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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 11,746 ― 513 ― 200 ― △882 ―
20年3月期第2四半期 12,361 4.2 851 11.5 598 1.9 375 44.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △101.81 ―
20年3月期第2四半期 43.30 ―

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

21年3月期第2四半期 49,882 11,621 22.8 1,315.39
20年3月期 51,027 12,819 24.6 1,452.09

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,390百万円 20年3月期  12,574百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 25.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 22,900 △3.8 720 △31.0 100 △78.9 △982 ― △113.40

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) 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  無  

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  8,670,080株 20年3月期  8,670,080株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  11,018株 20年3月期  10,718株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,659,202株 20年3月期第2四半期  8,659,987株



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２四半期（６ヶ月）の国内経済は、４～６月期のＧＤＰが実質・名目ともにマイナスとなり、景気減速が鮮明

になりました。原油価格、原材料の高騰が個人消費に影を落とす中、９月以降には米国発の世界的な金融危機による

悪影響が懸念され、株価など景気指標の低迷も顕在化いたしました。

　このような中、当社グループは積極的な広告展開を主に、プールのリニューアル等、攻めの営業を推し進めました。

しかしながら、観光ホテル事業の業況は第１四半期から厳しさを増し、トップシーズンの夏休み、お盆時期を含む第

２四半期においても予想を下回り低調に推移しました。全地域に渡る傾向として、家計のレジャー支出等の抑制によ

り観光客数が減少し、当第２四半期（６ヶ月）における、同事業の売上高は前年同期を下回る結果となりました。

　北海道地区の特記としまして、７月に北海道洞爺湖サミットが開催され、洞爺湖と定山渓の３つのホテルにおいて

サミット警備関係者等の宿泊による一時的増収要因もありました。しかしながら、特に集客の落ち込みが大きかった

阿寒湖地区において、今後の観光客数の推移等を勘案し、２つのホテルに集約して経営資源の効率化を図るため、平

成20年10月20日をもって阿寒ビューホテルの閉館を決定いたしました。また、収益の下落と１館の閉鎖により、減損

会計を適用し、同地区にかかる特別損失を1,178百万円計上いたしました。

　一方、ビジネスホテル事業の売上は、首都圏及び大阪とも営業活動を活発にした結果、企業のセミナー、研修等の

旺盛な需要に支えられ、売上は引き続き増加傾向で推移しました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期における総資産は49,882百万円となり、前連結会計年度比1,145百万円の減少となりました。特に固定

資産は大型の設備投資を抑制したこと及び減損損失処理があったこと等から前期末比1,763百万円の減少となりました。

なお、今期は会計システムの更新にかかるＩＴ投資の予定があり、その資産は下期に計上されます。

　一方、負債は社債等の増加により前期末比53百万円の増加となりました。なお、純資産は11,621百万円となり、自

己資本比率は22.8％と前連結会計年度より1.8ポイント減少いたしました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,356百万円となり、前連結会計年度末と比較して

839百万円の増加となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,537百万円の収入となりました。

　主な要因は、税金等調整前当期純損失が667百万円だったものの、減損損失1,178百万円及び減価償却費478百万円に

よるものであります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は102百万円の支出となりました。

　主な要因は、定期預金への預け入れ15百万円及び有形・無形の固定資産取得の支出87百万円によるものであります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は138百万円の収入となりました。

　主な要因は、短期・長期の借入及び社債の発行により3,447百万円を調達したことによるものであります。マイナス

要因としては短期・長期借入金の返済及び社債の償還が3,310百万円によるものであります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期の連結売上高は当初計画を下回る水準で推移しました。下期につきましても、企業業績の低迷、株価

や為替の不透明感等の外部環境の影響により、国内、海外ともに観光客数の減少と販売価格の低下圧力が見込まれま

す。当社を取り巻く需給関係の好転は期待しにくいことから、予想売上高は当初見込み比、10億円引き下げ229億円を

見込んでおります。

　一方、費用につきましては、継続して幅広い範囲でコスト削減に努めますが、原材料及びサービス価格の圧縮に限

界があり、売上の減少をカバー出来るところまでの早急な削減は困難です。経営環境を勘案し、営業利益、経常利益、

当期純利益につきましては以下の通り下方修正いたします。なお、詳細は別途開示する業績予想の修正に関するお知

らせに記載しております。

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 23,900 1,100 650 380 43 88

今回修正予想（Ｂ） 22,900 720 100 △982 △113 40

増減額（Ｂ－Ａ） △1,000 △380 △550 △1,362 －  

増減率（％） △4.2 △34.5 △84.6 － －  

前期実績 23,797 1,043 475 177 20 41

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

　該当事項はありません。

（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

１．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。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

