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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期のわが国経済は、サブプライム問題に端を発する米国経済の減速、原油価格をはじ

めとする原材料価格の高騰、不安定な株式・為替相場の状況等の懸念材料が重なり、景気の先行き

に対する不透明感を強めております。 
ホテル業界におきましては、外資系を含む新規参入ホテルならびに改修を終了した既存大型ホテ

ルの本格稼働などにより、販売競争がより激化し厳しい経営環境が継続しております。 
 このような経営環境のなかで当社グループは、開業 75 周年を迎えた上高地帝国ホテルや開業 50
周年を迎える「インペリアルバイキング サール」の記念催事などの高品質な商品の販売活動を積

極的に展開してまいりました。 
この結果、当第１四半期の連結売上高は前年同期比 0.3％減の 14,512 百万円となり、営業利益は

前年同期比 6.9％減の 1,314 百万円、経常利益は前年同期比 6.7%減の 1,409 百万円、四半期純利益

は前年同期比 32.4％減の 610 百万円となりました。 
セグメント別では、ホテル事業の売上高は 12,915 百万円、営業利益 796 百万円となり、不動産賃

貸事業の売上高は 1,602 百万円、営業利益は 1,091 百万円となりました。 
なお、当社グループが営むホテル事業は、第１四半期及び第３四半期に宿泊及び宴会需要が強く、

売上高が多く計上される傾向があります。 
 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、前連結会計年度末と比べて 4.8%減少し、63,043 百万円となりました。 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて 1.1％減少し 17,923 百万円となりました。これは有価証

券が減少したことになどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて 6.2％減少し 45,120
百万円となりました。これは税法改正に伴い減価償却費が増加したことなどによります。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて 29.5％減少し 6,926 百万円となりました。これは確定納

付による未払法人税等の減少や賞与引当金の減少などによります。固定負債は、前連結会計年度末

に比べて 1.7％減少し、12,963 百万円となりました。 
純資産は、前連結会計年度末に比べて、0.1％減少し 43,154 百万円となりました。これは四半期

純利益の増加、配当金の支払等によります。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第 1 四半期の業績が、おおむね当初予定通りに推移しているため、平成 20 年 5 月 9 日発表時の業

績予想からの変更はありません。 
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
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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） 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

法人税等の計算 

 当連結会計年度の税引後当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を前連結会計年度の実

績を基として合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を

採用しております。 

 

(3) 四半期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 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準第

12 号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 19 年３

月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。ま

た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基準第

９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性

の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。 
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５．【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
(単位：百万円)

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 9,663 9,116

　  売掛金 3,840 3,622

　　有価証券 2,695 3,693

　　貯蔵品 450 350

　　その他 1,273 1,338

　　流動資産合計 17,923 18,122

　固定資産

　　有形固定資産 33,648 34,403

　　無形固定資産 1,302 1,322

　　投資その他の資産 10,169 12,363

　　固定資産合計 45,120 48,090

　資産合計 63,043 66,212

負債の部

　流動負債

　　買掛金 1,493 1,588

　　その他 5,432 8,242

　　流動負債合計 6,926 9,830

　固定負債

　　退職給付引当金 7,973 7,962

　　その他 4,990 5,222

　　固定負債合計 12,963 13,184

　負債合計 19,889 23,015

純資産の部

　株主資本

　　資本金 1,485 1,485

　　資本剰余金 1,378 1,378

　　利益剰余金 39,907 39,979

　　自己株式 △ 88 △ 88

　　株主資本合計 42,682 42,754

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 471 442

　　評価・換算差額等合計 471 442

　純資産合計 43,154 43,196

負債純資産合計 63,043 66,212
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（２）【四半期連結損益計算書】

　　　　【第１四半期連結累計期間】
(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間

( 自 平成20年４月１日 )

( 至 平成20年６月30日 )

売上高 14,512

材料費 3,262

販売費及び一般管理費 9,936

営業利益 1,314

営業外収益

　受取利息及び配当金 48

　その他 46

　営業外収益合計 95

経常利益 1,409

税金等調整前四半期純利益 1,409

法人税等 798

四半期純利益 610
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間

( 自 平成20年４月１日 )

( 至 平成20年６月30日 )

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期純利益 1,409

　減価償却費 904

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 696

　売上債権の増減額（△は増加） △ 217

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 99

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 95

　差入保証金の増減額（△は増加） 1,501

　その他 △ 502

　小計 2,202

　利息及び配当金の受取額 306

　法人税等の支払額 △ 918

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出 △ 1,903

　その他 427

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

　配当金の支払額 △ 564

　その他 △ 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 451

現金及び現金同等物の期首残高 12,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,358
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）　継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

（５）　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日  至平成20年６月30日） （単位   百万円）

（１）外部顧客に対する売上高 12,915    1,597    14,512    -         14,512    

（２）セグメント間の内部売上高 -         5        5         (5) -         

又は振替高

         計 12,915    1,602    14,518    (5) 14,512    

営  業  利  益 796       1,091    1,888     (574) 1,314     

（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 各事業の主な内容

①ホテル事業・・・ホテル事業及びこれに附帯する業務

②不動産賃貸事業・・事務所及び店舗の賃貸

【所在地別セグメント情報】

在外連結子会社がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

該当事項はありません。

（６）　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

売    上    高

計
消去又は

全    社
連  結

ホ テ ル

事    業

不 動 産

賃貸事業
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【参考資料】

　前第１四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書
(単位：百万円)

前年同四半期

自平成19年4月 1日

至平成19年6月30日

金　額

Ⅰ 売上高 14,562

Ⅱ 材料費 3,317

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,834

営業利益 1,411

Ⅳ 営業外収益 99

受取利息及び配当金 45

その他 54

経常利益 1,510

税金等調整前四半期純利益 1,510

法人税等 607

四半期純利益 903

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前年同四半期

自平成19年4月 1日

至平成19年6月30日

金　額

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

  １．税金等調整前四半期純利益 1,510

  ２．減価償却費 833

  ３．賞与引当金の増減額（△は減少） △ 725

　４．売上債権の増減額（△は増加） △ 260

　５．その他 △ 144

小計 1,213

　６．利息及び配当金の受取額 303

　７．法人税等の支払額 △ 1,110

営業活動によるキャッシュ・フロー 406

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

　１．有形固定資産の取得による支出 △ 1,610

  ２．その他 △ 102

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,712

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

  １．配当金の支払額 △ 609

  ２．その他 △ 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 609

Ⅳ  現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,916

Ⅴ  現金及び現金同等物の期首残高 12,091

Ⅵ  現金及び現金同等物の四半期末残高 10,174

科　目

科　目
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