
平成 19 年３月 16 日 

 
各      位 

 
会 社 名  株式会社ユー・エス・ジェイ 

代表者名 代表取締役社長 グレン ガンペル

（コード番号 2142 東証マザーズ） 

問合せ先  取締役ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ本部長   

飯田 浩司          

（TEL． 06－6465－3134） 
 
 
 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 19 年３月 16 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後

とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

  

 

 

以  上 
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       平成19年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結）  

平成19年３月16日 
上場会社名 株式会社ユー・エス・ジェイ （コード番号：2142 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.usj.co.jp/ ）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 グレン ガンペル  

    責任者役職・氏名 取締役ファイナンス・アドミニストレーション本部長 

             飯田 浩司  TEL(06)6465-3022 

 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 

② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与 

  四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明

のための手続きを受けております。 

 

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年12月31日） 

(1) 経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 

純 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年３月期第３四半期 56,140 － 7,321 － 5,988 － 4,883 －

18年３月期第３四半期 － － － － － － － －

(参考)18年３月期 68,267 1,494 △582  △4,634 

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭
19年３月期第３四半期 2,555  16 －

18年３月期第３四半期 － －

(参考)18年３月期 △3,159  65 －

（注）当社は前年同四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期の数値及び対前年同四半期増減率を記

載しておりません。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期におけるわが国経済は、高水準の企業収益、設備投資の増加、雇用者所得の緩やかな増加にともな 

う個人消費の増加基調での推移、生産の増加などにより、景気は緩やかに拡大を続けました。また、先行きについ 

ては、生産・所得・支出の好循環が作用するもとで、息の長い成長が続くことが予測されます。 

 このような中、５周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「物語は、ここで生まれ変わる。」を 

年間テーマとし、主要ターゲットである女性層およびファミリー層のニーズに合致した新規アトラクションの導入や

各種イベントの強化を実施するなど入場者数の増加を図っております。 

  新規アトラクションとしては、平成18年４月に｢ピーターパンのネバーランド｣を、平成18年７月に｢オズの魔法使

い｣をテーマとした新規エリア｢ランド・オブ・オズ｣をオープンし、この｢ランド・オブ・オズ｣には、ニューヨーク

市ブロードウェイで上演中のミュージカルの特別版｢ウィケッド｣とファミリー層に楽しんでいただける動物ショー

｢トト＆フレンズ」を導入いたしました。また、平成18年３月に導入した「ハッピー・ハーモニー・セレブレーショ

ン・５周年スペシャル」も引き続き上演いたしました。 

 シーズナル・イベントとしては、平成18年９月から平成18年10月まで開催の「ユニバーサル・ワンダー・ハロウィ

ン」において、新たに「ソルシエ」（フランス語で｢魔女｣という意味）をメインショーとして上演し、平成18年11月
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から平成18年12月までの「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス｣において、日本一高い｢ユニバーサル・スーパー・

クリスマスツリー｣の前でシンギングショー｢ホワイト・クリスマス・キャロル｣を上演いたしました。また、大晦日

には開業５周年を迎えたパークの記念すべきカウントダウン・イベントである「５周年記念スペシャルユニバーサ

ル・カウント・ダウン・パーティ2007」を開催いたしました。 

 営業施策としては、｢中部圏｣において集客のための広告宣伝活動を強化し、海外においても、重点地域であるアジ

アにおいて、業務委託契約を締結した現地スタッフによる営業活動や旅行会社・行政との協働による集客プランを実

施しました。 

 また、平成18年10月から平成19年１月までの期間限定で「年間スタジオ・パス プライスキャンペーン」を開催 

いたしております。 

 これらの結果、当第３四半期の入場者につきましては、平成18年８月の猛暑の影響を受けたものの新規アトラク

ションの導入やシーズナル・イベントの強化などの集客戦略により、韓国､香港等海外や中部･関東圏からの入場者の

増加および年間スタジオ･パス保有者の増加等により6,610千人となりました。 

 一方、費用につきましては、変動人件費の効率化および施設の保守・管理業務の内製化や契約先の変更、保管物流

業務の契約条件の見直し、情報システムの保守・運用管理業務の内製化等、外部への業務委託費の削減等に努め、コ

ストの効率化を徹底して進めました。 

 また、財務構造改革のために実施したリファイナンス関連費用653百万円や新規エリア「ランド・オブ・オズ」の

工事に伴い発生した旧ウエスタンエリアなどの固定資産除却損447百万円を特別損失として計上いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期の業績につきましては、売上高56,140百万円、営業利益7,321百万円、経常利益5,988百

万円、四半期純利益4,883百万円となりました。 

  

(2) 財政状態の変動状況 （百万円未満切捨） 

 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
19年３月期第３四半期 126,357 33,557 26.6 17,559 29

18年３月期第３四半期 － － － －

(参考)18年３月期 142,833 28,674 20.1 13,204  47

（注）当社は前年同四半期財務諸表を作成しておりませんので、対前年同四半期の数値を記載しておりません。 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨） 