３．リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。但し、リース取引開始日がリー

ス会計基準適用初年度開始前の取引につき引き続き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行って

おります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,420,690 4,666,251

売掛金 976,768 795,703

商品 99,853 124,267

原材料 57,982 57,334

貯蔵品 56,967 62,030

繰延税金資産 125,990 105,300

未収法人税等 － 74,510

その他 200,462 192,235

貸倒引当金 △2,367 △1,667

流動資産合計 6,936,348 6,075,967

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 72,292,215 72,302,522

減価償却累計額及び減損損失累計額 △44,283,168 △42,561,868

建物及び構築物（純額） 28,009,047 29,740,654

機械装置及び運搬具 690,890 720,461

減価償却累計額及び減損損失累計額 △636,334 △658,661

機械装置及び運搬具（純額） 54,555 61,800

土地 11,440,877 11,466,028

その他 4,416,598 4,363,473

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,840,254 △3,788,122

その他（純額） 576,344 575,350

有形固定資産合計 40,080,825 41,843,833

無形固定資産   

のれん 630,444 649,170

その他 207,198 426,647

無形固定資産合計 837,643 1,075,817

投資その他の資産   

投資有価証券 1,496,940 1,684,651

繰延税金資産 233,032 31,594

破産更生債権等 － 4,764

その他 235,984 259,754

貸倒引当金 △9,662 △25,677

投資その他の資産合計 1,956,294 1,955,089

固定資産合計 42,874,763 44,874,741

繰延資産   

社債発行費 70,614 75,794

繰延資産合計 70,614 75,794

資産合計 49,881,725 51,026,503



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 991,306 1,009,203

短期借入金 6,690,000 7,690,000

1年内償還予定の社債 705,000 505,000

1年内返済予定の長期借入金 5,432,064 3,911,196

未払金 1,536,038 1,769,221

未払法人税等 140,881 95,073

未払消費税等 101,789 154,361

繰延税金負債 486 236

役員賞与引当金 21,500 43,000

その他 400,510 415,409

流動負債合計 16,019,576 15,592,701

固定負債   

社債 6,108,000 4,560,500

長期借入金 14,791,159 16,611,625

繰延税金負債 486,523 585,733

退職給付引当金 442,619 441,705

負ののれん 58,177 60,947

長期預り保証金 354,075 354,125

その他 270 415

固定負債合計 22,240,824 22,615,051

負債合計 38,260,401 38,207,753

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,454,940 2,454,940

資本剰余金 2,182,984 2,182,984

利益剰余金 6,696,681 7,794,732

自己株式 △10,640 △10,374

株主資本合計 11,323,965 12,422,281

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66,113 151,876

評価・換算差額等合計 66,113 151,876

少数株主持分 231,244 244,591

純資産合計 11,621,324 12,818,749

負債純資産合計 49,881,725 51,026,503



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益 11,746,482

営業費用 11,233,787

営業利益 512,695

営業外収益  

受取利息 3,858

受取配当金 26,861

受取地代家賃 48,357

負ののれん償却額 2,770

その他 38,377

営業外収益合計 120,225

営業外費用  

支払利息 349,675

社債発行費 52,686

社債発行費償却 5,180

その他 24,925

営業外費用合計 432,468

経常利益 200,452

特別利益  

投資有価証券売却益 35,965

その他 1,375

特別利益合計 37,340

特別損失  

固定資産除却損 13,936

減損損失 1,178,413

投資有価証券売却損 1,877

たな卸資産評価損 25,006

その他 2,525

特別損失合計 1,221,759

税金等調整前四半期純損失（△） △983,966

法人税、住民税及び事業税 140,902

過年度法人税等 23,247

法人税等調整額 △262,953

法人税等合計 △98,803

少数株主損失（△） △3,596

四半期純損失（△） △881,566



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益 6,625,665

営業費用 5,910,462

営業利益 715,202

営業外収益  

受取利息 3,661

受取配当金 5,853

受取地代家賃 23,242

負ののれん償却額 1,385

その他 18,190

営業外収益合計 52,332

営業外費用  

支払利息 175,352

社債発行費 52,686

社債発行費償却 2,590

その他 15,124

営業外費用合計 245,754

経常利益 521,781

特別利益  

その他 249

特別利益合計 249

特別損失  

固定資産除却損 9,846

減損損失 1,178,413

投資有価証券売却損 412

特別損失合計 1,188,673

税金等調整前四半期純損失（△） △666,643

法人税、住民税及び事業税 113,620

過年度法人税等 7,795

法人税等調整額 △142,351

法人税等合計 △20,936

少数株主利益 735

四半期純損失（△） △646,442



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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損失（△） △983,966

