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配当支払開始予定日 ―

1. 平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6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12月期第2四半期 29,198 ― △842 ― △985 ― △651 ―

20年12月期第2四半期 32,610 △5.8 857 △47.5 902 △45.3 71 △90.1

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12月期第2四半期 △5.60 ―

20年12月期第2四半期 0.61 ―

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12月期第2四半期 96,966 22,844 23.2 193.65
20年12月期 94,850 22,767 23.7 192.99

（参考） 自己資本 21年12月期第2四半期 22,532百万円 20年12月期 22,456百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

21年12月期 ― 0.00

21年12月期
（予想）

― 5.00 5.00

3. 平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 無

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 62,000 △8.0 2,000 △21.6 1,650 △33.6 600 △66.9 5.16
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4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無

(2) 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 有
（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。

(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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】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）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、5ページ【定性的情報・財務諸表等】「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。

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 122,074,243株 20年12月期 122,074,243株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 5,713,573株 20年12月期 5,710,792株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 116,362,326株 20年12月期第2四半期 116,383,996株
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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2四半期連結累計期間の当社グループの事業環境は、とりわけ製造業における生産・在庫調整を中

心に企業業績の急激な悪化による法人需要の減少と、先行き不安による個人の消費控えによって特に第

１四半期において非常に厳しい状況となりました。

最も大きな影響を受けたのは宿泊事業です。フォーシーズンズホテル椿山荘 東京では、欧米からの旅

行客・ビジネス客が、また首都圏のワシントンホテル、ホテルグレイスリーでは、アジア諸国からの旅

行客や国内ビジネス客が特に第１四半期に減少、競争激化に伴って単価も下落しました。

法人関連の宴会需要も急激に冷え込み、加えて5～6月には京阪神地区を中心に新型インフルエンザの

流行による宿泊や宴会のキャンセルも発生しました。

一方で婚礼事業や箱根におけるリゾート事業は比較的堅調に推移しました。

こうした結果、当第2四半期連結累計期間の売上は既存の営業施設で大きく減収となった他、建替によ

る秋葉原ワシントンホテルの営業休止、地方ワシントンホテルの営業終了といった特殊要因による減収

(7億円)もあり、連結全体の売上高は291億円と、前年同期比では34億円（10.5％）の減収となりました。

当社グループとしては、売上の落ち込みに対処すべく、人件費を中心に、水道光熱費、修繕費などあ

らゆる費用項目を全社ベースで見直し、固定費削減に努めてきております。その具体的な効果は第2四半

期から本格化し、収益体質は強化されつつあります。年後半には、より一層その効果が現れてくるもの

の、年前半においては大幅な減収をカバーするまでには至らず、営業損益は前年同期比16億円減少し、8

億円の営業損失となりました。

四半期毎の推移は以下の通りで、第２四半期は改善の兆しが見え始めています。第２四半期には概算

で３～５億円の新型インフルエンザの影響という一過性の減収要因を除けば前年同期比の減収幅は縮小

