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１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 57,751 2.9 8,844 20.8 8,054 34.5 7,989 63.6

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

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３四半期 3,703 64 3,622 39

19年３月期第３四半期 2,555 16 － －

19年３月期 1,973 91 1,938 13

（注）当社は平成18年３月期第３四半期については、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３四半期 127,379 49,754 39.1 23,029 73

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

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３四半期 12,303 △2,792 △5,475 26,050

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

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 750 00 －   

20年３月期（予想） － 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）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 73,000 1.3 8,000 9.8 6,500 23.3 6,200 63.4 2,870 64

－ 1 －



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）最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　　　　　　　　　　　　　　　：　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３四半期（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで）におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムロー

ン問題や原油高騰の影響等により先行き不透明感が広がっているものの、企業部門収益の好調さが持続し個人消費も順

調に推移しており、景気は回復基調を維持しました。

　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（TM）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おります。このように、新しいエンターテインメントを年間を通じて継続

的にご提供することで、ゲストの皆様のリピート来場促進を図っております。

　2007年12月には、ナイトタイム・ラグーンショー「ピーターパンのネバーランド」（2006年４月オープン）が、テー

マエンターテインメント協会（The Themed Entertainment Association: TEA、本部：米国カリフォルニア州）より、エ

ンターテインメント業界のオスカー賞とも言われる「ティア賞イベント・スペクタキュラー部門」を受賞し、当社のご

提供するアトラクションがワールドクラスの高い品質を持つことが証明されました。

 

　当第３四半期（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで）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

から絶大な支持を獲得しております。また、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」を導入いたしました。

　シーズナル・イベントとしては、夏季限定イベントとして初となる水を使ったキャラクターパレード「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）を開催、「ユニバーサル・ワンダー・ハロウィー

ン」（平成19年９月11日から平成19年10月31日）ではより華やかに、よりダイナミックになったアクロバティックなエ

ンターテインメント・ショー「ソルシエ」をメインショーとして上演いたしました。また、クリスマス期間には「ユニ

バーサル・ワンダー・クリスマス」（平成19年11月８日から平成20年１月６日）として、サンタクロースやトナカイ、

クリスマスのおもちゃたちが織り成す歌とダンスのショー「サンタのトイ・パーティ」を新たに日中のショーとして上

演、毎年ご好評いただいている「ユニバーサル・スーパー・クリスマスツリー」の下のシンギング・ショー「ホワイト・

クリスマス・キャロル」も引き続き開催し、世代を超えた多くのゲストの皆様を魅了いたしました。これらのイベント

期間には、午後３時よりご入場が可能な夏季限定「サマー・トワイライト・パス」（平成19年７月14日から平成19年９

月２日）やハロウィーン・クリスマス期間限定「トワイライト・パス」（平成19年９月11日から平成20年1月６日）の販

売を実施し、多くのゲストの皆様にご支持いただきました。そのほかにも新作映画の公開と連動した期間限定スペシャ

ルイベント（平成19年４月19日から平成19年８月31日）を実施するなど、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いたしました。

　また、年間スタジオ・パスをお得な特別価格でご提供する期間限定「年間スタジオ・パス プライス・キャンペーン」

（平成19年10月15日から平成20年１月31日）も大変ご好評いただき、好調な販売実績を記録いたしました。

　地域ごとの施策としては、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。また、海外からの入

場者数が若干の減少傾向にあることを受けまして、韓国など主要国でのマーケティング・営業活動を強化しておりま

す。

 

　来たる第４四半期には、引き続き、「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」（平成19年11月８日から平成20年１月

６日）の開催、成人式を迎えられる方への祝福の気持ちを込めて「2008年成人の日記念特別優待プログラムの実施」（平

成20年１月６日から平成20年１月20日）、バレンタインをテーマとした「ユニバーサル・バレンタイン」（平成20年１

月17日から平成20年３月２日の予定）や７周年記念スペシャルライブ「卒フェス2008 in UNIVERSAL STUDIOS 

JAPAN～サクラサクトキトビラアク～」（平成20年３月29日、30日の予定）などを実施してまいります。さらに、平成20

年３月中旬には開業７周年を記念した新規アトラクションとしてかつて見たことのないような壮大なスケールの当社オ

リジナルのショー「ファンタスティック・ワールド」を、オープンする予定となっております。巨大な可動式ステージ

３台を舞台に、ダイナミックで躍動的なパフォーマンスとさまざまなジャンルの音楽の融合で、ファンタスティックな

感動を感じていただきます。このような「ワンダー」と「イマジネーション」あふれるワールドクラスのエンターテイ

ンメントで新しい驚きや感動を続々と提供してまいります。

 

