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平成20年12月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年4月24日

（百万円未満切捨て）

１．平成20年12月期第1四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年３月31日）
(1) 連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年12月期第1四半期 15,995 △4.9 189 △64.5 63 △82.5 △144 －
19年12月期第1四半期 16,828 7.3 531 － 361 － 85 △97.2

19年12月期 71,171 － 5,245 － 5,018 － 2,280 －

１株当たり四半期

（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭
20年12月期第1四半期 △1 24 －
19年12月期第1四半期 0 74 －

19年12月期 19 60 －

(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
20年12月期第1四半期 96,115 25,179 25.9 213 65
19年12月期第1四半期 105,340 29,998 28.2 255 10

19年12月期 98,620 27,993 28.1 237 71

(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
20年12月期第1四半期 200 △747 460 3,415
19年12月期第1四半期 416 △564 △188 2,363

19年12月期 7,112 △1,802 △4,510 3,502

２．平成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 33,200 △4.1 1,400 △14.3 1,450 △12.2 500 △30.5 4 29
通 期 68,800 △3.3 4,900 △6.6 4,750 △5.3 1,900 △16.7 16 33

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/
代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）末澤 和政
問合せ先責任者 （役職名）常務取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当

（役職名）取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ担当
（氏名）菊永 福芳
（氏名）中曽根一夫

ＴＥＬ(03)5981－7723
ＴＥＬ(03)5981－7703
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３．その他

（1）期中における重要な子会社の異動 ： 無

（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

（3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
中間期および通期の連結業績予想につきましては、当第1四半期までの実績および今後の見通しを勘案し、平成

20年2月13日発表の業績予想を変更しております。詳細は6ページをご覧ください。
上記予想には、本資料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降ります。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。
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旧セグメント 新セグメント

