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平成 20 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結）  

平成 19 年８月７日 

上 場 会 社 名         株式会社ユー・エス・ジェイ            上場取引所  東証マザーズ 

コ ー ド 番 号          2142                                   ＵＲＬ  http://www.usj.co.jp/                  
代  表  者  代表取締役社長  グレン ガンペル 
問合せ先責任者  ファイナンス・アドミニストレーション本部 ＩＲ室長 柴田 俊一 TEL(06) 6465－3134 

                                            （百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 

(1) 経営成績                                   （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年３月期第１四半期 16,825 7.9 1,633 348.1 1,614 － 1,609 －

19 年３月期第１四半期 15,590 － 364 － △197 － △514 －

19 年３月期 72,062 － 7,283 － 5,273 － 3,793 －

 

 
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
20年３月期第１四半期 747 55 743 20

19 年３月期第１四半期 △269 29 －

19 年３月期 1,973 91 1,938 13

（注）当社は平成 18 年３月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、平成 19 年３月期の

対前年同四半期増減率の記載を省略しております。 

(2) 財政状態 

 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

20年３月期第１四半期 124,792 44,954 36.0 20,824 65

19 年３月期第１四半期 132,516 28,159 21.3 12,870 53

19 年３月期 129,937 42,995 33.1 20,061 69

(3) キャッシュ・フローの状況 

 
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

20年３月期第１四半期 1,118 △2,860 △1,849 18,360

19 年３月期第１四半期 223 △6,880 △5,405 15,109

19 年３月期 17,696 △7,010 △16,131 21,920

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
円 銭 円 銭 円 銭

19 年 3月期  － － 0 00

20 年 3 月期  

20 年 3 月期（予想） 750 00 750 00
1,500 00

３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 

  （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中 間 期 37,100 5.1 4,600 39.4 3,600 50.8 3,400 143.0 1,575 02

通   期 73,000 1.3 8,000 9.8 6,000 13.8 5,500 45.0 2,547 82
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４．その他 

  

(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 ： 有 

（注）詳細は 13 ページの「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項」２．固定資産の減価償却の方

法をご覧ください。 

(3) 会計監査人の関与 ： 有 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、予想に内在する様々な不確定要因

や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮

定等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、企業部門収益の好調さが持続し個人消費も回復傾向にあり、景