　売上高は、入場者数の増加に加えて平成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1,611百万円増の57,751百万円（前年同期比2.9％増）となりま

した。
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　営業利益は、商品販売収入の粗利率の上昇や水道光熱費等のコスト削減に努めたこと、エンターテインメント・ショー

制作費や減価償却費の減少等により、前年同期に比べ1,522百万円増の8,844百万円（前年同期比20.8％増）となりまし

た。

　経常利益は、借入金残高の減少による支払利息の減少等により、前年同期に比べ2,066百万円増の8,054百万円（前年

同期比34.5％増）となりました。

　昨年度、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が当第

３四半期会計期間においては大幅に減少しており、特別損失は60百万円（前年同期比94.5%減）となりました。

　以上の結果、第３四半期純利益は、前年同期に比べ3,106百万円増の7,989百万円（前年同期比63.6%増）となりました。

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３四半期会計期間末の資産の部合計は、前事業年度末比2,557百万円減の127,379百万円となりました。

　流動資産は、現金及び預金が4,129百万円増加(増減要因については、「②キャッシュ・フローの状況」参照）した

こと等により前事業年度末比5,322百万円増の31,916百万円となりました。

　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7,872百万円減の95,460百万円と

なりました。

（負債の部）

　当第３四半期会計期間末の負債の部合計は、前事業年度末比9,316百万円減の77,625百万円となりました。

　当社ではマーケティング・パートナー企業からのパートナーシップフィーや年間パスの収入額は一旦前受金として

処理し、期間経過に伴い収益計上しております。流動負債では主にこの期間経過に伴う収益計上によって前受金が

4,367百万円減少いたしました。その結果、前事業年度末比5,345百万円減の20,311百万円となりました。

　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3,500百万円減少したことが主

な要因で、前事業年度末比3,971百万円減の57,313百万円となりました。

（純資産の部）

　当第３四半期会計期間末の純資産の部合計は、前事業年度末比6,759百万円増の49,754百万円となりました。これは

第３四半期純利益の計上等により利益剰余金が6,369百万円増加したことによるものです。

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（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

12,303百万円、投資活動に使用した資金が2,792百万円、財務活動に使用した資金が5,475百万円になったこと等によ

り、前事業年度末比4,129百万円増加し、26,050百万円となりました。

　なお、当第３四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３四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2,489百万円増の12,303百万円（前年同

期比25.4％増）となりました。

　これは税引前第３四半期純利益が増加したことや長期借入金のリファイナンス(平成18年８月実施）や期限前返済

（平成19年３月実施）により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。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四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1,698百万円減の2,792百万円（前年同

期比37.8％減）となりました。

　これは前第３四半期会計期間において発生した「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」建設などに伴う有形固定資

産の取得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３四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10,972百万円減の5,475百万円（前年同

期比66.7％減）となりました。

　これは前第３四半期会計期間にリファイナンスの実施によって発生した長期借入金の返済による支出が大きく減少

したことによるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期において、業績は順調に推移しており、利益については通期予想を既に上回っております。しかし、テー

マパーク事業における季節変動特性や春休み時期の天候リスクなどを考慮し、現段階では、平成19年11月８日に公表の

業績予想を変更いたしません。

　一般的に、テーマパーク事業においては、冬季である第４四半期の入場者数は比較的少なくなる傾向にあります。ま

た、当社では、春休み開始に合わせて投入する新規アトラクション制作費や集客増加を図るための広告宣伝費などの費

用を第４四半期において戦略的に投下するほか、営業時間が短くなるこの期間、一部アトラクションの集中メンテナン

スを実施します。その結果、他の四半期に比べ、第４四半期の利益水準は低くなる傾向にあり、今後も同様の傾向が続

く可能性があります。（業績の季節変動につきましては、平成19年6月28日提出の第13期有価証券報告書の「事業等のリ

スク」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。）
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４．四半期財務諸表

(1)四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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 16,179   26,050     21,920   

