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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 15,245 ― 1,004 ― 1,374 ― 1,362 ―

20年3月期第1四半期 16,825 7.9 1,633 348.1 1,614 ― 1,609 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 629.36 617.41
20年3月期第1四半期 747.55 743.20

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

21年3月期第1四半期 123,010 48,421 39.3 22,343.18
20年3月期 130,511 48,656 37.3 22,463.64

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  48,387百万円 20年3月期  48,631百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 750.00 ― 750.00 1,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,400.00 ― 1,400.00 2,800.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期累計期間 36,340 ― 4,650 ― 3,860 ― 3,800 ― 1,754.66
通期 73,650 0.7 11,140 32.6 9,580 36.3 7,400 9.4 3,416.98

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  2,165,658株 20年3月期  2,164,915株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  2,165,351株 20年3月期第1四半期  2,152,490株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.平成20年５月９日発表の第２四半期累計期間、通期業績予想とも修正しておりません。 
２.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財
務諸表】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
３.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　平成21年３月期第１四半期におきましては、計画どおりに推移しており、たいへん好調であった前年同期を下回る

ものの、前々年同期との比較では利益が大幅に増加しております。

　平成20年５月９日に発表しましたとおり、当事業年度の第２四半期累計期間では、対前年を下回る計画となってお

ります。これは、平成19年３月にオープンした大型アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」導入直後

の集客効果や、ゴールデン・ウィークの休日配置が前年に比べて不利であることなどを考慮したものです。

　現時点におきましては、既に発表しております業績予想に変更はございません。

 

（当期の経営成績）　

　当第１四半期におきましては、平成20年３月18日に開業７周年を記念してオープンしました当社オリジナルのショー、

「ファンタスティック・ワールド」が、引き続きご好評いただいております。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

いただくとともに、ゲストの皆様とパークとの「心のつながり」を創出しております。

　また、梅雨期の集客を促進するため、期間限定で「レイニー・デイ・キャンペーン」（平成20年６月１日から平成

20年７月21日）を実施いたしました。これは、期間中、来場日にパーク内で雨が降れば、その日の来場者の皆様に平

成20年８月31日が有効期限となった「レイニー・スタジオ・パス」（一日券）をプレゼントするキャンペーンとなっ

ており、大変ご好評いただきました。

　さらに、平成20年３月28日に、アジア全域で活躍する人気ボーカルグループ「東方神起」を「ユニバーサル・スタ

ジオ・ジャパン　アジア親善大使」に任命いたしました。平成20年４月１日より１年間、東方神起のメンバーは、ア

ジア各国にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を伝えていく予定です。

　これらの諸施策を実施いたしましたが、当第１四半期の入場者数につきましては、前事業年度において大きな集客

効果をもたらしたアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」の反動や、ゴールデンウイークの配置、ま

た、休日の悪天候などの影響を受け、前年同期を若干下回る結果となりました。

　これらの結果、当第１四半期会計期間の売上高は前年同期に比べ1,579百万円減少し15,245百万円（前年同期比

9.4％減）となりました。営業利益は、継続的に運営コストのコントロールに努めましたが、前年同期に比べ629百万

円減少し1,004百万円（前年同期比38.5％減）となりました。経常利益は、開発分担金収入（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アトラクションが導入される場合、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）の増加や支払利息の減少等の結果、前年同期に比べ239百万円減少し1,374百万円

（前年同期比14.8％減）となりました。また、四半期純利益は246百万円減少し1,362百万円（前年同期比15.3％減）

となりました。

　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ゲスト参加型パレード「ユニバーサル・ウォーター・

パレード」（平成20年７月10日から平成20年８月31日の予定）を実施いたします。大好評いただいた昨年よりもゲス

トの参加性を大幅に増し、夏ならではの水のパレードをエンターテイナーと一体となって楽しんでいただきます。ま

た、国内外での高い人気を誇るアニメの期間限定イベント「NARUTOーナルトー 疾風伝 プレミアショー」（平成20年

７月19日から平成20年８月31日の予定）や、内容を一新してお贈りするハロウィーン限定イベント「ユニバーサル・

ワンダー・ハロウィーン」（平成20年９月４日から平成20年11月３日の予定）などを実施してまいります。

　そのほかにも夏休み期間中の日帰り圏からの集客を促進するため、期間中に何回でも入場できる「サマー・スペシャ

ル・パス」（平成20年７月10日から平成20年８月31日の予定）や、午後３時からご入場いただける夏季限定「サマー・

トワイライト・パス」（平成20年７月10日から平成20年８月31日の予定）、「ハロウィーン・トワイライト・パス」

（平成20年９月４日から平成20年11月３日の予定）などを実施し、集客強化を図ってまいります。

　さらに第３四半期以降につきましては、ハロウィーン限定イベントに加え、こちらも新しい内容となる「ユニバー

サル・ワンダー・クリスマス」（平成20年11月６日から平成21年１月６日の予定）や、平成21年３月に導入予定の新

規大型アトラクションなどにより、通期利益計画を達成したいと考えております。

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7,500百万円減の123,010百万円となりました。

流動資産は、長期借入金の返済や配当金の支払等により前事業年度末比4,455百万円減の32,824百万円となりまし

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3,045百万円減の90,186百万円と

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7,265百万円減の74,589百万円となりました。

　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度前受金として

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

2,480百万円減少いたしました。その結果、流動負債は前事業年度末に比べ、4,574百万円減の19,850百万円となりま

した。

　固定負債は、長期借入金から、流動負債の１年内返済予定長期借入金への振替等により、前事業年度末に比べ2,691

百万円減の54,738百万円となりました。

（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、四半期純利益の計上がありましたが、配当金の支払があったことに