気は緩やかに拡大を続けております。 

 このような状況のなか、開業６年目となる当事業年度のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、年

間テーマを「ドリーム（夢）」と設定し、ゲストの皆様が思い描いているあこがれや夢が叶うような「ド

リーム（夢）」あふれる新たなワールドクラスのエンターテインメントを続々とお贈りし、特別な思い出

を提供できる場所となることを目指して様々なアトラクションやイベントを強化してまいります。 

 当第１四半期におきましては、平成 19 年３月にオープンした新感覚ジェットコースター「ハリウッ

ド・ドリーム・ザ・ライド」が引き続き大変な人気を集めており、多くのゲストの皆様に絶大な支持を

獲得しております。また、期間限定スペシャルイベントとしまして「スパイダーマン３ ムービー・フェ

スティバル」（平成 19 年４月 19 日から平成 19 年７月 1日まで）や「シュレック３ スペシャルイベント」

（平成 19 年６月７日から平成 19 年８月 31 日の予定）などを新作映画の公開と連動して開催いたしまし

た。マーケティング・営業施策としては、引き続き「関西周辺圏」（石川県、福井県、岐阜県、三重県、

愛知県、岡山県、広島県、徳島県及び香川県）を重点開拓地域とし、集客のための広告宣伝・営業活動

を強化いたしました。海外からの集客につきましても、韓国、台湾及び香港に加え、新たにタイのバン

コクに営業拠点を設け、アジア諸国における当社テーマパークの認知度を高めるとともに、旅行会社や

交通機関との連携のもとに集客増加を推進してまいります。 

 以上の結果、入場者数が多く見込まれるゴールデン・ウイーク期間（平成 19 年４月 28 日から平成 19

年５月６日）に悪天候の影響を受けたものの、当第１四半期の入場者につきましては、前年同期を上回

るゲストにご来場いただきました。 

 また、来たる第２四半期には、夏季限定イベントとして、水を使ったパレード「ユニバーサル・ウォ

ーター・パレード」（平成 19 年７月 12 日から平成 19 年９月２日の予定）を開催し、平成 19 年７月 19

日には新規アトラクションとして、開業以来初となるメリー・ゴーラウンドのアトラクション「マジカ

ル・オズ・ゴーラウンド」を導入するなど、主要ターゲットである女性層及びファミリー層のニーズに

合致した集客施策を継続的に実施してまいります。 

 売上高は、平成 18 年７月に実施したテーマパーク入場料の値上げやアトラクション優先入場券の販売

が好調であることなどにより前年同期に比べ 1,234 百万円増の 16,825 百万円（前年同期比 7.9％増）と

なりました。 

 営業利益は、商品売上原価率の改善、エンターテインメント・ショー制作費や固定資産の耐用年数の

経過による減価償却費の減少等により売上原価、販売費及び一般管理費がほぼ前年並みとなった結果、

前年同期に比べ 1,269 百万円増の 1,633 百万円（前年同期比 348.1％増）となりました。 

 経常利益は、為替差損益の改善や支払利息の減少等により前年同期に比べ 1,812 百万円増の 1,614 百

万円（前年同期は経常損失 197 百万円）となりました。 

 第１四半期純利益は、固定資産除却損の減少等により前年同期に比べ 2,123 百万円増加し、1,609 百

万円（前年同期は第１四半期純損失 514 百万円）となりました。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の状況 

 （資産の部） 

当第１四半期会計期間末の資産の部合計は、前事業年度末比 5,144 百万円減の 124,792 百万円となり

ました。 

流動資産は、1 年以内返済予定の長期借入金の返済等に伴い現金及び預金が 1,296 百万円減少したこ

と等により、前事業年度末比 2,001 百万円減の 24,592 百万円となりました。 

固定資産は、テーマパーク各施設の減価償却が進んだこと等により前事業年度末比 3,140 百万円減の

100,191 百万円となりました。 

 

 （負債の部） 

当第１四半期会計期間末の負債の部合計は、前事業年度末比 7,103 百万円減の 79,838 百万円となりま

した。 

 流動負債は、主にパートナーシップフィーや年間パスの前受金処理額を期間経過に伴って収益計上し

たことにより前受金が 2,324 百万円減少いたしました。その結果、前事業年度末比 4,748 百万円減の

20,907 百万円となりました。 

固定負債は、長期借入金が流動負債の１年以内返済予定の長期借入金への振替により 1,750 百万円減

少したこと等により前事業年度末比 2,355 百万円減の 58,930 百万円となりました。 

 

（純資産の部） 

当第１四半期会計期間末の純資産の部合計は、前事業年度末比 1,958 百万円増の 44,954 百万円とな

りました。これは第１四半期純利益の計上により利益剰余金が 1,609 百万円増加したこと等によるもの

です。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下｢資金｣）の期末残高は、営業活動によって得られ

た資金が 1,118 百万円、投資活動に使用した資金が 2,860 百万円、財務活動に使用した資金が 1,849 百

万円になったこと等により、前事業年度末比 3,559 百万円減少し、18,360 百万円となりました。 

  なお、当第１四半期会計期間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１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同期比 894 百万円増の 1,118 百

万円（前年同期比 399.6％増）となりました。 

 これは税引前第１四半期純利益を計上したことや利息の支払額が前年同期に比べて減少したこと等に

よるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、前年同期比 4,020 百万円減の 2,860

百万円（前年同期比 58.4％減）となりました。 

これは主に定期預金の預入による支出が減少したこと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１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、前年同期比 3,555 百万円減の 1,849

百万円（前年同期比 65.8％減）となりました。 

これは主に長期借入金の返済による支出が減少したことによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 以上のとおり、当第 1四半期会計期間の実績は順調に推移し、また、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ラ

イド」をはじめとする新規アトラクションも大変ご好評いただいております。しかしながら、テーマパ

ークの事業特性のひとつである季節変動要素（夏休みやクリスマスを含む、第２・第３四半期の売上高・

利益の年間に占めるウェイトが大きいこと）を勘案し、５月 10 日に発表いたしました数値と現時点では

変更ありません。 
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４．四半期財務諸表 

(1)四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 19 年６月 30 日） 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 19 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

（％）

金額 

(百万円) 

増減率 

（％） 
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 20,776 20,623   21,920

２．売掛金  688 792   2,066

３．たな卸資産  2,117 2,133   1,821

４．その他の流動資産  942 1,044   788

貸倒引当金  △1 △1   △1

流動資産合計   24,523 18.5 24,592 19.7 68 0.3 26,594 20.5

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1) 建物 ※２ 54,216 52,899   53,639

(2) 構築物 ※２ 19,148 18,271   18,632

(3) 機械及び装置 ※２ 24,704  21,665    23,366

(4) その他の有形 

固定資産 
※２ 7,158  4,701    5,162

有形固定資産合計  105,227 97,537 △7,689 △7.3 100,800

２．無形固定資産  627 612 △15 △2.5 469

３．投資その他の資産  2,119 2,042 △76 △3.6 2,062

固定資産合計   107,974 81.5 100,191 80.3 △7,782 △7.2 103,332 79.5

Ⅲ 繰延資産   17 0.0 7 0.0 △10 △57.5 10 0.0

資産合計   132,516 100.0 124,792 100.0 △7,723 △5.8 129,937 100.0
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前第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 19 年６月 30 日） 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 19 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

（％）

金額 

(百万円) 

