
株式会社東急ホテルズ （単位：千円）

科 目 科 目

（資産の部） （負債の部）

流動資産 7,329,187 流動負債 16,455,133 

現金及び預金 393,324 買掛金 951,159 

売掛金 4,389,422 短期借入金 9,182,082 

原材料及び貯蔵品 471,394 リース債務 23,868 

前払費用 1,425,712 未払金 1,020,502 

未収入金 119,743 未払費用 4,016,093 

繰延税金資産 403,896 未払法人税等 82,817 

その他 153,764 前受金 367,446 

貸倒引当金 △ 28,071 預り金 421,111 

固定資産 20,786,598 賞与引当金 59,000 

有形固定資産 13,164,185 ポイント引当金 269,690 

建物 10,942,460 資産除去債務 20,284 

構築物 53,902 その他 41,076 

機械装置 156,331 固定負債 2,282,506 

船舶 1,590 リース債務 77,506 

車輛運搬具 1,840 繰延税金負債 49,648 

工具器具備品 1,891,752 長期預り金 1,600,211 

リース資産 95,988 資産除去債務 555,141 

建設仮勘定 20,317 負債合計 18,737,640 

無形固定資産 743,456 （純資産の部）

電話加入権 40,841 株主資本 9,378,145 

施設利用権 107 資本金 7,500,000 

商標権 5,469 資本剰余金 1,708,301 

ソフトウェア 509,716 資本準備金 1,708,301 

ソフトウェア仮勘定 187,321 利益剰余金 169,844 

投資その他の資産 6,878,956 その他利益剰余金 169,844 

投資有価証券 1,892 繰越利益剰余金 169,844 

関係会社株式 321,422 

長期貸付金 131,526 

長期前払費用 176,578 

敷金及び保証金 6,223,208 

その他 36,875 

貸倒引当金 △ 12,547 

繰延資産

純資産合計 9,378,145 

資産合計 28,115,785 負債・純資産合計 28,115,785 

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

　貸借対照表　

（平成26年3月31日現在）

金 額 金 額



株式会社東急ホテルズ （単位：千円）

科 目

売上高 74,020,427 

売上原価 12,802,341 

売上総利益 61,218,085 

販売費及び一般管理費 60,014,139 

営業利益 1,203,946 

営業外収益

受取利息及び配当金 203,027 

その他の営業外収益 113,360 316,388 

営業外費用

支払利息 111,067 

その他の営業外費用 30,783 141,851 

経常利益 1,378,483 

特別利益

受取補償金 55,364 55,364 

特別損失

固定資産除却損 254,230 

竣工撤去損 103,525 

減損損失 27,193 

投資有価証券評価損 892 385,842 

税引前当期純利益 1,048,005 

法人税、住民税及び事業税 68,381 

法人税等調整額 △ 435,467 

当期純利益 1,415,090 

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

金 額

　損益計算書　

平成25年4月1日から

平成26年3月31日まで

 



（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（１） 有価証券 

イ．子会社株式 

   移動平均法による原価法 

ロ．その他有価証券 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

（２） たな卸資産 

総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産（リース資産を除く）：定額法 

   無形固定資産（リース資産を除く）：定額法 

   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5 年）に基

づく定額法によっております。 

  リース資産：定額法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

（１） 貸倒引当金 

期末現在に有する売掛金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

（２） 賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち当期の負担分を計上し

ております。 

（３） ポイント引当金 

      顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用

されると見込まれる額を計上しております。 

 

４．消費税及び地方消費税の会計処理 

   税抜方式によっております。 

 

 

（貸借対照表等に関する注記） 

 

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

２．有形固定資産減価償却累計額  12,954,145 千円 

 

３．関係会社に対するものが次のとおり含まれております。 

短期金銭債権 91,147 千円

短期金銭債務 9,625,563 千円

  



（税効果会計に関する注記） 

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産
繰越欠損金 4,904,477 千円
減損損失 633,398 千円
資産除去債務 205,081 千円
預り金 127,115 千円
ポイント引当金 96,117 千円
未払事業所税 76,155 千円
関係会社株式評価損 21,577 千円
賞与引当金 21,027 千円
未払事業税 18,313 千円
貸倒引当金 12,067 千円
その他 25,922 千円

繰延税金資産小計 6,141,256 千円
評価性引当額 △ 5,708,776 千円

繰延税金資産合計 432,479   千円

繰延税金負債
資産除去債務 78,231    千円

繰延税金負債合計 78,231    千円

繰延税金資産の純額 354,247   千円  
  



（関連当事者との取引に関する注記） 

 
１.親会社

役員の兼任等 事業上の関係

（被所有） 役　員 資金の借入 8,000,000

（直　接） 資金借入先 資金の返済 9,000,000 短期借入金 8,000,000

100.0 ５名 利息の支払 107,987

２.兄弟会社等

役員の兼任等 事業上の関係

役員の兼任等 事業上の関係

客室清掃 業務の外注 3,333,677

業務他委託先 施設の保守 111,664

　　　取引条件及び取引条件の決定方針等

（注） １.当社は主として一般市場価格を勘案し、個々の取引ごとに取引条件を決定しております。

２.上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

３.東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱からの資金の借入れは、キャッシュマネジメントシステムに係るもの

   であり、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高を記載しております。

317,759

２名

科目
期末残高
（千円）

親会社の
子会社

東急ファシリ
ティサービス

㈱

東京都
100,000

ビル・建造物
および付属設
備の総合管理

なし

役　員

未払費用

会社名
資本金又は

出資金
（千円）

事業の内容
議決権等の所
有(被所有)割

合(％)

1,182,082
渋谷区

利息の支払 3,049

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社の
子会社

東急ファイナ
ンスアンドア
カウンティン

グ㈱

280,000
金銭の貸付、
財務処理業務

代行他
なし － 資金借入先 短期借入金

議決権等の所
有(被所有)割

合(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
（千円）

鉄道事業

属　性 会社名 住　所
資本金又は

出資金
（千円）

事業の内容

親 会 社
東京急行電鉄

㈱
東京都
渋谷区

121,724,981

目黒区

属　性 住　所

資金の借入 760,991

東京都

属　性 会社名 住　所
資本金又は

出資金
（千円）

取引金額
（千円）

関係内容

科目
期末残高
（千円）

事業の内容
議決権等の所
有(被所有)割

合(％)

関係内容
取引の内容

 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

 

１. １株当たりの純資産額 130,252 円 02 銭

２. １株当たりの当期純利益金額 19,654 円 04 銭
 