しています。コスト削減による収益体質強化が具体化し始めて、第２四半期では減収幅に対する減益の

度合いも縮小、経常利益は黒字化しています。

業績の概要は以下のとおりです。

（単位：百万円）

当 期 実 績 前 年 同 期 比

合計 第1四半期 第2四半期 合計 第1四半期 第2四半期

売上高 29,198 14,107 15,091 △3,412 △1,888 △1,523

営業利益 △842 △1,015 172 △1,699 △1,204 △495

経常利益 △985 △1,176 191 △1,888 △1,240 △648

四半期純利益 △651 △786 135 △722 △642 △80

東京の椿山荘、大阪の太閤園、箱根小涌園では豊かな庭園、自然を有する強みを活かしたホタルの鑑

賞イベント（ほたるの夕べ）を今年も実施しました。お客様に季節を肌で感じていただきながらお食事

をお楽しみいただくなど、「本物」と「おもてなし」のサービスを提供することで、当社の特徴を活か

した取組みを続けております。

5月には福井ワシントンホテルを、「ホテルフジタ福井」としてリニューアルオープンしました。改装

を軸にシティホテルとしての品質を確立し、「最高の空間」を演出することで商圏を県外へも広げる一

方、地元の方にも気軽に食事や宴席をお楽しみいただけるホテルとして再出発しております。

さらに、当社グループは京都市が新たに行う「世界遺産・二条城ウェディング」を受託しました。婚

礼事業者としての当社の豊富な経験を活かしながら、二条城という伝統的な「和」を新たに取り入れた

魅力ある婚礼を提供して、婚礼事業のさらなる拡大に努めてまいります。

セグメント別の概況については以下のとおりです。

ブライダル＆ラグジュアリーホテル事業 （金額単位：百万円、人数：千名）

売 上 高 利 用 人 員 利 用 単 価（円）

当期 前期比 増減率 当期 前期比 増減率 当期 前期比 増減率

婚礼部門 4,701 △ 229 △4.7% 113 △ 9 △7.7% 41,518 1,326 3.3%

宴会部門 2,153 △ 395 △15.5% 228 △ 39 △14.9% 9,415 △ 72 △0.8%

レストラン部門 1,832 △ 135 △6.9% 346 △ 24 △6.5% 5,291 △ 23 △0.4%

宿泊部門 682 △ 307 △31.0% 36 △ 7 △17.0% 18,535 △ 3,770 △16.9%

その他 2,711 △ 181 △6.3% - - - - - -

合計 12,082 △ 1,249 △9.4% 725 △ 87 △10.0% 16,661 124 0.7%

*利用単価は単純合算をベースに算出しております。
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婚礼部門は「ゲストをおもてなしする結婚式」として、嗜好にあわせたお料理やドレス選びのお手伝

いなど、ゲストに対するよりきめ細かな気配り・配慮を積極的に提案してまいりました。そうした施策

の効果もあり、当第2四半期までの業績は堅調に推移し、前年同期との比較では、一部のワシントンホテ

ル内の婚礼をホテルグレイスリー・ワシントンホテル事業へ移管したことによる減収（△280百万円）を

除くと、実質増収となりました。

一方、宴会部門は景気の低迷による法人や団体のパーティの減少により減収となりました。

また宿泊部門はフォーシーズンズホテル椿山荘 東京で、欧米の景気の悪化による海外からの宿泊客を

中心に大きく減収となりましたが、女性をターゲットとする「ピラティス＆スペシャル美朝食」プラン

の提案を始める等、新たな顧客開拓も進めております。

これらの結果当第2四半期連結累計期間の事業全体の売上は前年同期比1,249百円の減収となり、営業

利益は前年同期比426百万円減益の184百万円となりました。

ホテルグレイスリー・ワシントンホテル事業 （金額単位：百万円、人数：千名）

売 上 高 利 用 人 員 利 用 単 価（円）

当期 前期比 増減率 当期 前期比 増減率 当期 前期比 増減率

宿泊部門 7,213 △ 1,528 △17.5% 1,091 △ 149 △12.1% 6,607 △ 434 △6.2%

レストラン部門 1,767 △ 266 △13.1% 816 △ 160 △16.4% 2,165 83 4.0%

宴会部門 1,305 74 6.1% 157 △ 6 △4.1% 8,283 795 10.6%

その他 747 △ 136 △15.5% - - - - - -

合計 11,034 △ 1,857 △14.4% 2,066 △ 317 △13.3% 5,341 △ 69 △1.3%

*利用単価は単純合算をベースに算出しております。

法人の国内出張の減少と、アジア諸国からの旅行客の減少等による利用人員の減少のほか、需給の悪

化による単価の下落もあって、新宿ワシントンホテルを初めとする首都圏のホテルの宿泊部門を中心に

減収となりました。また秋葉原ワシントンホテルの営業休止等の特殊要因（705百万円）による減収もあ

りました。

なお宴会部門の増収は一部の婚礼事業の移管（前述）によるものです。

ワシントン各ホテルでは、横浜開港150周年記念「開港博Ｙ150」にあわせた夜景めぐりプラン（東京

～横浜のベイサイドの夜景を楽しみながら、食事・宿泊）の販売など、個人向けのさまざまな提案を増

やしてきております。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の事業全体の売上は前年同期比1,857百万円の減収となり、

