その他 395 845 1.6 296 792 1.6 △ 52

Ⅴ 営業外費用

支払利息 670 665

その他 252 923 1.8 161 827 1.7 △ 95

経常利益 3,800 7.4 4,830 9.7 1,029

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 4,649 538

貸倒引当金戻入益 513 －

その他特別利益 42 5,205 10.2 3 541 1.1 △4,663

Ⅶ 特別損失

関係会社株式評価損 184 846

固定資産除却損 466 521

貸倒引当金繰入額 303 374

減損損失 555 176

本社・本部移転費用 130 16

その他特別損失 242 1,883 3.7 362 2,296 4.6 413

税引前当期純利益 7,121 13.9 3,075 6.2 △4,046

法人税、住民税及び事業税 37 42

法人税等調整額 4,463 4,500 8.8 1,173 1,215 2.5 △3,285

当期純利益 2,621 5.1 1,859 3.8 △ 761
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(3) 株主資本等変動計算書

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

剰余金の配当 －

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当事

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

剰余金の配当 －

当期純利益 2,621

自己株式の取得 △26

自己株式の処分 2

固定資産圧縮積立金の取崩 －

その他資本剰余金の取崩 －

株主資本以外の項目の当事

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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当事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19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

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △582 △582 △582

当期純利益 1,859 1,859 1,859

自己株式の取得 △35 △35

自己株式の処分 3 3 8 12

固定資産圧縮積立金の取崩 △30 30 － －

株主資本以外の項目の当事

業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 3 3 △30 － 1,307 1,277 △26 1,254

平成19年12月31日残高

（百万円）
12,081 3,020 2,861 5,881 1,059 2,500 3,958 7,517 △2,303 23,177

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △582

当期純利益 1,859

自己株式の取得 △35

自己株式の処分 12

固定資産圧縮積立金の取崩 －

株主資本以外の項目の当事業

年度中の変動額（純額）
△2,922 △2,922 △2,922

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△2,922 △2,922 △1,668

平成19年12月31日残高

（百万円）
3,801 3,801 26,979
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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、耐用年数および残存価額については、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）

に基づく定額法を採用しております。

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

ち当事業年度の負担額を計上しております。

(３） 役員賞与引当金 … 役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

当事業年度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
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以内の一定の年数（13 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 …執行役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上し

ております。

当社は従来、役員および執行役員に対する要支給額を計上しておりました

が、平成19年3月開催の定時株主総会において、役員に係る退職慰労金制

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。

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。

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、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。

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）

平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日法律第6号）および（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、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9百万円それぞれ減少しております。

また、この変更については減価償却システムの変更に時間を要するため、当中間会計期間は従来の償却方法によって減価償却費を

計上しており、中間・年度の首尾一貫性を欠くこととなりましたが、当中間会計期間において、当事業年度と同一の方法を適用した

場合であっても、中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

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14年から13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14年から13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9百万円それぞれ減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度

（平成18年12月31日）

当事業年度

（平成19年12月31日）

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）及び短期借入金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 〃

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）及び短期借入金27,484百万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 34,726百万円

（2）関係会社株式 6,055 〃

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 〃

ﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者 70 〃

合計 1,072百万円

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㈱ 850百万円

ﾊﾟｰﾄﾅｰﾛｰﾝ利用者 35 〃

合計 885百万円

３ 短期貸付金は関係会社に対するものであります。 ３ 短期貸付金のうち、関係会社に対するものは7,336百万円で

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

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 17,595百万円

借入実行残高 9,055百万円

差引額 8,540百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当事業年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

（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

によるものであります。

（特別利益）

固定資産売却益は、主に虎ノ門ビルおよび芦ノ湖スカイライ

ンの土地、構築物等の売却によるものであります。

（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。

（特別損失）

2.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

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 30

建物付属設備 13

その他 40

固定資産計 83

ﾘｰｽ資産 26

営業

施設

東京都千代田区

合計 106

建物 23

建物付属設備 0

土地 41

その他 1

遊休不

動産

長野県茅野市他

固定資産計 67

建物 53

建物付属設備 13

土地 41

その他 41

固定資産計 150

ﾘｰｽ資産 26

合計

合計 176

（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。

（資産グルーピングの方法）

同左

（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。

（減損損失の認識に至った経緯）

営業施設のうち、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。

（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、価格指標は不動産鑑定士が算定した相続税財産評

価基準に拠る評価額を使用しております。

（回収可能価額の算定方法）

同左
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（株主資本等変動計算書関係）

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。

当事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19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 5,611,660 38,103 14,176 5,635,587

計 5,611,660 38,103 14,176 5,635,587

（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 38,103 株、単元未満株式の買増制度に基づく売却による減少

14,176株であります。
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（リース取引関係）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当事業年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19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

(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。

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 25 18 － 7

工具・器具・備品 1,714 995 22 697

その他 63 13 － 49

合計 1,803 1,026 22 754

（注）同左

(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

(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 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