２．売掛金  2,216   2,305     2,066   

３．たな卸資産  2,076   2,101     1,821   

４．その他の流動
資産

 1,149   1,460     788   

貸倒引当金  △1   △1     △1   

流動資産合計   21,620 17.1  31,916 25.1 10,296 47.6  26,594 20.5

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産 ※１            

(1）建物 ※２ 53,180   51,400     53,639   

(2）構築物 ※２ 18,531   17,575     18,632   

(3）機械及び装
置

※２ 21,547   18,485     23,366   

(4）その他の有
形固定資産

※２ 8,863   4,791     5,162   

有形固定資産
合計

 102,122   92,252   △9,869 △9.7 100,800   

２．無形固定資産  515   1,431   915 177.6 469   

３．投資その他の
資産

 2,086   1,776   △310 △14.9 2,062   

固定資産合計   104,724 82.9  95,460 74.9 △9,264 △8.8  103,332 79.5

Ⅲ　繰延資産   12 0.0  2 0.0 △10 △80.0  10 0.0

資産合計   126,357 100.0  127,379 100.0 1,021 0.8  129,937 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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  1,058   1,007     1,068   

２．１年以内返済
予定の長期借
入金

※２ 3,500   3,500     3,500   

３．前受金  10,380   9,399     13,766   

４．賞与引当金  379   395     674   

５．役員賞与引当
金

 －   18     87   

６．その他の流動
負債

 
※４

6,130   5,989     6,558   

流動負債合計   21,448 17.0  20,311 15.9 △1,137 △5.3  25,656 19.7

Ⅱ　固定負債             

１．長期借入金 ※２ 68,900   55,400     58,900   

２．退職給付引当
金

 773   860     784   

３．その他の固定
負債

 1,677   1,053     1,600   

固定負債合計   71,351 56.4  57,313 45.0 △14,037 △19.7  61,285 47.2

負債合計   92,800 73.4  77,625 60.9 △15,175 △16.4  86,941 66.9

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

１．資本金   25,674 20.3  31,125 24.5 5,450 21.2  30,938 23.8

２．資本剰余金             

(1）資本準備金  －   5,450     5,263   

(2）その他資本
剰余金

 3,000   3,000     3,000   

資本剰余金合
計

  3,000 2.4  8,450 6.6 5,450 181.7  8,263 6.4

３．利益剰余金             

(1）利益準備金  －   161     －   

(2）その他利益
剰余金

            

繰越利益剰
余金

 4,883   10,001     3,793   

利益剰余金合
計

  4,883 3.9  10,163 8.0 5,280 108.1  3,793 2.9

株主資本合計   33,557 26.6  49,739 39.1 16,181 48.2  42,995 33.1

Ⅱ 新株予約権   － －  15 0.0 15 －  － －

純資産合計   33,557 26.6  49,754 39.1 16,196 48.3  42,995 33.1

負債純資産合計   126,357 100.0  127,379 100.0 1,021 0.8  129,937 100.0
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(2)四半期損益計算書

  
前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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  56,140 100.0 57,751 100.0 1,611 2.9 72,062 100.0

Ⅱ　売上原価  41,968 74.8 41,484 71.8 △484 △1.2 55,151 76.5

売上総利益  14,171 25.2 16,267 28.2 2,096 14.8 16,911 23.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  6,849 12.2 7,423 12.9 573 8.4 9,627 13.4

営業利益  7,321 13.0 8,844 15.3 1,522 20.8 7,283 10.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 783 1.4 760 1.3 △22 △2.9 818 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 2,116 3.7 1,550 2.7 △566 △26.8 2,828 3.9

経常利益  5,988 10.7 8,054 13.9 2,066 34.5 5,273 7.3

Ⅵ　特別損失 ※３ 1,100 2.0 60 0.1 △1,040 △94.5 1,473 2.0

税引前第３四半期（当
期）純利益

 4,887 8.7 7,993 13.8 3,106 63.6 3,799 5.3

法人税、住民税及び事
業税

 4 0.0 4 0.0 － － 5 0.0

第３四半期（当期）純
利益）

 4,883 8.7 7,989 13.8 3,106 63.6 3,793 5.3
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(3)四半期株主資本等変動計算書

前第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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本剰余
金

その他利益剰余
金

繰越利益剰余金

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

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計資本準備金

 

その他資本
剰余金
 

 利益準備金

その他利益
剰余金
繰越利益剰余

金

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３四半期会計期間中の
変動額

        

新株の発行 187 187    374  374

剰余金の配当    161 △1,781 △1,619  △1,619

第３四半期純利益     7,989 7,989  7,989

株主資本以外の項目の
四半期会計期間中の変
動額（純額）

     － 15 15

第３四半期会計期間中の
変動額合計（百万円）

187 187 － 161 6,207 6,744 15 6,759

平成19年12月31日残高
（百万円）

31,125 5,450 3,000 161 10,001 49,739 15 49,754
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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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他
資本剰余金

その他利益剰余
金

繰越利益剰余金

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
（自　平成19年４月１日
至　平成19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３四半期（当
期）純利益