 
営 業 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

財 務 活 動 に よ る          

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円
19年３月期第３四半期 9,814 △4,491 △16,447 16,179

18年３月期第３四半期 － － － －

(参考)18年３月期 9,632 △2,096 △1,429 27,131

（注）当社は前年同四半期財務諸表を作成しておりませんので、対前年同四半期の数値を記載しておりません。 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 ①財政状態の状況 

 （資産の部） 

当第３四半期末の資産の部合計は、126,357百万円となりました。 

流動資産は、長期借入金の返済等に伴い現金及び預金が10,952百万円減少したことなどにより、前事業年度末比

10,289百万円減の21,620百万円となりました。 

固定資産は、新規エリア｢ランド・オブ・オズ｣や平成19年３月導入予定の新規アトラクションへの投資等を行い

ましたが、テーマパーク各施設の減価償却が進んだことなどにより前事業年度末比6,178百万円減の104,724百万円

となりました。 
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（負債の部） 

  当第３四半期末の負債の部合計は、92,800百万円となりました。 

流動負債は、リファイナンスを実施したことにより一年以内返済予定の長期借入金が減少したこと、及び前事業

年度末に前受金処理しているマーケティング・パートナーシップ契約に関わるパートナーシップフィーの一部が期

間経過に伴い収益計上したことなどにより、前事業年度末比9,969百万円減の21,448百万円となりました。 

固定負債は、シンジケート・ローンの再編による長期借入金の減少などにより前事業年度末比11,389百万円減の

71,351百万円となりました。 

 

 （純資産の部） 

当第３四半期末の純資産の部合計は、33,557百万円となりました。 

  平成18年９月の臨時株主総会において資本金の額及び資本準備金の額の減少決議を行い、資本金を26,825百万円、

資本準備金を12,500百万円減少し、繰越利益剰余金△36,325百万円を一掃するとともにその他資本剰余金に3,000

百万円計上しました。さらに第３四半期純利益を計上したことにより利益剰余金は4,883百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物は、営業活動によって得られた資金が9,814百万円、投資活動に使

用した資金が4,491百万円、財務活動によって使用した資金が16,447百万円等になったことなどにより前事業年度

末比10,952百万円減の16,179百万円となりました。 

  なお、当第３四半期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期において営業活動の結果得られた資金は、9,814百万円となりました。 

 これはパートナーシップフィーやアニュアルパスの収益計上などによる前受金の減少4,028百万円に対して、税

引前第３四半期純利益4,887百万円及び減価償却費10,331百万円の計上があったことなど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） 

  当第３四半期において投資活動の結果使用した資金は、4,491百万円となりました。 

  これは新規エリア「ランド・オブ・オズ」や平成19年３月導入予定の新規アトラクションへの投資により、有形

固定資産の取得による支出が4,483百万円になったことなど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） 

  当第３四半期において財務活動の結果、使用した資金は16,447百万円となりました。 

  これは主にシンジケート・ローンの再編等により長期借入金64,600百万円を返済し、新たに49,400百万円を調達

したことなどによるものであります。 
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３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日 ～ 平成19年３月31日） 

（百万円未満切捨） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円
通     期 69,300 2,450 1,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  523円26銭  

※ 上記の業績予想は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は、さまざ

まな要素により異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 

 

４．配当状況 

  ・現金配当 1株当たり配当金（円）

 年間 

18年３月期 ― 

19年３月期（実績） ― 

19年３月期（予想） ― 
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５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２ 16,179 27,131  

２．売掛金  2,216 1,844  

３．たな卸資産  2,076 1,925  

４．その他の流動資産  1,149 1,011  

貸倒引当金  △1 △3  

流動資産合計  21,620 17.1  31,910 22.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物 ※２ 53,180 55,125  

(2）構築物 ※２ 18,531 19,008  

(3）機械及び装置 ※２ 21,547  26,348  

(4）その他の有形固定 

資産 
※２ 8,863 7,397  

有形固定資産合計  102,122 107,881  

２．無形固定資産  515 687  

３．投資その他の資産  2,086 2,334  

固定資産合計  104,724 82.9  110,903 77.6

Ⅲ 繰延資産  12 0.0  20 0.0

資産合計  126,357 100.0  142,833 100.0
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当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  1,058       1,057 

２．一年以内返済予定の 

長期借入金 
※２ 3,500       7,900 

３．前受金  10,380       14,408 

４．賞与引当金  379
  

556 

５．その他の流動負債 ※４ 6,130        7,495 

 流動負債合計  21,448 17.0   31,417   22.0

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※２ 68,900       79,700 

２．役員退職慰労引当金  －           42 

３．退職給付引当金  773          753 

４．その他の固定負債  1,677        2,246 

固定負債合計  71,351 56.4      82,741   57.9

負債合計  92,800 73.4      114,159   79.9

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  － －   52,500   36.8

Ⅱ 資本剰余金   

 １．資本準備金  －       12,500 

資本剰余金合計  － －  12,500    8.7

Ⅲ 利益剰余金   

 １．当期未処理損失  －      36,325 

利益剰余金合計  － －  △36,325 △25.4

資本合計  － －  28,674   20.1

負債・資本合計  － －  142,833  100.0
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当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  25,674 20.3  － －