増減率 

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金  773 749   1,068

２．１年以内返済予定 

の長期借入金 
※２ 5,400 3,500   3,500

３．前受金  12,580 11,442   13,766

４．賞与引当金  227 227   674

５．役員賞与引当金  － 6   87

６．その他の流動負債  5,633 4,983   6,558

流動負債合計   24,613 18.5 20,907 16.8 △3,706 △15.1 25,656 19.7

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※２ 77,000 57,150   58,900

２．退職給付引当金  779 814   784

３．その他の固定負債  1,963 965   1,600

固定負債合計   79,742 60.2 58,930 47.2 △20,812 △26.1 61,285 47.2

負債合計   104,356 78.7 79,838 64.0 △24,518 △23.5 86,941 66.9

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   52,500 39.6 31,113 24.9 △21,386 △40.7 30,938 23.8

２．資本剰余金     

(1) 資本準備金  12,500 5,438   5,263

(2) その他資本剰余金  － 3,000   3,000

資本剰余金合計   12,500 9.4 8,438 6.8 △4,061 △32.5 8,263 6.4

３．利益剰余金     

(1) その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  △36,840 5,402   3,793

利益剰余金合計   △36,840 △27.7 5,402 4.3 42,242 - 3,793 2.9

株主資本合計   28,159 21.3 44,954 36.0 16,794 59.6 42,995 33.1

純資産合計   28,159 21.3 44,954 36.0 16,794 59.6 42,995 33.1

負債純資産合計   132,516 100.0 124,792 100.0 △7,723 △5.8 129,937 100.0
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(2)四半期損益計算書 

  

前第1四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日）

当第1四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日）

増減 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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

（％）

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  15,590 100.0 16,825 100.0 1,234 7.9 72,062 100.0

Ⅱ 売上原価  13,025 83.5 12,759 75.8 △265 △2.0 55,151 76.5

売上総利益  2,565 16.5 4,065 24.2 1,500 58.5 16,911 23.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,200 14.2 2,432 14.5 231 10.5 9,627 13.4

営業利益  364 2.3 1,633 9.7 1,269 348.1 7,283 10.1

Ⅳ 営業外収益 ※１ 341 2.2 555 3.3 214 62.8 818 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 903 5.8 574 3.4 △328 △36.4 2,828 3.9

経常利益 

または経常損失（△） 
 △197 △1.3 1,614 9.6 1,812 - 5,273 7.3

Ⅵ 特別損失 ※３ 315 2.0 3 0.0 △311 △98.7 1,473 2.0

税引前第１四半期（当期） 

純利益または純損失（△） 
 △513 △3.3 1,610 9.6 2,123 - 3,799 5.3

法人税、住民税及び事業税  1 0.0 1 0.0 0 0 5 0.0

第１四半期（当期）純利益 

または純損失（△） 
 △514 △3.3 1,609 9.6 2,123 - 3,793 5.3
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(3)四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 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 
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１四半期会計期間中の 

変動額 
     

第１四半期純損失   △514 △514 △514 

第１四半期会計期間中の 

変動額合計（百万円） 
－ － △514 △514 △514 

平成18年６月30日残高 

（百万円） 
52,500 12,500 △36,840 28,159 28,159 

 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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19年３月31日残高 

（百万円） 
30,938 5,263 3,000 3,793 42,995 42,995 

第１四半期会計期間中の 

変動額 
      

新株の発行 174 174   349 349 

第１四半期純利益    1,609 1,609 1,609 

第１四半期会計期間中の 

変動額合計（百万円） 
174 174 － 1,609 1,958 1,958 

平成19年６月30日残高 

（百万円） 
31,113 5,438 3,000 5,402 44,954 44,954 
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前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３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 

事業年度中の変動額       

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 － － 

新株の発行 5,263 5,263   10,527 10,527 

当期純利益    3,793 3,793 3,793 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△21,561 △7,236 3,000 40,119 14,320 14,320 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
30,938 5,263 3,000 3,793 42,995 42,995 
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年６月 30 日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年６月 30 日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 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１四半期（当期）純利益 

または純損失（△） 
 △513 1,610 3,799

減価償却費  3,613 3,417 13,686

その他償却費  80 81 326

賞与引当金の増加額（△減少額）  △329 △446 117

役員賞与引当金の増加額  － 6 87

受取利息及び受取配当金  △2 △3 △15

支払利息  837 556 2,302

増資関連費用  － － 331

デリバティブ評価益  － △214 △448

為替差益  △39 △31 △233

固定資産除却損   315 3 706

リファイナンス関連費用  － － 653

売上債権の減少額（△増加額）  1,156 1,273 △221

たな卸資産の減少額（△増加額）  △192 △312 104

仕入債務の増加額（△減少額）    △283 △319 11

未払金の減少額  △1,544 △1,418 △360

前受金の減少額  △1,828 △2,324 △641

その他  85 △265 240

小計  1,355 1,613 20,447

利息及び配当金の受取額  2 1 15

利息の支払額  △1,128 △491 △2,760

法人税等の支払額  △5 △5 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー  223 1,118 17,696

