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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 53,618 ― 7,817 ― 7,447 ― 7,369 ―

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

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3四半期 3,402.75 3,343.55
20年3月期第3四半期 3,703.64 3,622.39

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3四半期 123,354 51,435 41.6 23,716.30
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3四半期  51,374百万円 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  有  
 

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 68,060 △7.0 8,060 △4.1 7,160 1.9 6,000 △11.3 2,769.83

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3四半期  2,166,196株 20年3月期  2,164,915株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―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3四半期  2,165,747株 20年3月期第3四半期  2,157,189株

１．業績予想は平成20年10月30日に公表したものから修正しております。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。 
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。 
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 

 当第３四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」に加え、様々なシーズナル・イベントについて入場者の皆様に大変な

ご好評をいただきました。 

  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）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。当第３四半期におきましては、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）や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）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）、クリスマス期間限定「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）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10月１日から平成21年２月１日の予定で「年間スタジオ・パス・プラ

イス・キャンペーン」を実施し、売上および集客強化を図っております。 

 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、ゴールデン・ウィークの休日配置が不利であったこと、夏の猛暑や休日の悪

天候に加え、円高による海外からの日本への観光客の減少、さらに景気の急速な悪化の影響等により、第３四半期累

計期間の入場者数は前年同期と比べ5.1％の減少となりました。 

 一方、商品・飲食販売におきましては、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。そのほ

か、ハロウィーン、クリスマスなどのシーズナルイベントに連動したオリジナル商品や飲食メニューの販売を実施

し、ご好評いただきました。このように様々な売上高増加策を図ってまいりましたが、第３四半期累計期間におきま

しては、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3.4％の減少となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は前年同期に比べ4,133百万円減少し53,618百万円（前年同期比7.2％

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1,026百万円

減少し7,817百万円（前年同期比11.6％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等の結果、前年同期に比べ606百万円減少の7,447

百万円（前年同期比7.5％減）となりました。また、四半期純利益は619百万円減少し7,369百万円（前年同期比7.8％

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３四半期会計期間末の資産の部合計は、前事業年度末比7,157百万円減の123,354百万円となりました。 

 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2,028百万円減

少したこと等によって、前事業年度末比876百万円減の36,403百万円となりました。 

 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6,280百万円減の86,950百万円

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9,936百万円減の71,918百万円となりました。 

 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 

 5,438百万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、4,780百万円減の19,644百万円となり

ました。 

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



5,155百万円減の52,274百万円となりました。 

（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、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2,778百万円増の51,435百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期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1,028百万円減の

31,420百万円（前期末比3.2％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9,791百万円（前年同期比20.4％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等によるものです。 

（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2,468百万円（前年同期比11.6％減）となりました。これは主に無形固定資産の

取得による支出が減少したこと等によるものです。 

（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8,278百万円（前年同期比51.2％増）となりました。これは配当金の支払額が増

加したこと等によるものです。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 米国金融危機に端を発した世界的な経済環境の急激な悪化及び昨今の急激な円高により日本企業は業績悪化に歯止

めがかからない状況が続いております。またその対策として各企業が打ち出すリストラ計画により雇用問題が社会問

題にまで発展し、消費者は底の見えない雇用不安、景気不安から防衛的消費行動を余儀なくされております。 

 このような状況の中、当第３四半期は前年までの内容を一新した「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11月３日）、「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」（平成20年11月４日から平成21年１月６

日）による集客の強化と季節限定の商品や飲食メニューの販売による客単価の向上を図ってまいりました。しかしな

がら、これらのシーズナル・イベントに対するゲストの皆様の満足度は非常に高かったにもかかわらず、当初見込ん

だ入場者数を獲得することができませんでした。当社では外部環境の悪化が当社の業績にどのような影響を与えるの

か、状況を慎重に見極め続けてまいりましたが、９月以降の金融危機より次第に当社業績に影響が出始めていること

から、景気後退が当社業績へ相当程度影響を及ぼしているものと判断しております。 

 第４四半期にはパーク開業８周年記念の新規アトラクションとして、満を持して平成21年３月５日に「マジカル・

スターライト・パレード」を導入いたします。これは当パークはじめてのナイトパレードであり、パークの夜が生ま

れ変わり、よりいっそう輝くとともに、ゲストの皆様に嬉しい驚きや喜びをご提供してまいります。この大型アトラ

クションによる集客に加えて関連商品の新規投入、ゲスト滞在時間延長による飲食収入増加などにより、売上拡大を

図ってまいります。 

 このような施策はあるものの、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

なくなる傾向にあることから当第３四半期までの計画未達分を第４四半期のみで回復するのは困難であると判断し、

前回発表した通期業績予想を下方修正しております。 

  平成21年３月期の業績予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 なお、配当金につきましては前回発表通り、１株あたり年間2,800円（中間配当金1,400円、期末配当金1,400円）