より、前事業年度末比234百万円減の48,421百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下、「資金」）の期末残高は、前事業年度末比3,607百万円減の28,842百

万円（前期末比11.1％減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は191百万円（前年同期比82.9％減）となりました。これは税引前四半期純利益、減価

償却費等が減少したことや前受金、未払金の減少が増加したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用された資金は403百万円（前年同期比85.9％減）となりました。前第１四半期会計期間では定期

預金の預入による支出がありましたが、当第１四半期会計期間においては発生しませんでした。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用された資金は3,378百万円（前年同期比82.6％増）となりました。これは当第１四半期会計期間

に配当金の支払があったことによるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　集客・売上高は概ね計画通り、利益に関しましては継続的なコスト効率化及び開発分担金収入、為替評価益の発生

などにより計画を若干上回って推移しております。

　しかしながら、当社平成20年３月期有価証券報告書　第一部　企業情報　第２　事業の状況４【事業等のリスク】

２.（2）「業績の季節変動が発生することについて」に記載していますように、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高いこ

と）、原材料価格の値上がり・節約型消費行動の進行など経営環境の悪化、天候・為替変動などの事業リスク等を勘

案し、平成20年５月９日公表の第２四半期累計期間、及び通期の業績予想は修正しておりません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

簡便な会計処理

１. 当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

２. 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

１. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

２. たな卸資産の評価基準及び評価方法については、従来移動平均法による原価法によっておりましたが、当第

１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,842 25,449

売掛金 754 2,042

有価証券 10,000 7,000

商品 1,009 827

原材料 66 80

その他 2,152 1,880

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 32,824 37,279

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 50,069 50,815

構築物（純額） 16,897 17,260

機械及び装置（純額） 16,294 17,817

その他（純額） 3,611 3,858

無形固定資産 1,749 1,819

投資その他の資産 1,564 1,660

貸倒引当金 △0 △0

固定資産合計 90,186 93,231

資産合計 123,010 130,511

負債の部   

流動負債   

買掛金 603 1,019

1年内返済予定の長期借入金 4,360 3,500

前受金 10,284 12,765

賞与引当金 231 655

役員賞与引当金 5 33

その他 4,365 6,451

流動負債合計 19,850 24,425

固定負債   

長期借入金 52,790 55,400

退職給付引当金 915 878

その他 1,033 1,151

固定負債合計 54,738 57,429

負債合計 74,589 81,854



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,191 31,182

資本剰余金 8,516 8,508

利益剰余金 8,679 8,940

株主資本合計 48,387 48,631

新株予約権 33 24

純資産合計 48,421 48,656

負債純資産合計 123,010 130,511



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 15,245

売上原価 11,807

売上総利益 3,438

販売費及び一般管理費 2,434

営業利益 1,004

営業外収益  

受取利息 33

開発分担金収入 503

その他 311

営業外収益合計 848

営業外費用  

支払利息 460

その他 17

営業外費用合計 477

経常利益 1,374

特別損失  

固定資産除却損 10

特別損失合計 10

税引前四半期純利益 1,364

法人税、住民税及び事業税 1

四半期純利益 1,362



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,364

減価償却費 3,121

その他の償却額 80

賞与引当金の増減額（△は減少） △424

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27

受取利息及び受取配当金 △33

支払利息 460

デリバティブ評価損益（△は益） △154

為替差損益（△は益） 16

固定資産除却損 10

売上債権の増減額（△は増加） 1,287

たな卸資産の増減額（△は増加） △164

仕入債務の増減額（△は減少） △415

未払金の増減額（△は減少） △1,609

前受金の増減額（△は減少） △2,480

その他 △309

小計 722

利息及び配当金の受取額 29

利息の支払額 △554

法人税等の支払額 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 191

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △361

無形固定資産の取得による支出 △30

その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △403

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △1,750

株式の発行による収入 16

配当金の支払額 △1,591

リース債務の返済による支出 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,378

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,607

現金及び現金同等物の期首残高 32,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,842



  当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に伴い四

半期財務諸表を作成しております。

 

　  （４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

　前第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）

 

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 16,825

Ⅱ　売上原価 12,759

売上総利益 4,065

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,432

営業利益 1,633

Ⅳ　営業外収益 555

Ⅴ　営業外費用 574

経常利益 1,614

Ⅶ　特別損失 3

税引前第１四半期純利益 1,610

法人税、住民税及び事業税 1

第１四半期純利益 1,609



（２）（要約）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19年４月１日　至平成19年６月30日）

 

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 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１四半期純利益 1,610

減価償却費 3,417

その他償却費 81

賞与引当金の減少額 △446

役員賞与引当金の増加額 6

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 556

デリバティブ評価益 △214

為替差益 △31

固定資産除却損 3

売上債権の減少額 1,273

たな卸資産の増加額 △312

仕入債務の減少額 △319

未払金の減少額 △1,418

前受金の減少額 △2,324

その他 △265

小計 1,613

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △491

法人税等の支払額 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,118



 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 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 △2,263

有形固定資産の取得による支出 △455

無形固定資産の取得による支出 △132

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,860

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △1,750

株式の発行による収入 317

増資関連費用の支出 △314

リース債務の返済による支出 △98

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,849

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 32

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △3,559

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 21,920

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期末残高 18,360

  

（３）継続企業の前提に関する注記

　前第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。

（４）事業部門別売上高

　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19年４月１日
至　平成19年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

運営収入　　  （百万円） 8,962 7,952 38,184

商品販売収入  （百万円） 4,082 3,607 18,516

飲食販売収入  （百万円） 2,412 2,083 10,816

その他の収入  （百万円） 1,367 1,602 5,640

    合計   （百万円） 16,825 15,245 73,158

　（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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