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 △2,263 △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  △1,234 △455 △6,991

無形固定資産の取得による支出  △9 △132 △47

その他  29 △9 27

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,880 △2,860 △7,010
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前第１四半期会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年６月 30 日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 19 年６月 30 日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 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   

長期借入れによる収入  － － 49,400

長期借入金の返済による支出  △5,200 △1,750 △74,600

リファイナンス関連費用の支出  － － △653

株式の発行による収入  － 317 10,490

増資関連費用の支出  － △314 △16

リース債務の返済による支出  △190 △98 △709

その他  △15 △4 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,405 △1,849 △16,131

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  40 32 234

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △12,022 △3,559 △5,211

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  27,131 21,920 27,131

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末 

(期末)残高 
※１ 15,109 18,360 21,920
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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 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19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 

(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 

(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 

(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 

定額法 

なお、主な耐用年数は以下

の通りとなっております。 

建物     ７～50 年 

構築物    ７～60 年 

 機械及び装置 ５～17 年 

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。 

 （会計方針の変更） 

当第１四半期会計期間か

ら法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律

平成 19年３月 30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令平成

19年３月30日 政令第83号

))に伴い、平成 19 年４月１

日以降に取得した有形固定

資産については改正後の法

人税法に基づく減価償却方

法に変更しております。 

これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

 

 

 

 

(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。 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日）

  （追加情報） 

当第１四半期会計期間から

法人税法の改正に伴い平成

19 年３月 31 日以前に取得し

た有形固定資産のうち償却可

能限度額まで償却が終了して

いるものについては残存簿価

を５年間で均等償却しており

ます。この変更により営業利

益、経常利益、税引前第１四

半期純利益はそれぞれ 29 百

万円減少しております。 

 

 (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 

(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 

 

 

 

 

(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１四半期

会計期間の負担額を計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

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

見込額のうち当事業年

度負担額を計上してお

ります。 

 ────── (3)役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、役員賞与支給見込額のう

ち当第１四半期会計期間の負

担額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備え

るため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき

計上しております。    

（会計方針の変更） 

  当事業年度から「役員

賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適

用しております。これに

より営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が

それぞれ 87 百万円減少

しております。 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19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に基

づき、当第１四半期会計期

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。 

(4)退職給付引当金 

同左 

(4) 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１四半

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。 

────── (5) 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、当事業年

度において「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．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 同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日）

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 

(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 

同左 

 

 

ヘッジ対象 

同左 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ 

対象 

ヘッジ手段 

同左 

 

 

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 

 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 

 (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１四半期会計

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 

同左 

(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

いてヘッジ会計が適用さ

れているデリバティブ取

引はありません。 

 

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 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 

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 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

────── ────── （繰延資産の会計処理に関する当面の
取扱い） 
 当事業年度から、「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。 

これに伴い、前事業年度において

繰延資産の内訳として表示していた

「新株発行費」は当事業年度より「株

式交付費」として表示する方法に変

更しております。また、株式交付費

については前事業年度までは発生後

３年以内で均等償却しておりました

が、当事業年度より発生したものに

ついては、支出時に費用として処理

する方法に変更しております。この

結果、従来の方法に比べて、経常利

益及び税引前当期純利益は、それぞ

れ 46 百万円減少しております。 

 
（貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準） 
当第１四半期会計期間から、「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 28,159 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１四半期会計期間におけ

る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。 

 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 
当事業年度から、「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 42,995 百万円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、改正後の財務

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１四半期会計期間から「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 18 年５月 31 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。 

────── （ストック・オプション等に関する会
計基準） 

当事業年度から「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 18年５月 31 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） 

前第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却 
累計額      74,604百万円 

※１．有形固定資産の減価償却 
累計額        86,318百万円

※１．有形固定資産の減価償却 
累計額      82,961百万円

※２．担保資産 
(1) 担保提供資産 

現金及び預金 16,695百万円

建物   54,216 

構築物 19,148 

機械及び装置 24,461 

その他の有形

固定資産 

 

4,855 

計 119,378 

 
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 54,216百万円

 
(2) 対応債務 

１年以内返済予

定の長期借入金 

 

5,400百万円

長期借入金 54,000 

計 59,400 

 
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。 

※２．担保資産 
(1) 担保提供資産 
現金及び預金     3,017百万円

建物 52,899 

構築物 18,271 

機械及び装置 21,232 

その他の有形

固定資産 

 
3,320 

計 98,741 

 
  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 52,899百万円

 
(2) 対応債務 

１年以内返済予

定の長期借入金 3,500百万円

長期借入金 34,150 

計 37,650 

 
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。 

※２．担保資産 
(1) 担保提供資産 

現金及び預金 4,076百万円

建物 53,639 

構築物 18,632 

機械及び装置 22,908 

その他の有形

固定資産 

 
3,686 

計 102,942 

 
  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 53,639百万円

(2) 対応債務 
１年以内返済予

定の長期借入金 
 

3,500百万円

長期借入金 35,900 

計 39,400 

 
  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．    ──── 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
基づく当第１四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。 