1年内 275百万円

1年超 478百万円

合計 754百万円

リース資産減損勘定の残高 22百万円

（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

（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

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 565百万円

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 561百万円

減損損失 22百万円

(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

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

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 2,760百万円

1年超 31,335百万円

合計 34,096百万円
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年12月31日）

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

当事業年度（平成19年12月31日）

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 522 820 297

合計 522 820 297
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（税効果会計関係）

前事業年度

（平成18年12月31日）

当事業年度

（平成19年12月31日）

１．繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別の内訳

（百万円）

１．繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別の内訳

（百万円）

繰延税金資産

退職給付引当金超過額 2,351

貸倒引当金超過額 1,753

役員退職引当金 68

投資有価証券評価損 402

減損損失 2,455

関係会社株式評価損 1,726

繰越欠損金 1,150

その他 290

小計 10,199

評価性引当金 △ 2,884

繰延税金資産合計 7,314

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △ 747

その他有価証券評価差額 △ 3,964

繰延税金負債合計 △ 4,712

繰延税金資産(負債)の純額 2,602

繰延税金資産

退職給付引当金超過額 2,402

貸倒引当金超過額 1,010

役員退職引当金 56

投資有価証券評価損 402

減損損失 2,313

関係会社株式評価損 637

繰越欠損金 1,834

その他 344

小計 9,002

評価性引当金 △ 2,881

繰延税金資産合計 6,120

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △ 727

その他有価証券評価差額 △ 1,958

繰延税金負債合計 △ 2,685

繰延税金資産(負債)の純額 3,435

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の

以下の項目に含まれています。

（百万円）

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の

以下の項目に含まれています。

（百万円）

流動資産－繰延税金資産 1,992

固定資産－繰延税金資産 610

流動資産－繰延税金資産 1,319

固定資産－繰延税金資産 2,115

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

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

（％）

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

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

（％）

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

小計 22.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.2

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 1.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.9

住民税等均等割 1.1

評価性引当金の増加額 4.9

税効果未認識項目の損金算入 △4.7

その他 △0.6

小計 △1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.5
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（１株当たり情報）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当事業年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

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

１株当たり純資産額 231円70銭

１株当たり当期純利益 15円97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。

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当事業年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 28,647 26,979

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） 28,647 26,979

期末の普通株式の数（千株） 116,462 116,438

(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。

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当事業年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 2,621 1,859

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） 2,621 1,859

普通株式の期中平均株式数（千株） 116,475 116,445

（重要な後発事象）

前事業年度

（自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日）

当事業年度

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）
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６．その他 （役員の異動）
【取締役】

新 現
氏名

地位 担当 地位 担当

森本 昌憲

（昇任）

会長

（代表取締役）

社長

（代表取締役）

末澤 和政

（新任）

社長

（代表取締役）
顧問（非常勤） （DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 取締役副社長）

田口 泰一
専務取締役

（代表取締役）
同左

菊永 福芳 常務取締役 同左

中曽根一夫 取締役 同左

茂田 宜伸 取締役 同左

金丸 健二

（新任）
取締役（非常勤） （DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 社外取締役） 同左

渡辺 謙一

（退任）
（相談役に就任予定） 取締役相談役

古賀 義人

（退任）
取締役（非常勤） （DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 取締役）

金丸健二氏は、社外取締役であります。

【監査役】

新 現
氏名

地位 担当 地位 担当

山地 敏 常勤監査役 同左 同左

濵松 修

（新任）
常勤監査役

(藤田観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱

代表取締役専務取締役

（兼）ｺー ﾎﾟﾚー ﾄｾﾝﾀー 総務ｸﾞﾙー ﾌﾟﾘー ﾀﾞｰ）

栗谷 肇 監査役（非常勤） 同左 同左

蔭地 義之 監査役（非常勤） （DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 常勤監査役） 同左 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

藤田 基彦

（退任）
常勤監査役

栗谷 肇氏および蔭地義之氏は、社外監査役であります。また、富川 宏氏は、補欠の社外監査役であります。

【ｼﾆｱﾁｪｱﾏﾝ】

新 現
氏名

地位 担当 地位 担当

吉川 廣和
ｼﾆｱﾁｪｱﾏﾝ

（非常勤）

（DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 代表取締役会長・

CEO）
会長（非常勤） 同左

【執行役員】

新 現
氏名

地位 担当 地位 担当

森本 昌憲

【前出】（昇任）
執行役員会長 執行役員社長

末澤 和政

【前出】（新任）
執行役員社長

田口 泰一

【前出】
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 同左 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 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
同左 同左

菊永 福芳

【前出】
執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当（管理部門） 同左 同左

中曽根一夫

【前出】
執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当（企画・人事部門） 同左 同左

牧野 龍裕 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 同左 同左

都築 輝己 執行役員 ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 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 同左

持永 政人 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 同左

加藤 誠一 執行役員 ＣＳＲ推進室長 同左 同左

茂田 宜伸

【前出】
執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当（事業推進部門） 同左 同左

西山 喜久 執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ人事部門 部長 同左 同左

浦嶋 幸一 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 同左

以上

藤田観光株式会社

平成20年3月27日付