 ２．資本剰余金   

  (1）その他資本剰余金  3,000 － 

  資本剰余金合計  3,000 2.4  － －

 ３．利益剰余金   

  (1）その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  4,883 － 

  利益剰余金合計  4,883 3.9  － －

  株主資本合計  33,557 26.6  － －

  純資産合計  33,557 26.6  － －

  負債純資産合計  126,357  100.0  － －
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 (2) 四半期損益計算書 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  56,140 100.0  68,267 100.0

Ⅱ 売上原価  41,968 74.8  56,303 82.5

売上総利益  14,171 25.2  11,964 17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,849 12.2  10,470 15.3

営業利益  7,321 13.0  1,494  2.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 783  1.4  683  1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 2,116  3.7  2,759  4.1

経常利益または 

経常損失（△） 
 5,988 10.7

 
△582 △0.9

Ⅵ 特別損失 ※３ 1,100 2.0  4,046  5.9

税引前第３四半期 
純利益 または 
税 引 前 当 期 純 損 失
（△） 

 4,887 8.7

 

△4,628 △6.8

法人税、住民税及び 
事業税 

 4 0.0  5 0.0

第３四半期純利益 
または 
当期純損失（△） 

 4,883 8.7
 

△4,634 △6.8

前期繰越損失  －  31,691

当期未処理損失  －  36,325
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 (3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金

その他 

利益剰余金

 
資本金 

資本準備金
その他 

資本剰余金 繰越利益 

剰余金 

株主資本合計 
純資産合計

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
52,500 12,500 － △36,325 28,674 28,674

第３四半期会計期間中の

変動額 
      

平成18年９月臨時株主

総会における資本金の

額の減少 

△26,825 3,000 23,825 － －

平成18年９月臨時株主

総会における資本準備

金の額の減少 

 △12,500 12,500 － －

第３四半期純利益  4,883 4,883 4,883

第３四半期会計期間中の

変動額合計（百万円） 
△26,825 △12,500 3,000 41,208 4,883 4,883

平成18年12月31日残高 

（百万円） 
25,674 － 3,000 4,883 33,557 33,557
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 (4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

  
第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度の 
要約キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期純利益または 

税引前当期純損失（△） 
 4,887 △ 4,628

減価償却費  10,331 15,338

その他償却費  245 323

ヘッジ会計終了損  － 987

賞与引当金の減少額  △176 △ 17

受取利息及び受取配当金  △6 △ 4

支払利息  1,910 2,640

デリバティブ評価益  △470 －

為替差益  △170 △ 117

固定資産除却損            446 166

リファイナンス関連費用  653 2,695

売上債権の減少額（△増加額）  △372 66

たな卸資産の減少額（△増加額）  △150 201

仕入債務の増加額（△減少額）    1 △ 188

未払金の減少額  △1,128 △ 2,337

前受金の減少額  △4,028 △ 965

その他  △1 △ 802

小計  11,968 13,358

利息及び配当金の受取額  7 2

利息の支払額  △2,156 △ 3,722

法人税等の支払額  △5 △ 5

 営業活動によるキャッシュ・フロー  9,814 9,632

Ⅱ 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  △5,667 －

定期預金の払戻による収入  5,667 －

有形固定資産の取得による支出  △4,483 △ 1,965

無形固定資産の取得による支出  △41 △ 133

その他  34 2

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,491 △2,096
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当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度の 
要約キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入による収入  49,400 65,000

長期借入金の返済による支出  △64,600 △ 87,575

リファイナンス関連費用の支出  △647 △ 2,695

株式の発行による収入  － 24,969

リース債務の返済による支出  △561 △ 1,115

延払債務の返済による支出  － △ 12

その他  △39 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △16,447 △ 1,429

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
 171 118

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

増加額（△減少額） 
 △10,952 6,225

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  27,131 20,906

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第３四半期末 (期末)残高 
※１ 16,179 27,131
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 (5) 注記事項等 

   四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び 

評価方法 

(1) 有価証券 

 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 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

 時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

 商品、原材料、貯蔵品 

   移動平均法による原価法 

(3) たな卸資産 

商品、原材料、貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の 

方法 

(1) 有形固定資産 

 定額法 

 耐用年数及び残存価額については法

人税法と同一の基準によっておりま

す。 

 また、資産に計上しているリース物

件(リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引にかかるもの)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によっておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、破

産債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当第３四半期会

計期間の負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当事業年度負担

額を計上しております。 
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項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当第３四半期会計期間