 
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 
 

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
く当事業年度末の借入未実行残高は次
のとおりであります。 

 
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、金額的重要性が乏
しいため、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．消費税等の取扱い 

同左 

 

 

※４．   ──── 
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（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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 ※１．営業外収益のうち主要なもの

デリバティブ評価益    307百万円 為替差益       127百万円 
デリバティブ評価益   214百万円 
開発分担金収入（注） 147百万円 
(注) ユニバーサルグループとのラ
イセンス契約に基づき、他のテーマ
パークで当社のアトラクション等
を導入する場合は、当該アトラクシ
ョン等の開発費用の一部が払い戻
されるものをいいます。 
 

為替差益       210百万円 
デリバティブ評価益  448百万円 

※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 ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息             837百万円 支払利息            556 百万円 支払利息         2,302百万円 
増資関連費用     331百万円 
 

※３．特別損失のうち主要なもの 
固定資産除却損 

※３．特別損失のうち主要なもの 
固定資産除却損 

※３．特別損失のうち主要なもの 

建物 191百万円 

構築物 16 

機械及び装置 92 

その他の有形

固定資産 

 

14 

計 315 
 

構築物 0百万円

機械及び装置 2 

その他の有形

固定資産 

 

1 
無形固定資産 0 

計 3 
 

リファイナンス関

連費用（注１） 

653百万円

固定資産除却損

（注２） 

819 

 
 

  (注１)リファイナンス関連費用 

協調融資貸出契約

引受手数料 
504百万円

協調融資貸出契約

組成事務手数料 
54 

弁護士報酬 

その他 
94 

計 653 
 

  （注２）固定資産除却損 

建物 223百万円

構築物 111 

機械及び装置 409 

車両及び運搬具   0 

船舶   0 

工具、器具及び備

品 
65 

ソフトウェア  7 

計 819 
 

４．減価償却実施額 
 有形固定資産    3,543百万円 
 無形固定資産      69 

４．減価償却実施額 
有形固定資産    3,373百万円
無形固定資産      44 

４．減価償却実施額 
有形固定資産   13,427百万円 
無形固定資産     259 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

 １.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１四半期会計

期間増加株式数 

（千株） 

当第 1四半期会計 

期間減少株式数 

（千株） 

当第 1四半期会計

期間末株式数 

（千株） 

発行済株式     

 普通株式 1,541 － － 1,541

 Ａ種優先株式 185 － － 185

合計 1,726 － － 1,726

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

前事業年度末 当第 1 四半期

会計期間増加

当第 1 四半期

会計期間減少

当第 1 四半期

会計期間末 

当第 1四半

期会計期間

末残高 

（百万円）

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権（平成 18 年

６月28日取締役会

決議） 

－ －

合計 － －

 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

１．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１四半期会計

期間増加株式数 

（千株） 

当第 1四半期会計 

期間減少株式数 

（千株） 

当第 1四半期 

会計期間末株式数

（千株） 

発行済株式  

 普通株式 2,143 15 － 2,158

合計 2,143 15 － 2,158

（注）普通株式の発行済株式総数の増加のうち 15 千株は新株予約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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

前事業年度末 当第 1 四半期

会計期間増加

当第 1 四半期

会計期間減少

当第 1 四半期

会計期間末 

当第 1四半

期会計期間

末残高 

（百万円）

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権（平成 18 年

６月28日取締役会

決議） 

－ －

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権（平成 18 年

７月14日取締役会

決議） 

－ －

合計 － －
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前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１．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） 

当事業年度増加 

株式数 

（千株） 

当事業年度減少 

株式数 

（千株） 

当事業年度末 

株式数 

（千株） 

発行済株式     

 普通株式（注）１ 1,541 602 － 2,143

 Ａ種優先株式（注）２ 185 － 185 －

合計 1,726 602 185 2,143

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のうち 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。 

普通株式の発行済株式総数の増加のうち 230 千株は、公募新株を発行（払込期日：平成 19 年３月 15 日） し  

たことによる増加であります。 

普通株式の発行済株式総数の増加のうち２千株は、新株予約権の権利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。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

前事業年度末 当事業年度

増加 

当事業年度

減少 

当事業年度末 

当事業年度末

残高 

(百万円) 

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権（平成 18 年

６月28日取締役会

決議） 

－ －

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権（平成 18 年

７月14日取締役会

決議） 

－ －

合計 － －
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の第１四半
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第１四
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６月30日現在） 
現金及び預金 20,776百万円  

預入期間が３

ヶ月を超える

定期預金 

△5,667 

現金及び現金

同等物 

 

