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財務セクション

連結貸借対照表 （2017年12月31日現在）

単位：百万円

資産の部 2016 2017

流動資産
　現金及び預金 4,781 4,381

　受取手形及び売掛金 4,614 4,959

　商品及び製品 70 62

　仕掛品 58 132

　原材料及び貯蔵品 492 526

　繰延税金資産 576 330

　その他 1,685 2,322

　貸倒引当金 ▲43 ▲38

　流動資産合計 12,235 12,678

固定資産
　有形固定資産
　　建物及び構築物 92,053 101,336

　　　減価償却累計額 ▲58,327 ▲59,209

　　　建物及び構築物（純額） 33,725 42,126

　　工具、器具及び備品 18,879 20,362

　　　減価償却累計額 ▲12,832 ▲14,206

　　　工具、器具及び備品（純額） 6,046 6,155

　　土地 12,532 11,946

　　建設仮勘定 6,653 425

　　コース勘定 2,773 2,416

　　その他 4,918 4,678

　　　減価償却累計額 ▲3,874 ▲3,708

　　　その他（純額） 1,043 969

　　有形固定資産合計 62,775 64,041

　無形固定資産
　　のれん 320 280

　　ソフトウエア 540 507

　　その他 128 119

　　無形固定資産合計 989 906

　投資その他の資産
　　投資有価証券 19,592 19,538

　　差入保証金 8,477 8,412

　　繰延税金資産 1,365 1,207

　　その他 415 602

　　貸倒引当金 ▲17 ▲24

　　投資その他の資産合計 29,834 29,735

　固定資産合計 93,599 94,684

資産合計 105,834 107,362

単位：百万円

負債の部 2016 2017

流動負債
　支払手形及び買掛金 1,666 1,660

　短期借入金 2,325 2,985

　1年内返済予定の長期借入金 7,509 8,907

　未払法人税等 296 1,071

　未払消費税等 760 214

　賞与引当金 175 197

　役員賞与引当金 10 7

　ポイント引当金 93 121

　その他 6,591 6,822

　流動負債合計 19,429 21,988

固定負債
　長期借入金 35,923 34,805

　役員退職慰労引当金 112 117

　事業撤退損失引当金 602 530

　退職給付に係る負債 9,206 9,425

　会員預り金 12,282 10,838

　その他 1,751 2,018

　固定負債合計 59,878 57,736

負債合計 79,308 79,724

純資産の部
株主資本
　資本金 12,081 12,081

　資本剰余金 5,432 5,431

　利益剰余金 4,735 5,927

　自己株式 ▲924 ▲929

　株主資本合計 21,325 22,511

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金 5,095 5,113

　繰延ヘッジ損益 — ▲78

　為替換算調整勘定 ▲8 ▲19

　退職給付に係る調整累計額 ▲85 ▲99

　その他の包括利益累計額合計 5,001 4,916

非支配株主持分 199 209

純資産合計 26,526 27,637

負債純資産合計 105,834 107,362
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連結損益計算書 単位：百万円

2016 2017

売上高 68,789 70,624
売上原価 62,593 63,973
売上総利益 6,195 6,651
販売費及び一般管理費 4,483 4,655
営業利益 1,712 1,995
営業外収益
　受取利息 4 3
　受取配当金 381 391
　持分法による投資利益 71 78
　生命保険配当金 81 78
　その他 235 259
　営業外収益合計 775 813
営業外費用
　支払利息 567 555
　固定資産除却損 126 67
　その他 94 137
　営業外費用合計 789 760
経常利益 1,698 2,048
特別利益
　固定資産売却益 12 1,814
　受取補償金 582 314
　関係会社株式売却益 — 199
　投資有価証券売却益 1,439 165
　預り保証金取崩益 51 38
　国庫補助金 80 —
　特別利益合計 2,165 2,531
特別損失
　減損損失 1,318 1,370
　投資有価証券評価損 — 16
　事業撤退損失引当金繰入額 376 15
　固定資産売却損 — 3
　遊休設備維持修繕費 5 2
　その他 11 —
　特別損失合計 1,712 1,408
税金等調整前当期純利益 2,151 3,171
法人税、住民税及び事業税 323 1,049
法人税等調整額 948 433
法人税等合計 1,271 1,483
当期純利益 879 1,688
非支配株主に帰属する当期純利益 21 16
親会社株主に帰属する当期純利益 858 1,672