 4,887 7,993 3,799

減価償却費  10,331 9,965 13,686

その他償却費  245 245 326

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 △176 △278 117

役員賞与引当金の増加
額（△減少額）

 － △69 87

受取利息及び受取配当
金

 △6 △66 △15

支払利息  1,910 1,427 2,302

増資関連費用  － － 331

デリバティブ評価益  △470 △384 △448

為替差益  △170 △93 △233

固定資産除却損  446 60 706

リファイナンス関連費
用

 653 － 653

売上債権の増加額  △372 △239 △221

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △150 △280 104

仕入債務の増加
（△減少額）

 1 △60 11

未払金の減少額  △1,128 △892 △360

前受金の減少額  △4,028 △4,367 △641

その他  △1 416 240

小計  11,968 13,374 20,447

利息及び配当金の受取
額

 7 59 15

利息の支払額  △2,156 △1,124 △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

 9,814 12,303 17,696
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前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19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）

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 2,263 5,667

有形固定資産の取得に
よる支出

 △4,483 △1,770 △6,991

無形固定資産の取得に
よる支出

 △41 △990 △47

その他  34 △31 27

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △4,491 △2,792 △7,010

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 － 49,400

長期借入金の返済によ
る支出

 △64,600 △3,500 △74,600

リファイナンス関連費
用の支出

 △647 － △653

株式の発行による収入  － 341 10,490

配当金の支払額  － △1,610 －

増資関連費用の支出  － △314 △16

リース債務の返済によ
る支出

 △561 △388 △709

その他  △39 △4 △43

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △16,447 △5,475 △16,131

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 171 93 234

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（△減少額）

 △10,952 4,129 △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
３四半期末（期末）残高

※１ 16,179 26,050 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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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　　　　　　　３～50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。

(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。

  （会計方針の変更）

　当第３四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。

　これにより、営業利益、経常利

益、税引前第３四半期純利益はそ

れぞれ６百万円減少しております。

 

  （追加情報）

　当第３四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。これにより、営業利益、経常

利益、税引前第３四半期純利益は

それぞれ88百万円減少しておりま

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
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項目
前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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．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

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３

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。

 (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。

(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。

───── (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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

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

外貨建債務

外貨建予定取引

借入金

ヘッジ対象

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

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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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。

────── （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３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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

80,933百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

92,557百万円

※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

※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

建物 53,180

構築物 18,531

機械及び装置 21,060

その他の有形固定資

産 3,814

計 99,581

現金及び預金 2,929百万円

建物 51,400

構築物 17,575

機械及び装置 18,104

その他の有形固定資

産 2,913

計 92,923

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。

　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 51,400百万円 建物 53,639百万円

(2）対応債務 (2）対応債務 (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 45,900

計 49,400

１年以内返済予定の

長期借入金 3,500百万円

長期借入金 32,400

計 35,900

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。

　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。この契約に基づく当第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．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．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

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

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．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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

為替差益 189百万円

デリバティブ評価益 470百万円

  

受取利息 66百万円

デリバティブ評価益 384百万円

開発分担金収入（注） 147百万円

為替差益 210百万円

デリバティブ評価益 448百万円

 　（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。

 

※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 1,910百万円 支払利息 1,427百万円 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
※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

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）

447

構築物 0百万円

機械及び装置 5

その他の有形固定資産 28

無形固定資産 26

計 60

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

　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

　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。

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

 

 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  （注２）固定資産除却損

建物 211百万円

構築物 34

機械及び装置 167

その他の有形固定

資産
25

無形固定資産 7

計 447

 

 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 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

無形固定資産 202

有形固定資産 9,826百万円

無形固定資産 139

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）

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。

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

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当第３四半期
会計期間末残
高（百万円）前事業年度末

当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
会計期間末

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 － －

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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） 2,143 16 － 2,159

合計 2,143 16 － 2,159

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加のうち16千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

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当第３四半期
会計期間末残
高（百万円）前事業年度末

当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
会計期間末

ストック・オプションと

しての新株予約権Ａ（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Ｂ（平

成18年７月14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Ｃ（平

成19年８月７日取締役会

決議）

－ ５

ストック・オプションと

しての新株予約権Ｄ（平

成19年８月７日取締役会

決議）

－ ９

合計 － 15

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月８日

取締役会
普通株式 1,619 750 平成19年９月30日 平成19年12月４日

 

（２）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後とな

るもの

  該当事項はありません。

 

㈱ユー・エス・ジェイ（2142）平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）　

－ 20 －



 