15,109 

 
 

（平成19年６月30日現在）
現金及び預金 20,623百万円

預入期間が３

ヶ月を超える

定期預金 

△2,263 

現金及び現金

同等物 

 

18,360 

 

 
 

（平成19年３月31日現在）
現金及び預金 21,920百万円

現金及び現金

同等物 

 

21,920 

 
 

 

 （リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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 

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 6百万円 

１年超 1 

合計 7 

 

 

 
１年内 6百万円

１年超    0 

合計 7 
 

 
１年内 8百万円

１年超 0 

合計        8 
 

 

 

（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 

前第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 19 年６月 30 日） 
前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 区分 
四半期貸借対照表計上額 

（百万円） 

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 3       3
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（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 

前第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 19 年６月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 19 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）

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 

2,108
675

 
60 
16 

60
16

1,074
－

 
105
－

 
105
－

 
1,026 

48 

 
61 
3 

61
3

小計 2,784 76 76 1,074 105 105 1,123 62 62

クーポンスワ
ップ取引 
受取（ＵＳＤ） 

支払（ＪＰＹ） 2,198

 
 

25 25

 
 
 1,746

    
    
  188

    
    
  188

 
 

1,859 

 
 

113 113

市
場
取
引
以
外
の 
取
引 

小計 2,198 25 25 1,746 188 188 1,859 113 113

合計 4,982 102 102 2,821 293 293 2,983 176 176

 

（前第１四半期会計期間末） （当第１四半期会計期間末） （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）時価の算定方法 

      同左 

 

（注）時価の算定方法 

同左 

 

   (2) 金利関連 

前第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 19 年６月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 19 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） 
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

 

 

 

△680 

 

△680

 

 

 

24,000

 

△324 △324

 

 

24,000 △539 △539

合計 24,000 △680 △680 24,000 △324 △324 24,000 △539 △539

 

（前第１四半期会計期間末） （当第１四半期会計期間末） （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）時価の算定方法 
同左 

 

（注）時価の算定方法 

同左
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 （ストック・オプション等関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

 当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容、規模及び単価情報 

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。 

 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 当事業年度に付与したストック・オプションの内容、規模及び単価情報 

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。 
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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） 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

   該当事項はありません。 

 

  当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

   該当事項はありません。 

 

  前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 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） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額  

12,870 円 53 銭 

１株当たり第１四半期純損失金額 

269 円 29 銭 

１株当たり純資産額  

20,824 円 65 銭 

１株当たり第１四半期純利益金額 

747 円 55 銭 

１株当たり純資産額 

20,061 円 69 銭

１株当たり当期純利益金額 

1,973 円 91 銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり 

第１四半期純利益金額  

743 円 20 銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額  

1,938 円 13 銭 

 

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

 

前第１四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年６月 30 日）

当第１四半期会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 19 年６月 30 日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日）

１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額または純損失金額 
   

第１四半期（当期）純利益 

または純損失（△）金額（百

万円） 

△514 1,609 3,793 

普通株主に帰属しない金額

（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る第１四半期

（当期）純利益または純損失

（△）（百万円） 

△514 1,609 3,793 

期中平均普通株式数（千株） 1,541 2,152 1,661 

期中平均転換株式数（千株） 370 － 260 

期中平均株式数（千株） 1,911 2,152 1,921 

潜在株式調整後１株当たり第

1 四半期純利益金額または当

期純利益金額 

   

第 1 四半期純利益または当期

純利益調整額（百万円） 
－ － － 

普通株式増加数（千株） － 12 35 

（うち新株予約権） － (12) (35) 

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

１四半期純利益金額または当

期純利益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) 

 

────── ────── 
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（重要な後発事象） 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．新株予約権Ｂの発行 
平成18年６月28日開催の定時株

主総会の決議に基づき、当社取締役
及び従業員に対して、ストック・オ
プションとして平成18年７月18日
付で新株予約権を発行しておりま
す。 

(1)新株予約権の数 
  27,962個 
 (2)新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 
普通株式 27,962株（注1） 

(3)新株予約権の発行価格 
 無償 

(4)新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり 22,500円（注2） 

(5)新株予約権の行使期間 
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格及び
資本組入額 
 発行価格  22,500円 
 資本組入額 11,250円 
(7) 新株予約権行使の条件 

本株主総会決議及び新株予約権
発行にかかる取締役会決議に基づ
き別途当社と新株予約権者との間
で締結する｢新株予約権割当契約
書｣に定めるところによる。 

(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。 

１. 新株予約権Ｃの発行 
平成19年６月27日開催の定時株

主総会の決議に基づき、平成19年８
月７日開催の取締役会において、当
社取締役及び従業員に対して株式
報酬型ストック・オプションとして
の新株予約権Ｃを発行いたしまし
た。 
(1)新株予約権の数 