単位：百万円

2016 2017

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 2,151 3,171
　減価償却費 4,473 4,759
　減損損失 1,318 1,370
　のれん償却額 40 40
　貸倒引当金の増減額（▲は減少） ▲3 1
　役員退職慰労引当金の増減額（▲は減少） 10 4
　賞与引当金の増減額（▲は減少） 18 26
　役員賞与引当金の増減額（▲は減少） ▲1 ▲3
　ポイント引当金の増減額（▲は減少） 1 28
　事業撤退損失引当金の増減額（▲は減少） 38 ▲72
　固定資産撤去費用引当金の増減額（▲は減少） ▲79 —
　退職給付に係る負債の増減額（▲は減少） 249 267
　受取利息及び受取配当金 ▲386 ▲395
　支払利息 567 555
　為替差損益（▲は益） 10 ▲13
　持分法による投資損益（▲は益） ▲71 ▲78
　固定資産売却損益（▲は益） ▲12 ▲1,810
　固定資産除却損 126 67
　有価証券及び投資有価証券売却損益（▲は益） ▲1,439 ▲165
　投資有価証券評価損益（▲は益） — 16
　受取補償金 ▲582 ▲314
　預り保証金取崩益 ▲51 ▲38
　売上債権の増減額（▲は増加） ▲739 ▲386
　たな卸資産の増減額（▲は増加） ▲62 ▲104
　仕入債務の増減額（▲は減少） 83 ▲0
　関係会社株式売却損益（▲は益） — ▲199
　未払消費税等の増減額（▲は減少） 452 ▲544
　その他 ▲69 ▲418
　小計 6,044 5,763
　利息及び配当金の受取額 395 404
　利息の支払額 ▲564 ▲559
　法人税等の支払額 ▲211 ▲384
　補償金の受取額 582 314
　営業活動によるキャッシュ・フロー 6,246 5,538
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 ▲9,500 ▲8,589
　有形及び無形固定資産の売却による収入 13 1,815
　投資有価証券の取得による支出 ▲9 ▲1
　投資有価証券の売却による収入 1,954 290
　定期預金の預入による支出 ▲0 ▲0
　差入保証金の差入による支出 ▲180 ▲33
　差入保証金の回収による収入 1,807 99
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 — ▲77
　その他 ▲87 ▲171
　投資活動によるキャッシュ・フロー ▲6,004 ▲6,667
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） ▲2,400 660
　長期借入れによる収入 11,283 8,059
　長期借入金の返済による支出 ▲7,939 ▲7,453
　自己株式の売却による収入 0 0
　自己株式の取得による支出 ▲4 ▲6
　配当金の支払額 ▲479 ▲479
　非支配株主への配当金の支払額 ▲7 ▲6
　ファイナンス・リース債務の返済による支出 ▲34 ▲30
　その他 ▲4 ▲8
　財務活動によるキャッシュ・フロー 414 736
現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲15 ▲7
現金及び現金同等物の増減額（▲は減少） 640 ▲400
現金及び現金同等物の期首残高 4,063 4,704
現金及び現金同等物の期末残高 4,704 4,304

連結包括利益計算書 単位：百万円

2016 2017

当期純利益 879 1,688
その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 ▲856 10
　繰延ヘッジ損益 — ▲78
　為替換算調整勘定 ▲15 ▲10
　退職給付に係る調整額 ▲2 ▲14
　持分法適用会社に対する持分相当額 ▲0 7
　その他の包括利益合計 ▲875 ▲85
包括利益 4 1,602
（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 ▲17 1,586
　非支配株主に係る包括利益 21 16

連結損益計算書および連結包括利益計算書 （2017年12月31日に終了した連結会計年度） 連結キャッシュ・フロー計算書 （2017年12月31日に終了した連結会計年度）
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藤田観光グループの営業施設および主な子会社・関連会社一覧（2018年4月30日現在）