減価償却費 960,633

減損損失 1,178,413

のれん償却額 15,955

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,550

退職給付引当金の増減額（△は減少） 914

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,619

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,500

受取利息及び受取配当金 △30,719

支払利息 349,675

社債発行費償却 5,180

社債発行費 52,686

投資有価証券売却損益（△は益） △34,087

投資有価証券評価損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 13,936

売上債権の増減額（△は増加） △181,065

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,829

仕入債務の増減額（△は減少） △17,896

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,571

その他の資産・負債の増減額 △186,207

小計 1,048,041

利息及び配当金の受取額 30,785

利息の支払額 △353,266

法人税等の支払額 △43,832

営業活動によるキャッシュ・フロー 681,728

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △15,000

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △143,784

投資有価証券の売却による収入 77,903

貸付金の回収による収入 3,121

無形固定資産の取得による支出 △29,956

有形固定資産の除却による支出 △3,288

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,005



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △2,000,000

長期借入れによる収入 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △1,999,598

社債の発行による収入 1,947,313

社債の償還による支出 △252,500

自己株式の取得による支出 △266

配当金の支払額 △216,484

少数株主への配当金の支払額 △9,750

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 839,438

現金及び現金同等物の期首残高 4,516,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,355,690



　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

　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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

観光ホテル
事業

ビジネスホ
テル事業

スポーツ施
設運営事業

レストラン
事業

計
消去又は
全社

連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 9,625,613 1,964,384 105,255 51,229 11,746,482 － 11,746,482

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
64 322 10,165 － 10,552 (10,552) －

計 9,625,677 1,964,707 115,421 51,229 11,757,035 (10,552) 11,746,482

営業利益又は営業損失 143,738 343,002 △3,565 8,402 491,577 21,118 512,695

（注）１．事業区分の方法

事業区分は、内部管理（関係会社管理）上採用している区分によっております。

２．各事業区分の運営会社

事業区分 運営会社

観光ホテル事業

当社、㈱東北カラカミ観光、㈱洞爺サンパレス、㈱古賀乃井、㈱

ニュー阿寒ホテル、㈱洞爺パークホテル、㈱川久、㈱ホテルエメラ

ルド、㈱マックスパート、㈱阿寒ビューホテル

ビジネスホテル事業 当社、㈱マックスパート、㈱川久

スポーツ施設運営事業 サンシャインビル㈱

レストラン事業 ㈱羊ヶ丘展望園

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高がないため、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

　該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益  12,361,321 100.0

Ⅱ　営業費用  11,510,754 93.1

営業利益  850,566 6.9

Ⅲ　営業外収益    

１．受取利息 7,432   

２．受取配当金 25,294   

３．受取地代家賃 50,682   

４．匿名組合分配利益 1,160   

５．負ののれん償却額 2,770   

６．持分法による投資利益 390   

７．その他 45,237 132,966 1.0

Ⅳ　営業外費用    

１．支払利息 363,823   

２．社債発行費償却 5,326   

３．その他 16,188 385,338 3.1

経常利益  598,194 4.8

Ⅴ　特別利益    

１．固定資産売却益 25   

２．投資有価証券売却益 101,275   

３．貸倒引当金戻入益 1,456   

４．その他 5,570 108,326 0.9

Ⅵ　特別損失    

１．固定資産除却損 12,059   

２．投資有価証券売却損 2,264   

３．投資有価証券評価損 143 14,467 0.1

税金等調整前中間純利益  692,053 5.6

法人税、住民税及び事業税 283,268   

過年度法人税等 △804   

法人税等調整額 42,662 325,126 2.6

少数株主利益  △8,090 △0.0

中間純利益  375,018 3.0



（２）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19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