営業損益は前年同期比1,105百万円減益の591百万円の損失となりました。

リゾート事業 （金額単位：百万円、人数：千名）

売 上 高 利 用 人 員 利 用 単 価（円）

当期 前期比 増減率 当期 前期比 増減率 当期 前期比 増減率

リゾートホテル部門 4,056 △ 357 △8.1% 714 △ 61 △7.9% 5,680 △ 13 △0.2%
日帰り・レジャー部門 1,856 △ 51 △2.7% 471 △ 10 △2.2% 3,940 △ 21 △0.5%

その他 140 0 △0.4% - - - - - -

合計 6,053 △ 409 △6.3% 1,185 △ 71 △5.7% 5,107 △ 35 △0.7%

*利用単価は単純合算をベースに算出しております。

箱根小涌園ではフレンチレストラン「フォンテンブロー」の改装や、「茶寮椿山荘」の営業強化等に

より、レストラン部門が増収となりました。またホテル小涌園や日帰り部門のユネッサンも概ね堅調に

推移し、箱根小涌園全体では前年同期比35百万円の微増収となりました。

一方、京都国際ホテルやホテルフジタ京都は、新型インフルエンザ流行によるキャンセルや旅行の見

合わせ等も影響して前年同期比減収となりました。

その他のリゾートホテルや日帰り部門ではＥＴＣ搭載車の高速道路割引記念商品としてお得なプラン

を提案するなど販売に努めましたが、各施設で前年同期比減収となりました。

これらの結果当第2四半期連結累計期間の事業全体の売上は前年同期比409百万円の減収となり、営業

損益は前年同期比147百万円減益の350百万円の損失となりました。
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その他事業

当第2四半期連結累計期間のその他事業全体の売上は前年同期比135百万円減収の962百万円となり、営

業損益は前年同期比17百万円減益の107百万円の損失となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産・負債の状況）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は96,966百万円（前連結会計年度末比2,116百万円増

加）となりました。主な増加要因は、当社グループが賃借して運営していた「京都国際ホテル」の土

地・建物の買取による固定資産の増加であります。なお当第2四半期連結会計期間末の借入金残高に

ついても、「京都国際ホテル」の取得資金を調達したこと等により、前連結会計年度末比3,169百万

円増加の 41,974百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

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、497百万円のキャッシュ・インとなり、前年同期比で793百

万円キャッシュ・インが減少しました。主に営業損益が悪化したためです。

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、3,918百万円のキャッシュ・アウトとなりました。主な使途

は京都国際ホテルの土地・建物取得であります。

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、借入金の増加によって2,571百万円のキャッシュ・インとな

りました。この資金は配当金582百万円の支出や、投資資金へ充当しております。

これらの結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は5,771百万円となり、前

連結会計年度末から848百万円減少しております。

３．連結業績予想に関する定性的情報

法人需要・個人消費は、急激な調整局面を脱しつつある感はあるものの、堅調な回復過程と言うに

は程遠く、当社グループの事業環境は第3四半期以降も引き続き厳しい状況が続くものと思われます。

しかしながら、宿泊部門の予約状況に改善の兆しが見られること、また第2四半期まで堅調であっ

た椿山荘などの婚礼事業は10月、11月の婚礼トップシーズンに向けて引続き底堅く推移するものと

見られることから、下期としては当初見込み並みの売上を確保できるものと見ており、通期では620

億円の売上を見込んでおります。

費用面では、全社を挙げて固定費の削減と生産性向上による収益体質強化に取り組んでまいります。

第2四半期までに実施した削減施策を、下期により一層推し進めることにより、通期では営業利益20

億円、経常利益16億円、当期純利益6億円を見込んでおります。

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

（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。
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繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一

時差異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間から「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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間から「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）を適用し、評価基準については原価法（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。なおこの変更による損益への影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5

年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基

準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変

更し、リース資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定

額法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べてリース資産が無形固定資産に139百万円計上されて

おりますが、損益への影響はありません。

（会計方針の変更）

有価証券の評価基準および評価方法の変更

当社及び連結子会社は、有価証券の評価基準および評価方法について、従来、その他有価証券

（時価のあるもの）に関しては連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法により評価しており

ましたが、当第1四半期連結会計期間から期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づき評価する方法に

