
2021年12月24日

各　　位

株式会社京都ホテル

代表取締役社長 福永　法弘

(コード番号9723　東証第二部)

取締役経理部長 西川　治彦

(ＴＥＬ　075-211-5111)

親会社等の中間決算に関するお知らせ

当社の親会社等である、株式会社ホテルオークラの2022年3月期の中間決算が

確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．親会社等の概要

(1) 株式会社ホテルオークラ

(2) 代表取締役社長　荻田　敏宏

(3) 東京都港区虎ノ門二丁目10番４号

(4) ホテル資産の所有およびホテル事業会社の所有・管理

ホテル関連事業会社の所有・管理他

(5) 3,000百万円(2021年9月末現在)

(6) 35.3％(2021年9月末現在)所有議決権数の割合

本 店 所 在 地

事 業 の 内 容

資 本 金

会社名

代表者名

問合せ先

商 号

代 表 者
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【大株主の状況】 

2021年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所
有株式数の割合

(％) 

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 519 8.7 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 415 6.9 

日本製鉄株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 325 5.4 

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 300 5.0 

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 262 4.4 

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋三丁目５番12号 262 4.4 

公益財団法人大倉文化財団 東京都港区虎ノ門二丁目10番３号 260 4.3 

森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目３番17号 170 2.8 

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 140 2.3 

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 139 2.3 

計 ― 2,794 46.6 

 

【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

2021年９月30日現在 

区分 株式数(株) 
議決権の 
数(個) 

内容 

無議決権株式  ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等)  ― ― ― 

議決権制限株式(その他)  ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)  ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,000,000 6,000,000 
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式 

単元未満株式  ― ― ― 

発行済株式総数  6,000,000 ― ― 

総株主の議決権  ― 6,000,000 ― 

  

② 【自己株式等】 

  該当事項はありません。 

 

２ 【役員の状況】 

2021年6月21日開示の「親会社等の決算に関するお知らせ」に記載のものから、役員の異動は 

御座いません。  
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３ 【財務諸表等】 

 【中間貸借対照表】 

           (単位：百万円) 
          

前事業年度 
(2021年３月31日) 

当中間会計期間 
(2021年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,257 1,009 

  売掛金 718 649 

  短期貸付金 15,373 22,011 

  未収入金 417 417 

  その他 37 61 

  貸倒引当金 △6,071 △9,472 

  流動資産合計 11,731 14,677 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 66,210 62,503 

   土地 42,988 42,596 

   その他（純額） 1,625 1,525 

   有形固定資産合計  110,824  106,626 

  無形固定資産  1,913  1,889 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,716 4,687 

   関係会社株式 11,454 11,454 

   関係会社長期貸付金 4,035 3,920 

   その他 159 149 

   貸倒引当金 △1,161 △1,172 

   投資その他の資産合計 19,203 19,038 

  固定資産合計 131,941 127,554 

 資産合計 143,673 142,231 

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金  77,019  80,895 

  1年内返済予定の長期借入金  26  26 

  未払金 865 939 

  未払法人税等 31 46 

  未払消費税等 281 283 

  賞与引当金 10 5 

  その他 928 1,011 

  流動負債合計 79,161 83,207 

 固定負債   

  関係会社事業損失引当金 4,031 1,614 

  長期借入金  97  84 

  長期未払金 3,082 3,089 

  繰延税金負債 873 45 

  退職給付引当金 325 339 

  役員退職慰労引当金 426 451 

  再評価に係る繰延税金負債 11,836 11,836 

  その他 2,390 2,391 

  固定負債合計 23,064 19,853 

 負債合計 102,226 103,060 
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           (単位：百万円) 
          

前事業年度 
(2021年３月31日) 

当中間会計期間 
(2021年９月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,000 3,000 

  資本剰余金   

   資本準備金 600 600 

   資本剰余金合計 600 600 

  利益剰余金   

   利益準備金 150 150 

   その他利益剰余金   

    別途積立金 2,300 2,300 

    固定資産圧縮積立金 524 517 

    特別償却準備金 465 426 

    繰越利益剰余金 5,459 3,210 

   利益剰余金合計 8,899 6,604 

  株主資本合計 12,499 10,204 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 2,166 2,146 

  土地再評価差額金 26,781 26,819 

  評価・換算差額等合計 28,947 28,966 

 純資産合計 41,446 39,170 

負債純資産合計 143,673 142,231 
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 【中間損益計算書】 

           (単位：百万円) 
          前中間会計期間 

(自 2020年４月１日 
 至 2020年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2021年４月１日 

 至 2021年９月30日) 

売上高 2,360 2,561 

営業費用  2,557  4,465 

営業損失（△） △196 △1,903 

営業外収益  125  160 

営業外費用  185  211 

経常損失（△） △255 △1,954 

特別利益  441  2,776 

特別損失  6,248  3,432 

税引前中間純損失（△） △6,062 △2,610 

法人税、住民税及び事業税 134 165 

法人税等調整額 △72 △819 

法人税等合計 62 △653 

中間純損失（△） △6,125 △1,956 
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 【中間株主資本等変動計算書】 

  前中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) 

 (単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
資本剰余金合

計 
利益準備金 

その他利益剰余金 

別途積立金 
固定資産圧縮

積立金 

特別償却準備

金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 3,000 600 600 150 2,300 249 542 16,383 

当中間期変動額         

剰余金の配当        △300 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
     △3  3 

特別償却準備金の取

崩 
      △54 54 

中間純損失（△）        △6,125 

土地再評価差額金の

取崩 
        

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額） 

        

当中間期変動額合計 － － － － － △3 △54 △6,367 

当中間期末残高 3,000 600 600 150 2,300 245 488 10,015 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価差

額金 

評価・換算差

額等合計 利益剰余金合

計 

当期首残高 19,624 23,224 1,579 26,781 28,360 51,585 

当中間期変動額       

剰余金の配当 △300 △300    △300 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
－ －    － 

特別償却準備金の取

崩 
－ －    － 

中間純損失（△） △6,125 △6,125    △6,125 

土地再評価差額金の

取崩 
 －    － 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額） 

  186 － 186 186 

当中間期変動額合計 △6,425 △6,425 186 － 186 △6,238 

当中間期末残高 13,199 16,799 1,766 26,781 28,547 45,347 
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  当中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) 

 (単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
資本剰余金合

計 
利益準備金 

その他利益剰余金 

別途積立金 
固定資産圧縮

積立金 

特別償却準備

金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 3,000 600 600 150 2,300 524 465 5,459 

当中間期変動額         

剰余金の配当        △300 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
     △7  7 

特別償却準備金の取

崩 
      △38 38 

中間純損失（△）        △1,956 

土地再評価差額金の

取崩 
       △38 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額） 

        

当中間期変動額合計 － － － － － △7 △38 △2,248 

当中間期末残高 3,000 600 600 150 2,300 517 426 3,210 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価差

額金 

評価・換算差

額等合計 利益剰余金合

計 

当期首残高 8,899 12,499 2,166 26,781 28,947 41,446 

当中間期変動額       

剰余金の配当 △300 △300    △300 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
－ －    － 

特別償却準備金の取

崩 
－ －    － 

中間純損失（△） △1,956 △1,956    △1,956 

土地再評価差額金の

取崩 
△38 △38    △38 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額） 

  △19 38 18 18 

当中間期変動額合計 △2,294 △2,294 △19 38 18 △2,276 

当中間期末残高 6,604 10,204 2,146 26,819 28,966 39,170 
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