WHG事業（総客室数：既存10,752室、新規開業予定1,561室、合計12,313室）
　 施設名 客室数

宿泊施設
（42拠点）
※新規開業
予定7拠点
を含む

藤田観光ワシントンホテル旭川（2018年9月30日営業終了予定） 260
青森ワシントンホテル（FC） 228
八戸ワシントンホテル（FC） 126
仙台ワシントンホテル 223
山形七日町ワシントンホテル（FC） 213
山形駅西口ワシントンホテル（FC） 100
会津若松ワシントンホテル（FC） 154
郡山ワシントンホテル（FC） 184
いわきワシントンホテル（MC） 148
新宿ワシントンホテル本館 1,279
新宿ワシントンホテル新館（MC） 337
秋葉原ワシントンホテル 369
東京ベイ有明ワシントンホテル 830
立川ワシントンホテル（FC） 170
横浜桜木町ワシントンホテル 553
横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 399
浦和ワシントンホテル 140
千葉ワシントンホテル（MC） 181
木更津ワシントンホテル（FC） 146
燕三条ワシントンホテル（FC） 103
関西エアポートワシントンホテル 504
宝塚ワシントンホテル（FC） 135
広島ワシントンホテル 266
キャナルシティ・福岡ワシントンホテル 423
長崎ワシントンホテル 300
佐世保ワシントンホテル（FC） 190
ホテルグレイスリー札幌 440
ホテルグレイスリー銀座 270
ホテルグレイスリー田町 216
ホテルグレイスリー新宿 970
ホテルグレイスリー京都三条 北館 97
ホテルグレイスリー京都三条 南館※2 128
ホテルグレイスリー那覇 198
ホテルフジタ福井 354
ホテルフジタ奈良 117
ホテルグレイスリーソウル（2018年8月31日開業予定） 335
ホテルグレイスリー浅草（2018年10月4日開業予定） 125
ホテルグレイスリー台北（2021年開業予定） 248
ホテルグレイスリー大阪なんば（2019年夏開業予定） 170
インドネシア・ジャカルタ東部工業団地 サービス・アパートメント

（仮称）（2019年秋開業予定） 214
新ブランド　浜松町（2019年夏開業予定） 190
新ブランド　浅草（2020年開業予定） 279

海外現地法人・駐在員事務所
　 施設名

（6拠点）

上海 
ソウル 
台北 
バンコク 
ジャカルタ 
ヤンゴン

ラグジュアリー＆バンケット事業（総客室数：267室）
　 施設名 客室数
宿泊施設
（1拠点）

ホテル椿山荘東京※1 267

婚礼・宴会
（8拠点）

太閤園※1 ̶
桜苑※1 ̶
マリーエイド※1 ̶
ザ サウスハーバーリゾート※2 ̶
ルメルシェ元宇品※2 ̶
マリコレ ウェディングリゾート ̶
鞘ヶ谷ガーデン アグラス ̶
オペラ・ドメーヌ高麗橋 ̶

レストラン
（6拠点）

東京大学伊藤国際学術研究センター内レストラン（MC） ̶
シビックスカイレストラン椿山荘 ̶
レストラン 明治大学 紫紺館 フォレスタ椿山荘（MC） ̶
エフエム東京 JET STREAM（会員制）（MC） ̶
エフエム東京 CORNET（MC） ̶
割烹日本料理 光琳 ̶

レジャー
（1拠点）

カメリアヒルズカントリークラブ※1 ̶

リゾート事業（総客室数：361室）
　 施設名 客室数

宿泊施設
（9拠点）

箱根小涌園 天悠※1 150
箱根小涌園 美山楓林※1 13
伊東小涌園※1 48
伊東 緑涌※1 7
由布院 緑涌 10
湯河原温泉ちとせ（MC） 38
グリーンパル湯河原（MC） 19
ホテルやまなみ（MC） 26
十和田ホテル（業務提携） 50

レストラン
（3拠点）

レストラン あかしあ亭 ̶
箱根小涌園 蕎麦 貴賓館※1 ̶
箱根小涌園 鉄板焼・しゃぶしゃぶ 迎賓館※1 ̶

レジャー
（3拠点）

箱根小涌園ユネッサン※1 ̶
箱根小涌園 森の湯※1 ̶
下田海中水族館※1 ̶

FC ：  フランチャイズ方式。所有と経営、運営ともにオーナー企業に帰属し、当社はブラ
ンド使用権の貸与と運営指導

MC ：  マネジメントコントラクト方式。所有と経営はオーナー企業に帰属し、当社は運営
を受託

※1 土地、建物とも当社が所有
※2 建物は当社が所有
※3 土地、建物は会員と当社が共同所有
無印の施設は土地、建物とも当社は所有せず、リース方式などにより経営、運営