589個 
(2)新株予約権の目的となる株式の
種類及び数 

普通株式589株(注) 
(3)新株予約権の発行価格 

新株予約権Ｃ１個につき
63,193円とします。但し、当社は、
新株予約権Ｃの割当てを受ける
者に対して、当該割当を受ける者
が割当てを受ける新株予約権Ｃ
の払込金額に相当する報酬を支
給することとし、当該割当を受け
る者は、当該報酬債権と相殺する
ことにより払込みを行うことが
できるものとします。 

(4)新株予約権の行使時の払込金額 
新株予約権Ｃ１個につき１円

とします。 
(5)新株予約権の行使期間 

平成22年８月７日から平成29年
８月６日まで 

(6)新株予約権の行使により株式を発
行する場合に増加する資本金及び
資本準備金の額 
a 新株予約権Ｃの行使により株
式を発行する場合において増加
する資本金の額は、会社計算規則
第40条第1項に従い算出される資
本金等増加限度額の2分の1の金
額とし、計算の結果生ずる1円未
満の端数は切り上げるものとし
ます。 
ｂ 新株予約権Ｃの行使により株
式を発行する場合において増加す
る資本準備金の額は、前a号の資本
金等増加限度額から前a号に定める
増加する資本金の額を減じた額と
します。 
 

１．新株予約権の発行 
平成19年６月27日開催の定時株
主総会において、取締役の報酬の
一部として金銭による報酬とは
別に、株式報酬型ストック・オプ
ション公正価格分として年額25
百万円以内とすること及び付与
する新株予約権の内容を決議い
たしました。その内容は以下の通
りとなっております。 

(1)新株予約権の総数 
上記25百万円をオプション評

価モデルを用いて合理的に算定
された新株予約権１個当たりの
公正価格により除して得られた
個数（１個未満の端数は切捨て
るものとします）を各事業年度
に係る定時株主総会の日から１
年以内の日に発行する新株予約
権の数の上限とします。 

(2)新株予約権の目的である株式の
種類及び数 
新株予約権１個当たりの目的

となる株式の数（以下「付与株
式数」といいます）は、当社普
通株式１株とします。なお、当
社が株式分割（当社普通株式の
株式無償割当てを含みます）、
株式併合等を行うことにより付
与株式数を調整することが適切
な場合は、当社は必要と認める
調整を行うことができるものと
します。 

(3)新株予約権と引換えに払い込む
金額 
オプション評価モデルを用

いて合理的に算定された公正
価格を払込金額とする一方、新
株予約権者に対して当該払込
金額に相当する報酬を支給す
ることとし、払込みに代えて当
該報酬債権により相殺するこ
ととします。 

(4)新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額 
新株予約権１個当たりの行使

に際して出資される財産の価額
は、１株当たりの払込金額を１
円とし、これに付与株式数を乗
じた金額とします。 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（注1） 
総会決議日後、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)又は株式併合を行
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×分割又は併合

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。 
(注2) 

当社の普通株式につき、株式分割又
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× 
分割又は併合の比率 

また、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
又は自己株式の処分を行なう場合、又
は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。 

(7)新株予約権行使の条件 
①新株予約権者は、権利確定日及

び行使の時点で当社の取締役又は
従業員の地位（以下「従業員等の地
位」という）にある場合に限り、新
株予約権を行使することができま
す。但し、(i)行使の時点で従業員
等の地位にない場合であっても、権
利確定日以後に従業員等の地位を
喪失した場合は、当該地位喪失後５
年間（但し、(5)新株予約権の行使
期間の終期を超えることはできま
せん）は、新株予約権Ｃを行使する
ことができ、また、(ii)行使の時点
で従業員等の地位になく、かつ、権
利確定日前に従業員等の地位を喪
失していた場合であっても、当社の
取締役会が承認したときは、当該地
位喪失日までの新株予約権者の貢
献度合（取締役会が認定する）に応
じて権利確定日より取締役会が定
める期間、行使できるものとしま
す。 
②新株予約権Ｃは、新株予約権者

が、権利確定日において当社が別途
定める業績目標を達成した場合に、
その達成割合に応じて行使可能と
なります。但し、①(ii)に基づき行
使可能となる場合は、当社の取締役
会が認定した新株予約権者の貢献
度合いに応じて行使可能となりま
す。 
その他、新株予約権割当契約書の

定めるところによります。 
(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Ｃの取得に

ついては、当社の取締役会の決議に
よる承認を要するものとします。 

 
(注) 
 各新株予約権Ｃの目的たる株式
の種類及び数(以下｢付与株式数｣と
いう)は当社普通株式１株とし、下
記の場合に調整されることがあり
ます。 
a.割当日以後、当社が普通株式の株
式分割(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)又は株式併合を行なう
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

× 分割又は併合の比率 

 
b．上記のほか、割当日以後に、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ます。 
 
 