変更しております。これは、長期保有目的で有価証券を保有する当社にとって、昨年来から続く

一連の金融情勢の混乱に伴う市場価格の短期的な変動による財務諸表への過度な影響を排除する

ことが好ましいと判断したためであります。

なお当社及び連結子会社は、有価証券の評価方法として四半期洗替え法を採用しているため、

当第1四半期連結会計期間では従来の方法によった場合に比べて投資有価証券評価損が10百万円増

加しておりましたが、当第2四半期連結会計期間には市場価格等に基づく時価が回復したため、評

価損の戻入をおこなっております。このためこの変更による当第2四半期連結累計期間における損

益への影響はありません。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,771 6,620

受取手形及び売掛金 2,932 3,528

有価証券 11 1

商品 121 119

仕掛品 22 36

原材料及び貯蔵品 344 475

その他 1,821 1,873

貸倒引当金 △46 △39

流動資産合計 10,978 12,616

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 42,337 42,292

工具、器具及び備品（純額） 2,800 2,990

土地 12,537 10,029

建設仮勘定 43 27

コース勘定 3,107 3,107

その他 628 678

有形固定資産合計 61,453 59,125

無形固定資産

無形固定資産合計 460 338

投資その他の資産

投資有価証券 12,014 10,772

その他 12,059 11,996

投資その他の資産合計 24,074 22,769

固定資産合計 85,988 82,233

資産合計 96,966 94,850

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,171 1,661

短期借入金 15,896 14,101

1年内返済予定の長期借入金 7,004 6,931

未払法人税等 130 210

賞与引当金 153 153

役員賞与引当金 11 14

ポイント引当金 93 93

その他 6,426 6,835

流動負債合計 30,888 30,001
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日)

固定負債

長期借入金 19,074 17,771

退職給付引当金 6,841 6,728

役員退職慰労引当金 168 143

負ののれん 2 5

会員預り保証金 15,561 15,968

その他 1,584 1,462

固定負債合計 43,234 42,081

負債合計 74,122 72,082

純資産の部

株主資本

資本金 12,081 12,081

資本剰余金 5,873 5,874

利益剰余金 8,216 9,449

自己株式 △2,347 △2,347

株主資本合計 23,824 25,058

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,291 △2,601

評価・換算差額等合計 △1,291 △2,601

少数株主持分 311 310

純資産合計 22,844 22,767

負債純資産合計 96,966 94,850
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

売上高 29,198

売上原価 28,616

売上総利益 582

販売費及び一般管理費 1,424

営業利益 △842

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 205

受取地代家賃 29

その他 62

営業外収益合計 298

営業外費用

支払利息 347

持分法による投資損失 38

その他 55

営業外費用合計 441

経常利益 △985

特別利益

預り保証金取崩益 239

特別利益合計 239

特別損失

投資有価証券評価損 30

その他 6

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純利益 △782

法人税、住民税及び事業税 △29

法人税等調整額 △110

法人税等合計 △140

少数株主利益 8

四半期純利益 △651
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21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 △782

減価償却費 1,741

減損損失 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7

受取利息及び受取配当金 △206

支払利息 347

為替差損益（△は益） △0

持分法による投資損益（△は益） 38

固定資産除却損 18

投資有価証券評価損益（△は益） 30

預り保証金取崩益 △239

売上債権の増減額（△は増加） 596

たな卸資産の増減額（△は増加） 143

仕入債務の増減額（△は減少） △489

退職給付引当金の増減額（△は減少） 113

負ののれん償却額 △7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24

未払消費税等の増減額（△は減少） △41

賞与引当金の増減額（△は減少） 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2

その他の支出 △472

小計 819

利息及び配当金の受取額 203

利息の支払額 △321

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △203

営業活動によるキャッシュ・フロー 497

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 △4,052

投資有価証券の取得による支出 △10

差入保証金の差入による支出 △3

差入保証金の回収による収入 144

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,918
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(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,794

長期借入れによる収入 4,650

長期借入金の返済による支出 △3,275

自己株式の売却による収入 1

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △580

少数株主への配当金の支払額 △1

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △848

現金及び現金同等物の期首残高 6,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,771
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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

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21年１月１日 至 平成21年６月30日）

ブライダル
＆ラグジュ
アリーホテ
ル事業

(百万円)

