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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 34,326 ― 4,080 ― 4,171 ― 4,128 ―

20年3月期第2四半期 37,175 5.3 5,141 55.8 4,697 96.8 4,685 234.9

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2四半期 1,906.25 1,870.57
20年3月期第2四半期 2,173.10 2,124.10

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2四半期 123,981 51,206 41.3 23,619.93
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2四半期  51,159百万円 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 ― 1,400.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 73,650 0.7 11,140 32.6 9,580 36.3 7,400 9.4 3,416.49

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４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４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2四半期  2,165,965株 20年3月期  2,164,915株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―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2四半期  2,165,568株 20年3月期第2四半期  2,155,934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日発表の通期業績予想は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20年５月９日に発表しました業績予想では、当事業年度の第２四半期累計期間の業績は対前年同期を下回る計

画としております。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。

　これらの要因により第１四半期の入場者数は前年同期を8.7％下回りましたが、第２四半期にはマクロ経済状況や天

候条件が逆風であったにもかかわらず入場者数は改善を見せ、前年同期からの減少幅を1.3％に縮小しております。そ

の結果、当第２四半期累計期間では、売上高・営業利益につきましては計画を下回ることとなりましたが、経常利益

と純利益は計画を上回っております。第３四半期以降、様々な施策による集客強化や売上高向上施策などを実施して

まいります。

　（当期の経営成績）　

　当第２四半期累計期間におきましては、開業７周年を記念して平成20年３月18日に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。また、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）を実施し、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お楽しみいただきました。また、

国内外で高い人気を誇るアニメの期間限定イベント「NARUTO－ナルト－ 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）や内容を一新したハロウィーンイベント「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）などを実施いたしました。

　マーケティング・営業施策につきましては、梅雨期の集客を促進するため、「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、ご入場日にパーク内で雨が降れば、

その日の入場者の皆様に平成20年８月31日を有効期限とする「レイニー・スタジオ・パス」（一日入場券）をプレゼ

ントするものであり、大変ご好評いただきました。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、

期間中に何回でもご入場いただける「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）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）、

ハロウィーン期間限定「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」に任命し、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おり

ます。

　これらの諸施策を実施いたしましたが、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」の反動とゴールデン・ウィークの休日配置が不利であったことにより第１四半期の入場

者数は前年同期を8.7％下回り、第２四半期の入場者数は主に夏の猛暑や休日の悪天候、海外からの日本への観光客の

円高による減少などの要因により1.3％減少しました。当第２四半期累計期間の入場者数は前年同期を4.7%下回る3,889

千人となりました。

　一方、商品・飲食販売におきましては、新規アトラクション「ファンタスティック・ワールド」や各種シーズナル

イベントに連動したオリジナル商品／メニューの販売を実施、また、日本初上陸となる新キャラクター「アビー・カ

ダビー（Abby Cadabby）」をパークの新しい仲間として迎え、平成20年７月９日に専門ショップ「アビー・グルメギ

フト」をオープンするなど、売上高増加策を図ってまいりました。しかしながら、入場者数に占める年間・期間限定

パス入場者の割合が増加したこと等により、入場者１人当たりの売上高は、前年同期と比べ4.6％減少し、8,036円と

なりました。

　以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は前年同期に比べ2,849百万円減少し34,326百万円（前年同期比7.7％

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1,061百万円減

少し4,080百万円（前年同期比20.6％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の特定のアトラクションが導入される場合、当該アトラクションの

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などの結果、前年同期に比べ526百万円減少し4,171百

万円（前年同期比11.2％減）となりました。また、四半期純利益は556百万円減少し4,128百万円（前年同期比11.9％

減）となりました。なお、前年同期との増減額、増減率については参考数値として記載しております。

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２四半期会計期間末の資産の部合計は、前事業年度末比6,529百万円減の123,981百万円となりました。

  流動資産は、長期借入金の返済や配当金の支払いなどを主因に現金及び預金が前事業年度末に比べ2,104百万円減少
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したこと等によって、前事業年度末比1,128百万円減の36,151百万円となりました。