(5)新株予約権を行使することがで
きる期間 

新株予約権を割り当てる日
から３年経過の日から10年経
過の日までとします。 

(6)譲渡による新株予約権の取得の
制限 

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
承認を要するものとします。 

(7)新株予約権の行使の条件 
新株予約権者は、原則とし

て、行使の時点で当社の取締役
の地位を有していることを要
するものとします。ただし、当
社取締役会が承認した場合等
には取締役の地位を失った後
においても新株予約権を行使
できるものとします。 

(8)新株予約権のその他の内容 
その他の条件および細目に

ついては、新株予約権の募集事
項を決定する取締役会で定め
るものとします。 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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) 資本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効力発生日 

平成18年９月13日 

２.新株予約権Ｄの発行 
 平成19年８月７日開催の取締役会
において、当社従業員に対して株式
報酬型ストック・オプションとして
の新株予約権Ｄを発行いたしまし
た。 
 
(1)新株予約権の数 

1,084個 
(2)新株予約権の目的となる株式の
種類及び数 

普通株式1,084株(注) 
(3)新株予約権の発行価格 
新株予約権Ｄ１個につき66,758

円とします。但し、当社は、新株予
約権Ｄの割当てを受ける者に対し
て、当該割当を受ける者が割当てを
受ける新株予約権Ｄの払込金額に
相当する報酬を支給することとし、
当該割当を受ける者は、当該報酬債
権と相殺することにより払込みを
行うことができるものとします。 
(4)新株予約権の行使時の払込金額 
新株予約権Ｄ１個につき１円とし

ます。 
(5)新株予約権の行使期間 
平成22年８月７日から平成29年８

月６日まで 
(6)新株予約権の行使により株式を発
行する場合に増加する資本金及び
資本準備金の額 
a 新株予約権Ｄの行使により株

式を発行する場合において増加す
る資本金の額は、会社計算規則第40
条第1項に従い算出される資本金等
増加限度額の2分の1の金額とし、計
算の結果生ずる1円未満の端数は切
り上げるものとします。 
ｂ 新株予約権Ｄの行使により株

式を発行する場合において増加する
資本準備金の額は、前a号の資本金等
増加限度額から前a号に定める増加す
る資本金の額を減じた額とします。
 
 
 

 

────── 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

 (7)新株予約権の行使の条件 
①新株予約権者は、権利確定日及

び行使の時点で当社の取締役又は従
業員の地位（以下「従業員等の地位」
という）にある場合に限り、新株予
約権を行使することができます。但
し、(i)行使の時点で従業員等の地位
にない場合であっても、権利確定日
以後に従業員等の地位を喪失した場
合は、当該地位喪失後５年間（但し、
(5)新株予約権の.行使期間の終期を
超えることはできません）は、新株
予約権Ｄを行使することができ、ま
た、(ii)行使の時点で従業員等の地
位になく、かつ、権利確定日前に従
業員等の地位を喪失していた場合で
あっても、当社の取締役会が承認し
たときは、当該地位喪失日までの新
株予約権者の貢献度合（取締役会が
認定する）に応じて権利確定日より
取締役会が定める期間、新株予約権
Ｄを行使できるものとします。 
②この新株予約権Ｄのうち1/2（端

数については切り上げるものとしま
す）については、新株予約権者が、
権利確定日において当社が別途定め
る業績目標を達成した場合に、その
達成割合に応じて行使可能となりま
す。但し、①(ii)に基づき行使可能
となる場合は、当社の取締役会が認
定した新株予約権者の貢献度合いに
応じて行使可能となるものとしま
す。 
その他、新株予約権割当契約書の

定めるところによります。 
(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Ｄの取得

については、当社の取締役会の決議
による承認を要するものとします。
(注) 
 新株予約権Ｄの目的たる株式の
種類及び数(以下｢付与株式数｣とい
う)は当社普通株式１株とし、下記
の場合に調整されることがありま
す。 
a.割当日以後、当社が普通株式の株
式分割(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)又は株式併合を行なう
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 × 分割又は併合の比率 

 
b．上記のほか、割当日以後に、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
を行うことができます。 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31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効力発生日 

平成18年９月13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。 

────── ────── 

（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） 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

(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 

(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・サックス証券会社 

野村キャピタル・インベストメン

ト株式会社 

(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 

年度末又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ＥＢＩＴ

ＤＡ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 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

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。 

  

(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又は利益喪

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。 
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(6) 事業部門別売上高 

当第１四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 

前第１四半期会計期間 

 （自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年６月 30 日）

当第１四半期会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

 至 平成19年６月30日）

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日

 至 平成19年３月31日）

運営収入（百万円） 7,859 8,962 36,908 

商品販売収入（百万円） 4,063 4,082 18,595 

飲食販売収入（百万円） 2,340 2,412 10,956 

その他の収入（百万円） 1,327 1,367 5,601 

合計（百万円） 15,590 16,825 72,062 

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

 