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

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度末
残高
（百万円）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

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 － －

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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19年12月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金 16,179百万円

現金及び現金同等物 16,179

現金及び預金 26,050百万円

現金及び現金同等物 26,050

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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 3百万円

１年超 －

合計 3

１年内 10百万円

１年超 30

合計 41

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

区分

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

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

区分 種類

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

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

為替予約取引          

売建          

ＳＦＲ 49 △2 △2 － － － 49 △2 △2

買建          

ＵＳＤ 1,227 87 87 1,646 28 28 1,026 61 61

ＳＦＲ 177 13 13 － － － 48 3 3

小計 1,454 99 99 1,646 28 28 1,123 62 62

クーポンスワッ

プ取引
         

受取（ＵＳＤ）          

支払（ＪＰＹ） 1,972 124 124 1,520 80 80 1,859 113 113

小計 1,972 124 124 1,520 80 80 1,859 113 113

合計 3,427 223 223 3,166 109 109 2,983 176 176

（前第３四半期会計期間末） （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）時価の算定方法

同左

（注）時価の算定方法

同左

(2）金利関連

区分 種類

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

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 △516 △516 24,000 △154 △154 24,000 △539 △539

合計 24,000 △516 △516 24,000 △154 △154 24,000 △539 △539

（前第３四半期会計期間末） （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）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、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。

 

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。
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当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

 １.ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　売上原価　　　　　　　　　　７百万円

　販売費及び一般管理費　　　　７百万円

 ２.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Ｃ

決議年月日（取締役会決議日） 平成19年８月7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５名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　589株

付与日 平成19年８月７日

権利確定条件

新株予約権Ｃの割当日から３年経過の日（以下「権利確定

日」といいます）に従業員又は取締役の地位（以下「従業

員等の地位」といいます）にあること。また、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

業績目標に達した場合に、その達成割合に応じて権利が確

定いたします。

　なお、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い（取締役会が認

定する）に応じて権利が確定いたします。

対象勤務期間 平成19年８月７日から平成22年８月７日

権利行使期間

平成22年８月７日から平成29年８月６日

 ただし、権利確定前に従業員等の地位を喪失した場合で

あって、当社の取締役会が承認した場合は権利確定日以降、

取締役会が定める期間とし、また、権利確定日以後に従業

員の地位を喪失した場合は、当該喪失後５年間（上記の権

利行使期間を超えることはできません）といたします。

権利行使価格（円） 1

付与日における公正な評価単価（円） 69,319
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種類 ストック・オプションＤ

決議年月日（取締役会決議日） 平成19年８月7日

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員39名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　1,084株

付与日 平成19年８月７日

権利確定条件

新株予約権Ｄの割当日から３年経過の日（以下「権利確定

日」といいます）に従業員又は取締役の地位（以下「従業

員等の地位」といいます）にあること。また、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）

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

績目標に達した場合に、その達成割合に応じて権利が確定

いたします。

　なお、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い（取締役会が認

定する）に応じて権利が確定いたします。

対象勤務期間 平成19年８月７日から平成22年８月７日

権利行使期間

平成22年８月７日から平成29年８月６日

 ただし、権利確定前に従業員等の地位を喪失した場合で

あって、当社の取締役会が承認した場合は権利確定日以降、

取締役会が定める期間とし、また、権利確定日以後に従業

員の地位を喪失した場合は、当該喪失後５年間（上記の権

利行使期間を超えることはできません）といたします。

権利行使価格（円） 1

付与日における公正な評価単価（円） 69,319

（注）株式数に換算して記載しております。
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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）

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。

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。

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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。

㈱ユー・エス・ジェイ（2142）平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）　

－ 27 －



（１株当たり情報）

前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

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

23,029円73銭

１株当たり第３四半期純利益金額

3,703円64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。

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額

3,622円39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３四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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３四半期（当期）純

利益金額
   

第３四半期（当期）純利益

（百万円）
4,883 7,989 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３四半期（当期）

純利益（百万円）
4,883 7,989 3,793

期中平均普通株式数（千株） 1,541 2,157 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 2,157 1,921

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利益

金額

   

第３四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） － 48 35

（うち新株予約権） － (48) (35)
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前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

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27,885

個）

　　 ──────  ──────
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（重要な後発事象）

前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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）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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(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
前第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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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） 28,514 30,229 36,908

商品販売収入（百万円） 14,677 14,614 18,595

飲食販売収入（百万円） 8,742 8,698 10,956

その他の収入（百万円） 4,205 4,209 5,601

合計（百万円） 56,140 57,751 72,062

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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