ブライダル＆バンケット事業

（椿山荘、太閤園、 ブライダル＆ラグジュアリーホテル事業

ゲストハウスウェディング、旅行業） （椿山荘、太閤園、ゲストハウスウエディング、

フォーシーズンズホテル椿山荘 東京、

ラグジュアリーホテル事業 旅行・造園・清掃・写真業）

（フォーシーズンズホテル椿山荘 東京）

ワシントンホテル事業 ワシントンホテル事業

（各ワシントンホテル、アジュール竹芝） （各ワシントンホテル、アジュール竹芝）

ホスピィ （造園・清掃・写真業）

タリティ （ゴルフ場）

周辺事業 （不動産・不動産管理業） リゾート事業
（箱根・伊東・鳥羽・島原の各小涌園、

レジャー事業 京都国際ホテル、ホテルフジタ京都・奈良、

（箱根小涌園、下田海中水族館） 下田海中水族館、ゴルフ場）

リージョナルホテル事業

（伊東・鳥羽・島原の各小涌園

京都国際ホテル、ホテルフジタ京都・奈良） その他事業
（不動産・不動産管理業、その他）

その他事業

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

①全般的概況
昨年夏から具体化した、米国におけるサブプライムローン問題は、その後世界の主要株式市場を巻き込んで拡大し、金融機関や機

関投資家において見込まれる損失も当初の見込からは格段に大きくなってきています。商品市場への投資資金の移動もあって、原油

を頂点とする商品価格は高騰し、ひいては原料高から仕入れ費用の上昇等、企業業績や個人消費の先行きは急激に、かつ極めて厳し

くなりつつあります。

こうしたなか、当社グループにおける第1四半期の売上につきましては、「事業構造改革」の重点施策である「選択と集中」を推進

し、地方の２つのワシントンホテルを新たに閉鎖したこと、また椿山荘の外部レストランを始め、いくつかのレストランを閉鎖した

こと等“事業構造改革を進めたことに起因する減収”が全体で704百万円となりました。

既存部分では、宴会場の大規模改装を実施した椿山荘では婚礼売上が増加し、平成18年にオープンした新しいタイプのワシントン

ホテル（札幌・銀座）はいずれも増収となりましたが、ラグジュアリーホテルの宿泊部門やリゾート事業の日帰り・レジャー部門で

の減収もあり、当第1四半期の全体の売上は、事業撤退による減収を主要因として、前年同期比832百万円の減収となりました。

利益面につきましては、法人税法改正による減価償却費の増加（93百万円）や原油価格上昇に伴う水道光熱費が増加したほか、品

質向上のための労務費や宣伝費等を増加させたこともあり、これらの結果、営業利益は前年同期比342百万円減益の189百万円、経

常利益は前年同期比298百万円減益の63百万円となりました。最終利益につきましては、財務体質健全化のためポイント債務引当金

（100百万円）を計上するなど、特別損失として合計165百万円を計上したこともあり、当第1四半期は前年同期比230百万円減益

の144百万円の当期損失となりました。

なお、業績の概要は以下のとおりであります。

平成20年1月～3月 （金額単位：百万円）

当第1四半期 対前年同期比 対前年増減率

売上高 15,995 △832 △4.9％

営業利益 189 △342 △64.5％

経常利益 63 △298 △82.5％

当期利益 △144 △230 －

②セグメント別の概況
＜セグメントの変更について＞

当第1四半期より事業の種類別セグメントを変更しております。

前期までの事業の種類別セグメントは平成15年から採用してまいりましたが、事業構造改革等をすすめてきた結果、現状の社内カ

ンパニー区分とは異なったものとなっております。そのため、セグメントの区分をカンパニー区分にあわせて管理・開示していく

ことが、より効果的かつ明確であり、事業の成果をより適切に反映させることができると判断したため、当期よりセグメントの区

分を変更することと致しました。なお前期の数値については新セグメントに区分しなおして表示しております。
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≪ブライダル＆ラグジュアリーホテル事業≫

（椿山荘、太閤園、フォーシーズンズホテル椿山荘 東京、㈱トラベルプラネット、㈱PLUS Thank、藤田観光工営㈱、㈱フェアトン、

㈱ビジュアライフ）

(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

婚礼部門 1,525 99 7.0% 51 △ 0 △1.2% 29,818 2,285 8.3%
宴会部門 1,316 69 5.6% 140 2 1.9% 9,352 332 3.7%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 858 △ 175 △17.0% 173 △ 38 △18.0% 4,951 62 1.3%
宿泊部門 479 △ 93 △16.3% 21 △ 3 △15.4% 21,869 △ 227 △1.0%
その他(消去含む） 2,034 7 0.4% - - - - - -

合計 6,214 △ 91 △1.4% 387 △ 40 △9.4% 16,047 1,291 8.8%

* 利用単価は単純合算をﾍﾞｰｽに算出しています

婚礼部門と宴会部門では、利用単価の向上に加えて利用人員も堅調に推移し増収となりました。なかでも特に椿山荘においては前

期に実施した宴会場の大改装の効果が出てきており、婚礼売上は好調に推移しております。

レストラン部門では椿山荘と太閤園の一部のレストランの改装（影響額それぞれ△39百万円、△31百万円）といった一過性の減収

要因があり、椿山荘の一部の外部店舗（大丸椿山荘）の営業終了（影響額△69百万円）もあって減収となりました。

一方、宿泊部門（フォーシーズンズホテル椿山荘 東京）では、このところ上昇傾向にあった客室利用単価が前年並みとなり、利用

人員の減少により減収となりました。

これらの結果、事業全体の売上は前年同期比91百万円の減収となり、営業利益は前年同期比108百万円減益の47百万円となりま

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、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、アジュール竹芝）

(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 4,490 △ 303 △6.3% 643 △ 63 △9.0% 6,981 196 2.9%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 1,669 △ 213 △11.3% 602 △ 131 △18.0% 2,773 207 8.1%
その他（消去含む） 531 △ 22 △4.0% - - - - - -

合計 6,691 △ 539 △7.5% 1,245 △ 195 △13.5% 5,373 353 7.0%

* 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では、撤退したホテル（新潟、秋田、札幌第二、宇都宮、仙台）の営業終了による減収が521百万円ある一