末において発生していると認められる

額を計上しております。 

 数理計算上の差異については、発生

事業年度に全額を費用処理することと

しております。 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務に基づ

き、当事業年度において発生していると

認められる額を計上しております。 

 数理計算上の差異については、発生事

業年度に全額を費用処理することとして

おります。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

 当社は取締役及び監査役の退職慰労

金制度を廃止することとし、平成18年

６月28日開催の定時株主総会におい

て、退職慰労金の打ち切り支給議案が

承認可決されました。 

 これにより、当第３四半期会計期間

において「役員退職慰労引当金」を全

額取崩し、打ち切り支給額の未払い分

23百万円については固定負債の「その

他の固定負債」に計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の売

買取引にかかる方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約、クーポンス

ワップ、金利スワップ

 

ヘッジ対象…外貨建債務、外貨建予

定取引、借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約、通貨オプ

ション、クーポンス

ワップ、金利スワップ

ヘッジ対象…同左 

 (3) ヘッジ方針 

 社内管理規程に基づき、金利や為替

相場の市場変動によるリスクの回避を

目的とし、投機目的の取引は行わない

方針であります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 
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項目 

 当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間におけるヘッジ対象の相場変

動またはキャッシュ・フローの変動額

と、ヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フローの変動額を比較し

て判断しております。 

 なお、当第３四半期会計期間におい

てヘッジ会計が適用されているデリバ

ティブ取引はありません。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間におけるヘッジ対象の相場変

動またはキャッシュ・フローの変動額

と、ヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フローの変動額を比較し

て判断しております。 

 なお、当事業年度において、ヘッジ

対象となっている借入金が消滅した金

利スワップについて、ヘッジ会計の終

了処理を行っており、特別損失に

「ヘッジ会計終了損」として計上して

おります。 

６．四半期キャッシュ・ 

  フロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式 

消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

────── (固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

 当第３四半期会計期間から「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年

８月11日実務対応報告第19号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

────── 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当第３四半期会計期間から「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は33,557百万

円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、第３四半

期会計期間における四半期貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表等規則により作成し

ております。 

 

────── 

(ストック・オプション等に関する会計基準) 

 当第３四半期会計期間から「ストック・オプション

等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第11

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

────── 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 80,933 百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 71,384 百万円 

※２．担保資産 

 (1) 担保提供資産 

※２．担保資産 

 (1) 担保提供資産 

 現金及び預金 2,995 百万円  現金及び預金 21,369 百万円 

 建物 53,180   建物 55,125   

 構築物 18,531   構築物 19,008   

 機械及び装置 21,060   機械及び装置 26,095   

 その他の有形固定資産 3,814   その他の有形固定資産 5,382   

 計 99,581   計 126,981   

上記のうち観光施設財団抵当に供している資産は

次のとおりであります。 

上記のうち観光施設財団抵当に供している資産は

次のとおりであります。 

 建物 53,180 百万円  建物  55,125 百万円 

       

 (2) 対応債務  (2) 対応債務 

 一年以内返済予定の長期借入金 3,500 百万円  一年以内返済予定の長期借入金 7,900 百万円 

 長期借入金 45,900   長期借入金 56,700   

 計 49,400   計 64,000   

上記は全て観光施設財団抵当に対応している債務

であります。 

上記は全て観光施設財団抵当に対応している債務

であります。 

 

 ３．貸出コミットメント 

   当社は運転資金の効率的な調達を行うため、協

調融資貸出契約において、コミットメントライン

（貸出極度額）を設定しております。この契約に

基づく第３四半期会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

 ３．      ────── 

 コミットメントラインの総額 5,000 百万円     

 借入実行残高 －      

 差引額 5,000      

 

 

      

※４．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

流動負債の「その他の流動負債」に含めて表示して

おります。 

※４．       ────── 
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（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

 デリバティブ評価益 470百万円  為替差益 479百万円  

 為替差益 189百万円     

  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息 1,910百万円  支払利息 2,640百万円 

  

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの 

 リファイナンス関連費用（注１） 653 百万円  リファイナンス関連費用（注１)2,695 百万円 

 固定資産除却損（注２） 447 百万円  固定資産除却損（注２） 175 百万円 

    ヘッジ会計終了損（注３） 987 百万円 

（注１）リファイナンス関連費用 

 リファイナンス関連費用は、財務構造改革のた

めに実施した、借入金の借り換えのための費用で

あり、内訳は以下のとおりであります。 

（注１）リファイナンス関連費用 

同左 

 協調融資貸出契約引受手数料 504 百万円 期限前返済手数料 794 百万円 

 協調融資貸出契約組成事務手数料 54  シンジゲート・ローン引受手数料 1,063  

 弁護士報酬その他 94  シンジゲート・ローン組成事務手数料 455  

 計 653  弁護士報酬その他 382  

    計 2,695  

（注２）固定資産除却損 （注２）固定資産除却損 

 建物 211百万円 建物 19百万円  

 構築物 34 機械及び装置 4  

 機械及び装置 167 その他の有形固定資産 151  

 その他の有形固定資産 25 計 175  

 無形固定資産 7    

 計 447     

  (注３）ヘッジ会計終了損 

 ヘッジ会計終了損は、当事業年度においてヘッジ対

象となっている借入金が消滅した金利スワップについ

て、ヘッジ会計の終了処理を行ったものであります。 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

 有形固定資産 10,128 百万円  有形固定資産 14,773 百万円 

 無形固定資産 202  無形固定資産 564  
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前事業年度末 