藤田観光グループ営業施設一覧

連結子会社（28社）
会社名 主要な事業の内容

札幌ワシントンホテル（株） ＷＨＧ事業
藤田観光ワシントンホテル旭川（株） ＷＨＧ事業
浦和ワシントンホテル（株） ＷＨＧ事業
（株）福井ワシントンホテルサービス ＷＨＧ事業
ＷＨＧ西日本（株） ＷＨＧ事業
ＷＨＧ関西（株） ＷＨＧ事業
リザベーションサービス（株） ＷＨＧ事業
WHG KOREA INC. ＷＨＧ事業
伊東リゾートサービス（株） リゾート事業
下田アクアサービス（株） リゾート事業
藤田リゾート開発（株） ラグジュアリー＆バンケット事業
太閤園（株） ラグジュアリー＆バンケット事業
藤田観光工営（株） ラグジュアリー＆バンケット事業
（株）ビジュアライフ ラグジュアリー＆バンケット事業
（株）Share Clapping ラグジュアリー＆バンケット事業
台灣藤田觀光股份有限公司 ラグジュアリー＆バンケット事業
（株）フェアトン その他
藤田グリーン・サービス（株） その他
藤田（上海）商務咨詢有限公司 その他
ほか9社 　

主な子会社・関連会社一覧

会員制リゾートホテル（総客室数：460室）
　 施設名 客室数

宿泊施設
（7拠点）

ウィスタリアンライフクラブ ヴェルデの森※3 100
ウィスタリアンライフクラブ 箱根※3 18
ウィスタリアンライフクラブ 熱海※3 54
ウィスタリアンライフクラブ 宇佐美※3 58
ウィスタリアンライフクラブ 野尻湖※3 64
ウィスタリアンライフクラブ プロミネント車山高原※3 90
ウィスタリアンライフクラブ 鳥羽※3 76

新規事業（総客室数：51室）
　 施設名 客室数

宿泊施設
（3拠点）

柏樹関（2019年秋開業予定） 18
藤乃煌 富士御殿場 20
Nordisk Village Goto Islands（2018年8月開業予定） 13

持分法適用関連会社（1社）
会社名 主要な事業の内容

東海汽船（株） 海運業

その他の関係会社（1社）
会社名 主要な事業の内容

DOWAホールディングス（株） 非鉄金属業

会社概要

投資家情報

商 号 藤田観光株式会社

設 立 1955年11月7日
（登記上は、1946年6月12日）

本 社 所 在 地 〒112-8664
東京都文京区関口2-10-8
TEL 03-5981-7700（代表）
https://www.fujita-kanko.co.jp/

発行可能株式総数 44,000,000株
発行済株式総数 12,207,424株
株主数 20,004名
決算日 12月31日
上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部
証券コード 9722
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社

〒100-8233
東京都千代田区丸の内1-4-1

資 本 金 12,081,592,677円

主 な 営 業 種 目 ホテル・旅館業、飲食店業ほか

従 業 員 数 1,421名
（平均有期雇用者数 3,179名）

金融機関
21.38%

証券会社
1.74%

個人・その他
30.00%

自己名義株式
1.80%
外国法人等
3.59%

その他国内法人
41.49%

普通株式
12,207,424

所有者別株式分布状況（普通株式）

大株主の状況
株主名 所有株式数（千株） 持株比率（％）

DOWAホールディングス株式会社 3,814 31.81
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 399 3.32
明治安田生命保険相互会社 300 2.50
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 240 2.00
日本生命保険相互会社 218 1.82
清水建設株式会社 184 1.53
アサヒビール株式会社 181 1.51
株式会社みずほ銀行 180 1.50
株式会社三菱東京UFJ銀行 180 1.50
ユニゾホールディングス株式会社 168 1.40
（注） 1.  当社は、自己株式219千株（発行済株式総数に対する割合1.80％）を保有していますが、上記大株主から除いています。
 2.  持株比率の算定においては、発行済株式総数から自己株式219千株を除いています。
 3. 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。

〈将来の見通しに関する注意事項〉
本誌は、現在当社が入手している情報に基づいて、当社が本誌の作成時点において行った予測などを基に掲載しています。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、一定のリ
スクや不確実性を内包しています。したがいまして、将来の実績が本誌に記載された見通しや予測と大きく異なる可能性がある点をご承知おきください。

会社概要・投資家情報（2017年12月31日現在）
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株価推移

※当社は、2017年7月1日付で当社普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。上記の株価および出来高については、株式併合後を基準に記載しています。



〒112-8664 東京都文京区関口2-10-8
TEL: 03-5981-7700
URL: https://www.fujita-kanko.co.jp/
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