方で、新しいコンセプトと仕様で平成18年にオープンしたホテル（札幌、銀座）ではいずれも前年同期比増収となり、世代交代によ

る事業構造の変革が着実に進捗してきております。

既存ホテルについては概ね前年並みで推移しましたが、一部のワシントンホテルではレストラン営業の見直しによるテナント化を

進めたため、レストラン部門は減収となりました。

これらの結果、事業全体の売上は前年同期比539百万円の減収となり、営業利益は前年同期比33百万円減益の278百万円となりま

した。

≪リゾート事業≫

（箱根小涌園、伊東小涌園、ホテル鳥羽小涌園、島原観光ホテル小涌園、藤田ホテルマネジメント㈱（京都国際ホテル、ホテルフジ

タ京都、ホテルフジタ奈良）、カメリアヒルズカントリークラブ、能登興業開発㈱、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

宿泊部門 1,224 1 0.1% 164 2 1.7% 7,432 △ 116 △1.5%
ﾚｽﾄﾗﾝ部門 825 △ 34 △4.0% 211 △ 5 △2.4% 3,898 △ 63 △1.6%
日帰り・ﾚｼﾞｬｰ部門 699 △ 56 △7.4% 247 △ 4 △1.7% 2,824 △ 176 △5.9%
その他(消去含む） 364 △ 45 △11.2% - - - - - -

合計 3,113 △ 134 △4.1% 624 △ 6 △1.1% 4,988 △ 161 △3.1%

* 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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宿泊部門では、地方の小涌園はほぼ前年並みでしたが、京都と奈良のホテルで利用人員が伸びたことから、全体でも前年並みの

売上となりました。

またレストラン部門についてはホテルフジタ京都の一部のレストランをテナント化（影響額△28百万円）したこと等で減収とな

りました。

日帰り・レジャー部門のうち、箱根小涌園ユネッサンでは顧客の利便性向上と収容能力増強・効率化のため、3 日間のシステム

切替による臨時休業があった他、箱根地区の天候が例年より不順で降雪も多かったため、一般入場者数は前年同期比約 5％減少し

減収となりました。

その他部門の減収は主に有料道路事業「芦ノ湖スカイライン」を売却したこと（影響額△38百万円）によるものです。

以上の結果、事業全体の売上は前年同期比134百万円の減収となり、営業利益は前年同期比で176百万円減益の121百万円の損

失となりました。

≪その他事業≫

（藤田グリーン・サービス㈱、不動産部門、顧客センター）

藤田グリーン・サービス㈱の不動産管理収入の減少と、不動産事業のビルのテナント収入の減少等によって、事業全体の売上は

前年同期比111百万円減収の559百万円となり、営業利益は前年同期比25百万円減益の27百万円の損失となりました。

③営業外損益ならびに経常利益

第1四半期については、支払利息（161百万円）、持分法投資損失（12百万円）等ほぼ前年並みの営業外損益を計上した結果、当

第1四半期の経常利益は前年同期比298百万円減益の63百万円となりました。

④特別損益ならびに当期利益
当第1四半期より全国のワシントンホテルチェーンで利用可能な「ワシントンカード」のポイント債務について引当金を計上す

ることとし、過年度までに発生している債務100百万円を特別損失として一括計上致しました。

また当第1四半期で閉鎖した2つのワシントンホテルの撤退に伴う費用を特別損失で計上しております。

これらの特別損失を計上した結果、当第1四半期の当期利益につきましては144百万円の損失となりました。

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

①資産・負債の状況
総資産は前連結会計年度末に比べて2,505百万円減少し96,115百万円となりました。その減少のほとんどは保有投資有価証券の

時価下落によるもの（△3,501百万円）です。

また納税（327 百万円）および配当資金に備えるため手持ちの現預金の積み増しを行ったため、当第 1四半期末の長期・短期を

合わせた借入金合計は、37,081百万円と前期末比で1,040百万円の増加（前年同期比では3,262百万円の減少）となりました。

②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≫

当第1四半期までの営業活動によるキャッシュ・フローは200百万円のキャッシュ・インとなりました。

≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫

当第1四半期までの投資活動によるキャッシュ・フローは747百万円のキャッシュ・アウトとなりました。売上拡大のために設備

投資を積極的に行ったため、前年を上回るキャッシュ・アウトとなりました。

≪財務活動によるキャッシュ・フロー≫

当第1四半期までの財務活動によるキャッシュ・フローは460百万円のキャッシュ・インとなりました。配当金として582百万円

を支出した一方、借入金増加として1,040百万円のキャッシュ・インがありました。
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【業績予想に関する定性的情報等】
事業環境の悪化が予想される中、当社としては質の高い本物のサービス提供を目指していくための設備・人材への投資をすすめ、