株式数 

（千株） 

当第３四半期会計

期間増加株式数 

（千株） 

当第３四半期会計 

期間減少株式数 

（千株） 

当第３四半期会計

期間末株式数 

（千株） 

発行済株式     

 普通株式（注）１ 1,541 370 － 1,911

 Ａ種優先株式（注）２ 185 － 185 －

合計 1,726 370 185 1,911

自己株式  

 Ａ種優先株式(注）３,４ － 185 185 －

合計 － 185 185 －

（注）１.普通株式の発行済株式総数の増加370千株は、当社普通株式を対価とするＡ種優先株式の取得請求権の行使

により普通株式を発行したことによる増加であります。 

   ２.Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少185千株は、自己株式の消却による減少であります。 

   ３.Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加185千株は、当社普通株式を対価とするＡ種優先株式の取得請求権

の行使によりＡ種優先株式を自己株式として取得したことによる増加であります。 

  ４.Ａ種優先株式の自己株式の株式数の減少185千株は、自己株式の消却による減少であります。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

      至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

       （自 平成17年４月１日 

        至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半

期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年12月31日現在） （平成18年3月31日現在）

 現金及び預金 16,179百万円  現金及び預金 27,131百万円 

 現金及び現金同等物    16,179  現金及び現金同等物 27,131百万円 

  

 

 

（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

      至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

       （自 平成17年４月１日 

        至 平成18年３月31日） 

 オペレーティング・リース取引（借主側） 

 未経過リース料 

 オペレーティング・リース取引（借主側） 

 未経過リース料 

 １年内   3百万円 １年内  7百万円

 １年超  －百万円 １年超  2百万円

 合計 3百万円 合計       10百万円
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（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 区分 

四半期貸借対照表計上額（百万円） 貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

 非上場株式 2 2

 

（デリバティブ取引関係） 

   デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

    (1) 通貨関連 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 
区分 種類 

契約額等 

（百万円） 

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

契約額等 

（百万円）

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円）

為替予約取引 
 売建 
  ＳＦＲ 

 
 

49 △2 △2 －

 
 

－ －

 買建 
  ＵＳＤ 
  ＳＦＲ 

 
1,227 
177 

87
13

87
13

2,920
873

 
122 
△6 

122
△6

小計 1,454 99 99 3,793 116 116

クーポンスワップ 
取引 
  受取（ＵＳＤ） 
 支払（ＪＰＹ） 

 
 

1,972 124 124 2,311

 
 

76 76

市 場

取 引

以 外

の 

取引 

小計 1,972 124 124 2,311 76 76

合計 3,427 223 223 6,104 192 192

 

（当第３四半期会計期間末） （前事業年度末） 

（注）時価の算定方法 

   取引先金融機関から提示された価格等に基づ 

   き算定しております。 

 

（注）１．時価の算定方法 

同左 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取  

引は除いております。 

    (2) 金利関連 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 
区分 種類 

契約額等 

（百万円） 

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

契約額等 

（百万円）

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円）

市場
取引
以外
の 
取引 

金利スワップ取引 

変動受取・ 

固定支払 

24,000 △516 △516 40,000 △987 △987

合計 24,000 △516 △516 40,000 △987 △987

 

（当第３四半期会計期間末） （前事業年度末） 

（注）時価の算定方法 

   取引先金融機関から提示された価格等に基づ 

   き算定しております。 

 

（注）１．時価の算定方法 

同左 

 

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取

     引は除いております。 
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 （ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

 当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

種類 ストック・オプションＡ 

決議年月日（取締役会決議日） 平成18年６月28日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役２名 

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式 57,033株 

付与日 平成18年６月28日 

権利確定条件 該当事項はありません。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 

権利行使期間 平成18年６月28日から平成28年６月28日まで 

権利行使価格（円） 22,500 

付与日における公正な評価単価（円） － 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

種類 ストック・オプションＢ 

決議年月日（取締役会決議日） 平成18年７月14日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役４名及び従業員742名 

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式 27,962株 

付与日 平成18年７月18日 

権利確定条件 

権利確定条件は付されておりません。なお、付与対

象者が当社の取締役及び従業員の地位を失った場合

は原則として権利行使をすることはできません。そ

の他細目については、当社と付与対象者との間で締

結した「新株予約権割当契約書」に定めておりま

す。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 

権利行使期間 平成18年７月18日から平成28年７月18日まで 

権利行使価格（円） 22,500 

付与日における公正な評価単価（円） － 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

 