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 692,053

減価償却費 969,854

のれん償却額 9,690

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,033

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,463

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,666

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,500

受取利息及び受取配当金 △32,726

支払利息 363,823

社債発行費償却 5,326

持分法による投資損益（△は益） △390

投資有価証券売却益 △101,275

投資有価証券売却損 2,264

有形固定資産除却損 12,059

売上債権の増減額（△は増加） △330,487

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,158

仕入債務の増減額（△は減少） △36,373

未払消費税等の増減額（△は減少） 70,093

その他資産・負債の増減額 165,370

小計 1,741,773

利息及び配当金の受取額 32,811

利息の支払額 △361,187

法人税等の支払額 △328,440

法人税等の還付額 804

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,085,760



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △439,539

有形固定資産の売却による収入 350

投資有価証券の取得による支出 △24,900

投資有価証券の売却による収入 348,425

匿名組合契約の解約による収入 141,315

貸付けによる支出 △20,000

貸付金の回収による収入 421

無形固定資産の取得による支出 △5,067

有形固定資産の除却による支出 △3,334

投資活動によるキャッシュ・フロー 97,670

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,721,982

自己株式の取得による支出 △303

配当金の支払額 △216,501

少数株主への配当金の支払額 △10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △448,786

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△は減少） 734,644

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,042,111

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 4,776,756



（３）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19年４月１日　至　平成19年９月30日）

観光ホテル
事業

ビジネスホ
テル事業

スポーツ施
設運営事業

レストラン
事業

計
消去又は
全社

連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 10,387,238 1,815,333 115,580 43,169 12,361,321 － 12,361,321

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
98 269 10,137 － 10,505 (10,505) －

計 10,387,336 1,815,602 125,718 43,169 12,371,826 (10,505) 12,361,321

営業費用 9,905,931 1,474,229 121,569 39,198 11,540,929 (30,175) 11,510,754

営業利益 481,405 341,372 4,148 3,970 830,896 19,669 850,566

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。



６．生産、受注及び販売の状況

当社グループは主としてホテル事業を営んでいるため、生産、受注及び販売の状況については、事業の種類別セグ

メントごとに、部門別の販売実績及び宿泊客数実績を記載しております。

①　販売実績

　当第２四半期連結累計期間の営業収益を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

観光ホテル

事業

定山渓ビューホテル 2,220,231 1.2

洞爺サンパレス 1,571,619 △7.2

洞爺パークホテル天翔 852,875 △6.2

ホテル瑞鳳 800,758 △12.5

ニュー阿寒ホテル 776,836 △6.0

コガノイベイホテル 682,026 △12.5

秋保グランドホテル 635,025 △8.2

ホテル川久 568,442 △16.5

ホテル古賀の井 537,139 △9.0

ホテルエメラルド 415,068 △18.1

白浜シーサイドホテル 386,681 △2.0

阿寒ビューホテル 178,096 △12.6

本社 811 △15.4

小計 9,625,613 △7.3

ビジネスホテル

事業

晴海グランドホテル 880,051 0.9

川崎グランドホテル 290,654 △0.8

ホテルコスモスクエア国際交流

センター
793,678 22.1

小計 1,964,384 8.2

スポーツ施設

運営事業

サンシャインスポーツクラブ 105,255 △8.9

小計 105,255 △8.9

レストラン

事業

羊ヶ丘展望園 51,229 18.7

小計 51,229 18.7

合計 11,746,482 △5.0

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



②　宿泊客数実績

　当第２四半期連結累計期間の宿泊客数実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

人数（人） 前年同期比（％）

観光ホテル

事業

定山渓ビューホテル 206,443 6.2

洞爺サンパレス 139,961 △7.7

洞爺パークホテル天翔 83,924 △1.4

ホテル瑞鳳 47,859 △9.3

ニュー阿寒ホテル 76,994 △2.2

コガノイベイホテル 34,745 △11.6

秋保グランドホテル 50,636 △1.9

ホテル川久 18,162 △13.5

ホテル古賀の井 33,867 △9.7

ホテルエメラルド 44,791 △16.3

白浜シーサイドホテル 36,172 0.0

阿寒ビューホテル 25,981 △7.5

小計 799,535 △3.7

ビジネスホテル

事業

晴海グランドホテル 56,031 △1.8

川崎グランドホテル 17,012 △0.5

ホテルコスモスクエア国際交流

センター
65,283 25.4

小計 138,326 9.6

合計 937,861 △1.9
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