積極的に売上の拡大に努めてまいる所存です。しかしながら労務コストや仕入れコストの増加が見込まれることから、平成20 年 12

月期の中間期、通期の業績につきまして予想を下記のとおり修正致します。

平成20年12月期 中間期（連結） （単位：百万円）

今回予想（A） 当初予想（B） 増減（A-B） 増減率（％）

売上高 33,200 33,600 △400 △1.2％

営業利益 1,400 1,850 △450 △24.3％

経常利益 1,450 1,900 △450 △23.7％

当期純利益 500 700 △200 △28.6％

平成20年12月期 通期（連結） （単位：百万円）

今回予想（A） 当初予想（B） 増減（A-B） 増減率（％）

売上高 68,800 69,500 △700 △1.0％

営業利益 4,900 5,650 △750 △13.3％

経常利益 4,750 5,500 △750 △13.6％

当期純利益 1,900 2,300 △400 △17.4％

【その他】
（1）連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動について

該当事項ありません。

（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用について

連結会社の個別財務諸表の税金費用については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。また持分法適用会社につ

いては、概算決算数値を取り込んでおります。

（3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更について

当第1四半期よりセグメントを変更しております。

またポイント債務につきまして引当金を計上しております。

○添付資料

要約連結貸借対照表、要約連結損益計算書、要約連結株主資本等変動計算書、要約連結キャッシュ・フロー計算書など
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４．（要約）四半期連結財務諸表

(1) （要約）四半期連結貸借対照表

前第１四半期末
（平成19年３月31日）

当第１四半期末
（平成20年３月31日）

対前年

同期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
金額

（百万円）

金額

（百万円）

増減

（百万円）

増減率

（％）

金額

（百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 2,363 3,415 1,052 44.5 3,502

受取手形及び売掛金 4,347 4,031 △315 △7.3 3,944

有価証券 － 1 1 － 1

たな卸資産 458 456 △2 △0.4 618

繰延税金資産 1,020 421 △598 △58.7 421

その他 3,757 3,712 △44 △1.2 3,846

貸倒引当金 △1,934 △1,935 △1 － △1,954

流動資産合計 10,012 10,103 90 0.9 10,378

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

建物及び構築物 43,447 42,667 △779 △1.8 42,956

工具・器具・備品 2,875 2,919 44 1.5 2,865

その他 701 684 △16 △2.4 691

土地 10,963 10,144 △819 △7.5 10,142

コース勘定 3,107 3,107 － － 3,107

建設仮勘定 3 201 197 － 10

有形固定資産合計 61,098 59,725 △1,373 △2.2 59,774

２ 無形固定資産

ソフトウェア 165 125 △40 △24.2 119

その他 153 140 △12 △8.3 145

無形固定資産合計 319 266 △52 △16.6 265

３ 投資その他の資産

投資有価証券 25,153 15,001 △10,152 △40.4 18,503

長期貸付金 332 9 △322 △97.1 10

差入保証金 7,908 7,377 △531 △6.7 7,469

繰延税金資産 363 3,421 3,058 840.9 1,997

その他 152 210 57 37.7 220

貸倒引当金 △0 △0 0 － △0

投資その他の資産合計 33,910 26,020 △7,889 △23.3 28,202

固定資産合計 95,327 86,011 △9,315 △9.8 88,241

資産合計 105,340 96,115 △9,225 △8.8 98,620
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前第１四半期末
（平成19年３月31日）

当第１四半期末
（平成20年３月31日）

対前年

同期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
金額

（百万円）

金額

（百万円）

増減

（百万円）

増減率

（％）

金額

（百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 1,364 1,222 △141 △10.4 1,663