  （持分法損益等） 

  当第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

  前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 17,559円29銭 

１株当たり第３四半期純利益金額 2,555円16銭 

１株当たり純資産額 13,204円47銭 

１株当たり当期純損失金額 3,159円65銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金

額については、潜在株式はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できないこと、及び、上

記の金額の算定に当たりＡ種優先株式は、「１株当たり

当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）第12項に従い、転換仮定方式に準じ

て算定された株式数を普通株式数に加えていることから

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

 （注）１株当たり第３四半期純利益金額または当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

当第３四半期会計期間 

    （自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

第３四半期純利益 または 

当期純損失（△）（百万円） 
4,883 △4,634 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る第３四半期純利益 または

当期純損失（△）（百万円） 
4,883 △4,634 

期中平均普通株式数（千株） 1,541 800 

期中平均転換株式数（千株） 370 666 

期中平均株式数（千株） 1,911 1,466 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期純利益金額または

当期純損失金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成18年６月28日開催の定時株主

総会で承認され、付与された新株

予約権１種類(新株予約権の数

57,033個) 

平成18年６月28日開催の定時株主

総会で承認され、平成18年７月18

日に付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数 27,672 個） 

────── 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

     （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

──────  １．新株予約権の発行 

平成18年６月28日開催の定時株主総会において、会

社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき当社

の取締役及び従業員に対してストック・オプションと

して発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締

役会に委任することを、決議いたしました。 

なお、当社取締役２名に対しては平成18年６月28日付

で、その他の当社取締役及び従業員に対しては平成18年

７月18日付で、新株予約権を発行いたしました。その詳

細は以下の通りとなっております。 

 

 (1) 平成18年６月28日の取締役会決議で発行した新株

予約権Ａ 

①新株予約権の数 57,033個 

②新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

③新株予約権の目的となる株式の数（注）1 57,033株 

④新株予約権の行使時の払込金額（注）2  

 １株当たり22,500円 

⑤新株予約権の行使期間 

 平成18年６月28日から平成28年６月28日まで 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

 株式の発行価額及び資本組入額  

発行価額 22,500円 

資本組入額 11,250円 

⑦新株予約権の行使の条件（注）3 

⑧新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要する。 

 

 （注）１ 平成18年６月28日開催の株主総会における決

議の日（以下「決議日」という）後、当社が当社の普通

株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含み

ます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併

合を行う場合には、付与株式数を、次の算式により調整

し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てるものとします。 

 

調整後付与株式数 ＝  

調整前付与株式数×分割または併合の比率 

 

 また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたとき(当社Ａ種優先

株式の取得請求権の行使により当社普通株式が交付され

る場合及び募集株式の募集はこれに含まれないものとし

ます)は、当社が適当と考える方法で付与株式数の調整

を行うことができるものとします。 
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当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

     （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 （注）２ 決議日後、当社が当社の普通株式につき、株

式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の

算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとします。 

  調整後行使価額＝  

 １ 
 

 
調整前行使価額×

分割または併合の比率 

  また、決議日後、当社が行使価額を下回る価額で当社

普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を

行う場合（新株予約権の行使により新株を発行する場合

及び取得請求権付株式の取得請求権の行使に基づき当社

普通株式を交付する場合を除く）には、行使価額を次の

算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとします。 

  調整後行使価額＝  

  新規発行 1株当たり

 既発行株式数 + 株式数 
× 

払込金額 

  調整前行使価額×  行使価額 

   既発行株式数 + 新規発行株式数

  なお、上記の算式において、「既発行株式数」と

は、当社の発行済普通株式総数（当社Ａ種優先株式の

取得請求権の行使により交付される普通株式数を含

む）から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数

を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合に

は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に

読み替えるものとします。 

 さらに、決議日後、行使価額の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使

価額は調整されるものとします。 

 

 （注）３ 新株予約権の行使の条件は、次のとおりと

なっております。 

① 原則として、平成18年12月31日、平成19年12月31

日、及び平成20年12月31日に、新株予約権の総数

のうち３分の１ずつが権利行使可能となる。 

② 新株予約権57,033個のうち45,026個については、

平成19年12月31日より前に当社の株式公開が完了

した場合には、当該株式公開の完了の時点で新株

予約権の総数の50%が権利行使可能となる。 

その他の行使条件に関しては、当社と新株予約権

者との間の「新株予約権割当契約書」に定められ

ております。 
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当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

     （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (2) 平成18年７月14日の取締役会決議で発行した新株

予約権Ｂ 

①新株予約権の数 （注）１ 27,672個 

②新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

③新株予約権の目的となる株式の数 （注）１,２ 

 27,672株 

④新株予約権の行使時の払込金額 （注）３ 

 １株当たり22,500円 

⑤新株予約権の行使期間 （注）４ 

 平成18年７月18日から平成28年７月18日まで 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

 株式の発行価額及び資本組入額 

  発行価額 22,500円 

 資本組入額 11,250円 

⑦新株予約権の行使の条件（注）５ 

⑧新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。 

 