　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などにより前事業年度末比5,401百万円減の87,829百万円

となりました。

（負債の部）

　当第２四半期会計期間末の負債の部合計は、前事業年度末比9,079百万円減の72,775百万円となりました。

　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　

　5,198百万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、6,423百万円減の18,001百万円となり

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2,656

百万円減の54,773百万円となりました。

（純資産の部）　

　当第２四半期会計期間末の純資産の部合計は、配当金の支払いや、四半期純利益を計上したことにより、前事業年

度末比2,549百万円増の51,206百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間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1,104百万円減の　

　31,344百万円（前期末比3.4％減）となりました。なお、キャッシュ・フローの状況における前年同期との増減額、

増減率については参考数値として記載しております。

（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3,284百万円（前年同期比34.6％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、未払金の減少額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914百万円（前年同期比78.7％減）となりました。前第２四半期累計期間では定期

預金の預入による支出がありましたが、当第２四半期累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3,456百万円（前年同期比70.5％増）となりました。これは当第２四半期累計期間

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

　世界的金融不安は日本を含むアジアのマクロ経済環境にも影響を及ぼし、消費心理はかつてない冷え込みを見せて

います。このような状況において当社の業績がどのような影響を受けるのかは明確ではありません。当社はこれらの

状況を慎重に見極め続けてまいります。また、当社の業績は悪天候その他のリスクによる影響を受ける可能性があり

ます。当社事業におけるリスクにつきましては、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】をご参照下さい。

　第３四半期においては、ご好評をいただいております「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）を引き続き実施、更に内容を一新するクリスマス期間限定イベント「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）を実施いたします。また、午後３時

からご入場いただける期間限定「トワイライト・パス」（平成20年11月４日から平成21年１月６日の予定）の販売や

毎年順調に販売数を増加させている「年間スタジオ・パス・プライス・キャンペーン」（平成20年10月１日から平成

21年２月１日の予定）を実施し、売上および集客強化を図ってまいります。

　第４四半期においては、平成21年３月に新規アトラクションとして、開業以来初のナイト・パレードを導入いたし

ます。夜のパレードは、事前調査でも、人々に最も求められているアトラクションのひとつです。人気キャラクター

たちをモチーフにした、まばゆいばかりの巨大なフロートと、色とりどりのコスチュームを身に着けたエンターテイ

ナーたちが繰り広げる、光と夢とファンタジーあふれるパレードです。パークの夜はきらびやかに彩られ、さらにロ

マンティックに生まれ変わることになります。このパレードの導入により、集客に加えて、関連物販商品の新規投入、

夜間開催に伴う滞留時間の延長による飲食収入など、売上高の拡大を図ってまいります。

　事業運営につきましても、各アトラクション、商品・食品の安全性に万全を期すとともに、厳格なコストコントロー

ルにより高収益体質を維持してまいります。

　当社では、第３四半期以降においても、これらの集客施策を継続的に実施することでお客様のニーズに応えてまい

ります。現時点では平成20年５月９日公表の通期業績予想は修正しておりません。
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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

法人税等の納付額の算定に関しては、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。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合は、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用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、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。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 23,344 25,449