短期借入金 13,575 13,219 △356 △2.6 10,601

１年内に返済期限の

到来する長期借入金
8,037 7,566 △471

△5.9
7,877

未払法人税等 310 100 △210 △67.7 327

未払消費税等 339 246 △93 △27.4 350

賞与引当金 552 747 194 35.2 218

役員賞与引当金 8 11 3 35.9 43

その他 6,891 7,014 123 1.8 7,153

流動負債合計 31,079 30,128 △951 △3.1 28,236

Ⅱ 固定負債

長期借入金 18,730 16,295 △2,435 △13.0 17,560

退職給付引当金 6,612 6,607 △5 △0.1 6,832

役員退職引当金 201 131 △69 △34.7 162

会員預り保証金 16,605 16,234 △371 △2.2 16,275

その他 2,110 1,537 △572 △27.1 1,559

固定負債合計 44,261 40,807 △3,454 △7.8 42,390

負債合計 75,341 70,935 △4,405 △5.8 70,627

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

資本金 12,081 12,081 － － 12,081

資本剰余金 5,868 5,873 5 0.1 5,872

利益剰余金 6,026 7,494 1,468 24.4 8,220

自己株式 △2,313 △2,332 △18 － △2,334

株主資本合計 21,662 23,117 1,454 6.7 23,840

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価

差額金
8,030 1,748 △6,281 △78.2 3,824

評価・換算差額等合計 8,030 1,748 △6,281 △78.2 3,824

Ⅲ 少数株主持分 306 314 7 2.5 328

純資産合計 29,998 25,179 △4,819 △16.1 27,993

負債純資産合計 105,340 96,115 △9,225 △8.8 98,620
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(2) （要約）四半期連結損益計算書

前第1四半期

（自 平成19年１月１日

至 平成19年３月31日）

当第1四半期

（自 平成20年１月１日

至 平成20年３月31日）

対前年同期比

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

区分
金額

（百万円）

金額

（百万円）

増減

（百万円）

増減率

（％）

金額

（百万円）

Ⅰ 売上高 16,828 15,995 △832 △4.9 71,171

Ⅱ 売上原価 15,595 15,100 △494 △3.2 62,975

売上総利益 1,232 894 △338 △27.4 8,196

Ⅲ 販売費及び一般管理費 700 705 4 0.7 2,950

営業利益 531 189 △342 △64.5 5,245

Ⅳ 営業外収益

受取利息 0 0 △0 △27.1 0

受取配当金 － － － 359

その他 60 79 18 31.4 310

営業外収益合計 60 79 18 31.2 670

Ⅴ 営業外費用

支払利息 166 161 △5 △3.0 670

持分法による投資損失 34 12 △22 △64.4 43

その他 29 31 1 6.4 183

営業外費用合計 230 205 △25 △11.0 898

経常利益 361 63 △298 △82.5 5,018

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 － － － 544

その他 － 10 10 16

特別利益合計 － 10 10 560

Ⅶ 特別損失

ポイント引当金繰入額 － 100 100 －

撤退に伴う解約金 － 21 21 235

固定資産除却損 － 5 5 529

減損損失 － － － 419

投資有価証券評価損 － － － 43

本社・本部移転費用 － － － 16

その他 4 38 34 836.9 294

特別損失合計 4 165 161 － 1,538

税金等調整前四半期純利益

又は税金等調整前四半期純

損失(△)

357 △91 △449
－

4,039

税金費用 277 65 △211 △76.4 1,738

法人税等合計 277 65 △211 △76.4 1,738

少数株主利益 － － － － 20

少数株主損失 5 13 7 146.7 －

四半期期純利益又は四半

期純損失(△)
85 △144 △230 － 2,280
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年３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 85 85 85

自己株式の取得 △ 6 △ 6 △6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,289 △6 1,282

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － △496 △ 6 △502 1,289 △6 780

平成19年３月31日残高

（百万円）
12,081 5,868 6,026 △2,313 21,662 8,030 306 29,998

当第１四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年３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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 582 △ 582 △ 582

当期純損失 △ 144 △ 144 △ 144

自己株式の取得 △ 5 △ 5 △ 5

自己株式の処分 1 7 8 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 2,076 △ 14 △2,090

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － 1 △ 726 2 △ 723 △ 2,076 △ 14 △2,813