 （注）１ 新株予約権の数、目的となる株式の数は取締

役会決議による新株予約権及び新株発行予定数から、退

職等により権利を喪失した数を控除した平成19年１月31

日現在の数を記載しております。 

 （注）２ 平成18年６月28日開催の株主総会における決

議の日（以下「決議日」という）後、当社が当社の普通

株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含み

ます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併

合を行う場合には、付与株式数を、次の算式により調整

し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てるものとします。 

 

調整後付与株式数 ＝  

調整前付与株式数×分割または併合の比率 

 

 また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたとき(当社Ａ種優先

株式の取得請求権の行使により当社普通株式が交付され

る場合及び募集株式の募集はこれに含まれないものとし

ます)は、当社が適当と考える方法で付与株式数の調整

を行うことができるものとします。 

 

 

 



－  － 

 

25

 

当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

     （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 （注）３ 決議日後、当社が、当社の普通株式につき、

株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次

の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとします。 

 調整後行使価額＝  

 １ 

 
調整前行使価額×

分割または併合の比率 

  また、決議日後、当社が行使価額を下回る価額で当社

普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を

行う場合（新株予約権の行使により新株を発行する場合

及び取得請求権付株式の取得請求権の行使に基づき当社

普通株式を交付する場合を除く）には、行使価額を次の

算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとします。 

 

  調整後行使価額＝  

  新規発行 1株当たり

 既発行株式数 + 株式数 
× 

払込金額 

  調整前行使価額×  行使価額 

   既発行株式数 + 新規発行株式数

  なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、

当社の発行済普通株式総数（当社Ａ種優先株式の取得請

求権の行使により交付される普通株式数を含む）から当

社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数

とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものと

します。 

 さらに、決議日後、行使価額の調整を必要とするやむ

を得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額

は調整されるものとします。 

 

（注）４ 新株予約権の行使期間は、次のとおりと

なっております。 

① 新株予約権27,672個のうち23,884個については、原

則として、平成18年12月31日、平成19年12月31日、

及び平成20年12月31日に、新株予約権の総数のうち

３分の１ずつが権利行使可能となる。但し、新株予

約権者に割り当てられた新株予約権の総数が15個を

下回っている場合は、平成18年12月31日から全部権

利行使可能となる。 

② 新株予約権27,672個のうち上記①以外の3,788個に

ついては、平成20年12月31日から平成28年７月14日

まで権利行使可能である。 
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当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

     （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 （注）５ 新株予約権の行使の条件は、次のとおりと

なっております。 

① 新株予約権者は、行使の時点で、当社取締役また

は従業員の地位（以下「従業員等の地位」とい

う）にある限りにおいて、新株予約権を行使する

ことができる。 

② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、従業員等

の地位を失った後においても、当社取締役会が認

めた場合には、新株予約権を行使することができ

る。 

③ また、上記①にかかわらず、新株予約権者は、②

に該当しない場合であっても、従業員等の地位を

失った日から５年間、従業員等の地位を失った日

までに行使可能となっていた新株予約権を行使す

ることができる。 

 ④ 新株予約権者は、故意若しくは重過失により当社

の社内規程に違反した場合、不正行為により当社

に対して損害を与えた場合、若しくは営業秘密の

漏洩その他の故意若しくは重過失による義務違反

により従業員等の地位を喪失した場合、または上

記事由に該当するか否かを当社が調査している期

間は、新株予約権を行使することができない。 

⑤ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は

これを認めない。 

その他の行使条件に関しては、当社と新株予約権

者との間の「新株予約権割当契約書」に定められ

ております。 
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当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

     （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

────── ２．資本金の額の減少 

当社は平成18年８月10日開催の取締役会及び平成18

年９月13日開催の臨時株主総会において、早期に資本

の欠損を解消して財務体質の健全化を図り、今後の資

本政策等を円滑に遂行するため、資本金の額の減少決

議をしております。 

(1) 減少する資本金の額 

資本金の額52,500,010,000円を26,825,429,639円

減少して25,674,580,361円とします。 

(2) 資本金の額の減少の方法 

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみ 

を減少する方法とします。 

(3)減資の日程 

①  株主総会決議日           平成18年９月13日 

②  債権者異議申述 終期日  平成18年９月11日 

③  減資の効力発生日     平成18年９月13日 

────── ３．資本準備金の額の減少 

 当社は平成18年８月10日開催の取締役会及び平成18

年９月13日開催の臨時株主総会において、資本の欠損

填補を目的とする資本準備金の額の減少決議をしてお

ります。 

 

(1) 減少する資本準備金の額 

資本準備金の額の全額12,500,010,000円を減少し

ます。 

(2)資本準備金の額の減少の日程 

①  株主総会決議日           平成18年９月13日 

②  債権者異議申述 終期日  平成18年９月11日 

③ 資本準備金の額の減少の 

効力発生日        平成18年９月13日 
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当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