売掛金 1,192 2,042

有価証券 8,000 7,000

商品 1,092 827

原材料 78 80

その他 2,444 1,880

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 36,151 37,279

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 49,326 50,815

構築物（純額） 16,546 17,260

機械及び装置（純額） 14,786 17,817

その他（純額） 3,920 3,858

無形固定資産 1,717 1,819

投資その他の資産 1,532 1,660

貸倒引当金 － △0

固定資産合計 87,829 93,231

資産合計 123,981 130,511

負債の部   

流動負債   

買掛金 839 1,019

1年内返済予定の長期借入金 4,360 3,500

前受金 7,566 12,765

賞与引当金 464 655

役員賞与引当金 11 33

その他 4,759 6,451

流動負債合計 18,001 24,425

固定負債   

長期借入金 52,790 55,400

退職給付引当金 952 878

その他 1,031 1,151

固定負債合計 54,773 57,429

負債合計 72,775 81,854



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 31,194 31,182

資本剰余金 8,520 8,508

利益剰余金 11,445 8,940

株主資本合計 51,159 48,631

新株予約権 46 24

純資産合計 51,206 48,656

負債純資産合計 123,981 130,511



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 34,326

売上原価 25,311

売上総利益 9,014

販売費及び一般管理費 4,934

営業利益 4,080

営業外収益  

受取利息 83

開発分担金収入 503

その他 303

営業外収益合計 891

営業外費用  

支払利息 765

その他 33

営業外費用合計 799

経常利益 4,171

特別損失  

固定資産除却損 40

特別損失合計 40

税引前四半期純利益 4,131

法人税、住民税及び事業税 2

四半期純利益 4,128



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 4,131

減価償却費 6,154

その他の償却額 161

賞与引当金の増減額（△は減少） △190

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22

受取利息及び受取配当金 △83

支払利息 765

デリバティブ評価損益（△は益） △154

為替差損益（△は益） 18

固定資産除却損 40

売上債権の増減額（△は増加） 850

たな卸資産の増減額（△は増加） △276

仕入債務の増減額（△は減少） △179

未払金の増減額（△は減少） △1,346

前受金の増減額（△は減少） △5,198

その他 △887

小計 3,783

利息及び配当金の受取額 64

利息の支払額 △557

法人税等の支払額 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,284

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 △829

無形固定資産の取得による支出 △60

その他 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △914

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 23

配当金の支払額 △1,622

リース債務の返済による支出 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,104

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 31,344



　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。

（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

　　　前中間会計期間

　（自　平成19年４月１日　

　　至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 37,175 100.0

Ⅱ　売上原価 27,020 72.7

売上総利益 10,155 27.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,014 13.5

営業利益 5,141 13.8

Ⅳ　営業外収益 518 1.4

Ⅴ　営業外費用 961 2.6

経常利益 4,697 12.6

Ⅵ　特別損失 9 0.0

税引前中間純利益 4,687 12.6

法人税、住民税及び事業税 2 0.0

中間純利益 4,685 12.6

－ 1 －



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益 4,687

減価償却費　 6,692

その他償却費　 163

賞与引当金の減少額 △221

役員賞与引当金の減少額 △75

受取利息及び受取配当金　 △40

支払利息　 915

デリバティブ評価益　 △204

為替差益 △77

固定資産除却損　 9

売上債権の減少額 671

たな卸資産の増加額 △402

仕入債務の減少額 △216

未払金の減少額　 △1,004

前受金の減少額　 △4,997

その他　 △411

小計 5,488

利息及び配当金の受取額　 29

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 5,020

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　 △1,197

無形固定資産の取得による支出　 △800

その他　 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,282

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　 336

増資関連費用の支出　 △314

リース債務の返済による支出　 △295

その他　 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,027

－ 2 －



前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 77

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,212

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中間期末残高 20,707

（３）継続企業の前提に関する注記

　　　　　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　

 

前中間会計期間

 （自 平成19年４月１日　

　 至 平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間

 （自 平成20年４月１日　

　 至 平成20年９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） 19,690 17,992 38,184

　商品販売収入　      （百万円） 9,122 8,274 18,516

　飲食販売収入　      （百万円） 5,584 4,985 10,816

　その他の収入　      （百万円） 2,778 3,074 5,640

　　　合計　　      　（百万円） 37,175 34,326 73,158

　（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　

 

前中間会計期間

 （自 平成19年４月１日　

　 至 平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間

 （自 平成20年４月１日　

　 至 平成20年９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）

　入場者数　　　　　　　（千人） 4,082 3,889 8,640

　レギュラーパス利用者数 2,998 2,712 5,961

　年間・期間限定パス利用者数 1,084 1,177 2,679

　入場者数については、千人未満を四捨五入する方法で表示しております。

６．その他の情報

　該当事項はありません。

 

－ 3 －
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