ホテルグレ
イスリー・
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

11,291 11,025 6,043 837 29,198 － 29,198

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替高

790 8 9 125 933 （933） －

計 12,082 11,034 6,053 962 30,132 （933） 29,198

営業利益 184 △591 △350 △107 △864 21 △842

(注)１.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

(注)２.各事業の主な営業店舗等

(1)ブライダル＆ラグジュ

アリーホテル事業
… 当社が経営する椿山荘、太閤園、フォーシーズンズホテル椿山荘 東京に

加えて、子会社で㈱Plus Thank、藤田観光工営㈱など5社があります。

(2)ホテルグレイスリー・

ワシントンホテル事業
… 当社が経営する銀座、田町のホテルグレイスリー、新宿、東京ベイ有明、

横浜伊勢佐木町、横浜桜木町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、子会社が経営するホテルグレイスリー札幌および旭

川、浦和、関西エアポート、キャナルシティ・福岡、長崎などの各ワシン

トンホテル、ホテルフジタ福井など9社があります。

(3)リゾート事業 … 当社が経営する箱根小涌園、箱根小涌園ユネッサン、カメリアヒルズカン

トリークラブに加えて、子会社で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㈱など7社があります。

(4)その他事業 … 当社が経営する不動産周辺事業に加えて、子会社で藤田グリーン・サービ

ス㈱、藤田観光マネジメントサービス㈱などがあります。

(注）３．配賦不能営業費用はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第2四半期連結累計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年6月30日）

在外子会社およ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21年1月1日 至 平成21年6月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

(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。
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「参考」

前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日

至 平成20年6月30日）

区分
金額

（百万円）

Ⅰ 売上高 32,610

Ⅱ 売上原価 30,285

売上総利益 2,325

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,467

営業利益 857

Ⅳ 営業外収益

受取利息 0

受取配当金 342

その他 166

営業外収益合計 508

Ⅴ 営業外費用

支払利息 327

持分法による投資損失 48

その他 87

営業外費用合計 462

経常利益 902

Ⅵ 特別利益

その他 14

特別利益合計 14

Ⅶ 特別損失

ポイント引当金繰入額 100

建物解体・原状回復費用 85

撤退に伴う解約金 33

固定資産除却損 5

減損損失 0

その他 56

特別損失合計 281

税金等調整前中間純利益 636

法人税、住民税及び事業税 103

法人税等調整額 480

税金費用合計 583

少数株主損失 18

中間純利益 71
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 金額（百万円）

区分

前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日

至 平成20年６月30日）

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 636

減価償却費 1,657

減損損失 0

貸倒引当金の減少額 △19

受取利息及び受取配当金 △342

支払利息 327

為替差益 △0

持分法による投資損失 48

有形固定資産売却損 1

有形固定資産除却損 38

売上債権の減少額 372

たな卸資産の増減額 126

仕入債務の減少額 △363

退職給付引当金の増減額 △195

負ののれんの償却額 △2

ポイント引当金の増加額 100

役員退職引当金の減少額 △6

未払消費税の増減額 △120

賞与引当金の増減額 △16

役員賞与引当金の減少額 △19

その他の収入・支出 △625

小計 1,595

利息及び配当金の受取額 342

利息の支払額 △314

法人税等の支払額 △331

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,291

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,343

有形及び無形固定資産の売却による収入 3

投資有価証券の取得による支出 △735

貸付金の回収による収入 98

差入保証金の差入による支出 △2

差入保証金の返還による収入 528

その他の投資活動による支出 △380

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,831

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 3,075

長期借入れによる収入 3,050

長期借入金の返済による支出 △4,415

自己株式の売却による収入 13

自己株式の取得による支出 △12

配当金の支払額 △580

少数株主への配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,128

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 589

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,502

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,092
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セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報）

前中間連結会計期間（自 平成 20年１月１日 至 平成 20年 6月 30 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
12,466 12,762 6,450 930 32,610 － 32,610

(2)セグメント間の

内部売上高又は振替高
865 129 12 167 1,174 （1,174） －

計 13,332 12,891 6,462 1,097 33,784 （1,174） 32,610

営業費用 12,720 12,378 6,665 1,187 32,952 （1,198） 31,753

営業利益 611 513 △202 △ 89 832 24 857
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