平成20年３月31日残高

（百万円）
12,081 5,873 7,494 △2,332 23,117 1,748 314 25,179

前連結会計年度(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

当期変動額 0 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期

（自 平成19年１月１日

至 平成19年３月31日）

当第１四半期

（自 平成20年１月１日

至 平成20年３月31日）

対前年同期比

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19年１月１日

至 平成19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(純利益)又は純

損失
357 △91 △449 4,039

減価償却費 806 833 27 3,223

減損損失 － － － 419

負のれん償却額 △1 △1 － △5

貸倒引当金の減少額 △32 △18 13 △12

受取利息及び受取配当金 △0 △0 0 △359

支払利息 166 161 △5 670

為替差益 △0 △0 0 △2

持分法による投資損失 34 12 △22 43

有形固定資産売却益 △0 － 0 △544

有形固定資産売却損 4 － △4 4

固定資産除却損 8 14 5 580

関係会社株式評価損 － － － 43

売上債権の増減額 △267 △86 180 134

たな卸資産の増減額 134 161 26 △24

仕入債務の減少額 △479 △440 38 △180

退職給付引当金の増減額 △120 △224 △103 98

役員退職引当金の減少額 △69 △30 39 △109

未払消費税の増減額 44 △103 △148 55

賞与引当金の増加額 375 528 152 42

役員賞与引当金の減少額 △69 △32 37 △34

その他の収入・支出 1 9 8 △112

小計 892 689 △203 7,971

利息及び配当金の受取額 0 0 △0 359

利息の支払額 △162 △161 0 △673

法人税等の支払額 △314 △327 △12 △544

営業活動によるキャッシュ・フロー 416 200 △215 7,112
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前第１四半期

（自 平成19年１月１日

至 平成19年３月31日）

当第１四半期

（自 平成20年１月１日

至 平成20年３月31日）

対前年同期比

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19年１月１日

至 平成19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）

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
△569 △764 △194 △3,489

有形及び無形固定資産の売却によ

る収入
1 － △1 1,804

投資有価証券の取得による支出 － △79 △79 △431

長期貸付金の回収による収入 0 1 1 0

差入保証金の差入による支出 △2 △0 2 △4

差入保証金の返還による収入 0 92 92 440

その他の投資活動による収入･支出 5 2 △2 △122

投資活動によるキャッシュ・フロー △564 △747 △182 △1,802

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 2,340 2,617 277 △633

長期借入れによる収入 － 350 350 4,800

長期借入金の返済による支出 △1,938 △1,926 11 △8,067

自己株式の売却による収入 － 8 8 12

自己株式の取得による支出 △6 △5 1 △35

配当金の支払額 △582 △582 0 △581

少数株主への配当金の支払額 △1 △1 △0 △1

その他の財務活動による支出 － － － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △188 460 648 △4,510

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 △0 2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △336 △86 250 801

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,700 3,502 801 2,700

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,363 3,415 1,052 3,502
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期（自 平成19年１月１日 至 平成19年３月31日）

ブライダル＆

ラグジュアリ

ーホテル事業

（百万円）

ワシントン

ホテル事業

（百万円）

リゾート事業

（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
5,851 7,167 3,241 567 16,828 － 16,828

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
454 63 5 103 627 （627） －

計 6,305 7,230 3,247 670 17,455 （627） 16,828

営業費用 6,149 6,919 3,193 673 16,935 （639） 16,296

営業利益 155 311 54 －2 519 12 531

当第1四半期（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日）

ブライダル＆

ラグジュアリ

ーホテル事業

（百万円）

ワシントン

ホテル事業

（百万円）

リゾート事業

（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
5,778 6,637 3,108 471 15,995 － 15,995

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
436 53 5 87 582 （582） －

計 6,214 6,691 3,113 559 16,578 （582） 15,995

営業費用 6,167 6,412 3,235 586 16,402 （595） 15,806

営業利益 47 278 －121 －27 175 13 189

前連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日）

ブライダル＆

ラグジュアリ

ーホテル事業

（百万円）

ワシントン

ホテル事業

（百万円）

リゾート事業

（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
25,194 28,920 14,836 2,219 71,171 － 71,171

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
1,885 259 33 390 2,569 （2,569） －

計 27,080 29,179 14,870 2,610 73,741 （2,569） 71,171

営業費用 25,300 27,142 13,448 2,657 68,548 （2,622） 65,925

営業利益 1,780 2,036 1,422 －46 5,192 53 5,245

【所在地別セグメント情報】

在外子会社および重要な海外支店がないため、記載を省略しております。

【海外売上高】

海外売上高がないため、該当事項はありません。