     （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

────── ４．協調融資貸出契約の締結 

当社は平成18年８月10日開催の取締役会におい

て、早期に株式公開を達成して財務体質の健全化を

図るべく、下記内容の協調融資貸出契約の締結を決

議し、同日付けで同契約を締結し、借入れを行いま

した。 

また、平成18年８月18日に当該契約に基づき、既

存優先借入金の全額につきリファイナンスを実行い

たしました。 

なお、平成18年９月15日をもって株式会社三井住

友銀行及びゴールドマン・サックス証券株式会社の

貸出債権及び貸出極度額の一部が住友信託銀行株式

会社に譲渡されました。 

また、平成18年11月15日をもって株式会社三井住

友銀行及びゴールドマン・サックス証券株式会社の

貸出債権及び貸出極度額の一部が住友信託銀行株式

会社、株式会社あおぞら銀行、中央三井信託銀行株

式会社、カリヨン、株式会社関西アーバン銀行、株

式会社三重銀行、三井住友海上火災保険株式会社、

大和生命保険株式会社に譲渡されました。 

  (協調融資貸出契約の内容） 

(1) 組成金額 

市中銀行貸出Ａ 23,200百万円 

政投銀貸出Ａ   8,200百万円 

政投銀貸出Ｂ   8,000百万円 

市中銀行貸出Ｃ  7,400百万円 

政投銀貸出Ｃ   2,600百万円 

市中銀行貸出Ｄ  5,000百万円（貸出極度額） 

 (2)期間 

市中銀行貸出Ａ及び政投銀貸出Ａ 

平成18年８月18日～平成24年８月15日 

政投銀貸出Ｂ 

平成18年８月18日～平成26年４月15日 

市中銀行貸出Ｃ及び政投銀貸出Ｃ 

平成18年８月18日～平成24年８月15日 

市中銀行貸出Ｄ 

個別貸出期間１～６ヶ月期限一括返済 

(3) アレンジャー 

株式会社三井住友銀行 

日本政策投資銀行 

ゴールドマン・サックス証券株式会社 

野村キャピタル・インベストメント株式会社 

(4) エージェント 

株式会社三井住友銀行 
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当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

     （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(5) 参加金融機関  

 株式会社三井住友銀行 

 日本政策投資銀行 

 ゴールドマン・サックス証券株式会社 

 野村キャピタル・インベストメント 

 住友信託銀行株式会社 

 株式会社あおぞら銀行 

 中央三井信託銀行株式会社 

 カリヨン 

 株式会社関西アーバン銀行 

 株式会社三重銀行 

 三井住友海上火災保険株式会社 

 大和生命保険株式会社 

(6) 財務制限条項 

当該契約には以下の財務制限条項が付されており

ます。これらに違反した場合は、期限の利益喪失事

由に該当します。 

① レバレッジ・レシオ 

年度末または半期末における劣後条件の付されて

いない有利子負債から所定の弁済金積立額等を差引

き、当該計算時点より過去１年間の営業利益に同期

間に発生した減価償却費その他償却費を加えて求め

たＥＢＩＴＤＡで除したレバレッジ・レシオを以下

のそれぞれの期間に定められた水準以下に保つこ

と。 

平成21年３月末まで     3.50 

平成23年９月末まで     3.25 

平成26年３月末まで     3.00 

 

 

② 修正デットサービス・カバレッジ・レシオ 

   毎年６月末日及び12月末日の各時点ならびに追加

的な債務負担を行った時点において、設備投資控除

前で元利金返済前のキャッシュ・フロー（過去２年

間のＥＢＩＴＤＡの平均値を基礎として所定の算式

に従い計算されたもの）を、各々定められた時点で

の有利子負債から合理的に予測される各事業年度の

元利金返済予想額（一定の法的劣後債務の元本部分

を除く）で除した修正デットサービス・カバレッ

ジ・レシオが貸出期限までの各年度において1.35を

超えるよう維持すること。 
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    当第３四半期会計期間 

        （自 平成18年４月１日 

   至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成 17年４月 1日 

  至 平成 18年３月31日） 

 (7) 配当制限 

配当等についての決議を行う株主総会の招集につ

いて決定する取締役会等において、以下の条件を充

足していることを要します。 

ａ) 借入人返済口座、設備投資口座及び返済積立

口座に必要金額が全額預入されていること。 

ｂ) 期限の利益喪失事由または利益喪失の可能性

が発生しておらず、当該配当等によっても、かかる

事由を発生させないこと。 

 

 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

 

 

(6) 事業部門別売上高 

当第３四半期会計期間におけるテーマパーク事業の販売実績を区分して示すと、次のとおりであります。 

区分 

当第３四半期会計期間 

   （自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

運営収入（百万円） 28,514 33,187 

商品販売収入（百万円） 14,677 18,168 

飲食販売収入（百万円） 8,742 10,759 

その他の収入（百万円） 4,205 6,152 

合計（百万円） 56,140 68,267 

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

  ＜参考情報＞ 入場者数 

区分 

当第３四半期会計期間 

     （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 入場者数（千人・千人未満切捨て） 6,610 8,314 

 レギュラーパス利用者数 4,604 5,713 

 年間・期間限定パス利用者数 2,005 2,600 

  

 