を予定しております。 

  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

 前回発表予想（Ａ） 

 （平成20年10月30日発表） 

 百万円  百万円 百万円 百万円 円銭

73,650 11,140 9,580 7,400 3,416.49 

   今回修正予想（Ｂ） 68,060 8,060 7,160 6,000 2,769.83 

    増減額（Ｂ-Ａ） △5,590 △3,080 △2,420 △1,400 △646.66 

    増減率  （％）  △7.6 △27.6 △25.3 △18.9 △18.9 

 前期実績（平成20年３月期） 73,158 8,402 7,028 6,766 3,134.74 



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３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間末に係る実地

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。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 23,420 25,449

売掛金 1,720 2,042

有価証券 8,000 7,000

商品 1,052 827

原材料 88 80

その他 2,121 1,880

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 36,403 37,279

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 48,685 50,815

構築物（純額） 16,189 17,260

機械及び装置（純額） 13,757 17,817

その他（純額） 5,125 3,858

無形固定資産 1,713 1,819

投資その他の資産 1,480 1,660

貸倒引当金 － △0

固定資産合計 86,950 93,231

資産合計 123,354 130,511

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,005 1,019

1年内返済予定の長期借入金 5,220 3,500

前受金 7,326 12,765

賞与引当金 413 655

役員賞与引当金 15 33

その他 5,662 6,451

流動負債合計 19,644 24,425

固定負債   

長期借入金 50,180 55,400

退職給付引当金 990 878

その他 1,104 1,151

固定負債合計 52,274 57,429

負債合計 71,918 81,854



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 31,197 31,182

資本剰余金 8,522 8,508

利益剰余金 11,654 8,940

株主資本合計 51,374 48,631

新株予約権 61 24

純資産合計 51,435 48,656

負債純資産合計 123,354 130,511



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 53,618

売上原価 38,480

売上総利益 15,137

販売費及び一般管理費 7,319

営業利益 7,817

営業外収益  

受取利息 114

開発分担金収入 503

その他 252

営業外収益合計 870

営業外費用  

支払利息 1,065

その他 175

営業外費用合計 1,240

経常利益 7,447

特別損失  

固定資産除却損 74

特別損失合計 74

税引前四半期純利益 7,373

法人税、住民税及び事業税 4

四半期純利益 7,369



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 7,373

減価償却費 8,712

その他の償却額 245

賞与引当金の増減額（△は減少） △241

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17

受取利息及び受取配当金 △114

支払利息 1,065

デリバティブ評価損益（△は益） △154

為替差損益（△は益） 74

固定資産除却損 70

売上債権の増減額（△は増加） 322

たな卸資産の増減額（△は増加） △207

仕入債務の増減額（△は減少） △13

未払金の増減額（△は減少） △1,281

前受金の増減額（△は減少） △5,438

その他 204

小計 10,597

利息及び配当金の受取額 103

利息の支払額 △903

法人税等の支払額 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,791

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 △2,286

無形固定資産の取得による支出 △120

無形固定資産の売却による収入 31

その他 △92

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,468

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 △3,500

株式の発行による収入 28

配当金の支払額 △4,643

リース債務の返済による支出 △163

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,028

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 31,420



 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等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（自平成19年４月１日～至平成19年12月31日） 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 57,751

Ⅱ 売上原価 41,484

売上総利益 16,267

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,423

営業利益 8,844

Ⅳ 営業外収益 760

Ⅴ 営業外費用 1,550

経常利益 8,054

Ⅵ 特別損失 60

税引前第３四半期純利益 7,993

法人税、住民税及び事業税 4

第３四半期純利益 7,989

   



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（自平成19年４月１日～至平成19年12月31日） 

  
前年同四半期 

(平成20年３月期  
 第３四半期) 

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３四半期純
利益 7,993 

減価償却費 9,965 

その他償却費 245 

賞与引当金の減少額 △278 

役員賞与引当金の減
少額 

△69 

受取利息及び受取配
当金 

△66 

支払利息 1,427 

デリバティブ評価益 △384 

為替差益 △93 

固定資産除却損 60 

売上債権の増加額 △239 

たな卸資産の増加額 △280 

仕入債務の減少額 △60 

未払金の減少額 △892 

前受金の減少額 △4,367 

その他 416 

小計 13,374 

利息及び配当金の受
取額 59 

利息の支払額 △1,124 

法人税等の支払額 △5 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 12,303 

 



  
前年同四半期 

(平成20年３月期  
 第３四半期) 

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 

定期預金の払戻によ
る収入 2,263 

有形固定資産の取得
による支出 

△1,770 

無形固定資産の取得
による支出 

△990 

その他 △31 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

△2,792 

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 

△3,500 

株式の発行による収
入 341 

配当金の支払額 △1,610 

増資関連費用の支出 △314 

リース債務の返済に
よる支出 

△388 

その他 △4 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

△5,475 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 93 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 4,129 

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３四半期末残高 

26,050 

    



（３）継続企業の前提に関する注記 

 前第３四半期累計期間（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。 

（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。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報 

  該当事項はありません。 

  

区分 
前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日）

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31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） 30,229 27,788 38,184 

商品販売収入  （百万円） 14,614 13,492 18,516 

飲食販売収入  （百万円） 8,698 7,780 10,816 

その他の収入  （百万円） 4,209 4,556 5,640 

    合計   （百万円） 57,751 53,618 73,158 




