
 

平成 23 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成 22 年 8 月 4 日

上場会社名 株式会社オリエンタルランド 上場取引所 東 

コード番号 4661 ＵＲＬ http://www.olc.co.jp 

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 上西 京一郎 

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 吉田 謙次 (TEL) 047-305-2045 

四半期報告書提出予定日 平成 22 年 8 月 13 日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：有（機関投資家向け） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 23 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 6 月 30 日） 

（１）連結経営成績（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 ％

23 年 3 月期第 1 四半期 85,187 10.4 13,026 － 12,980 － 6,216 － 

22 年 3 月期第 1 四半期 77,138 △4.4 1,140 △73.7 881 △78.0 460 △77.6

 

 
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

23 年 3 月期第 1 四半期 71.93 － 

22 年 3 月期第 1 四半期 5.06 － 

 

（２）連結財政状態 

 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

23 年 3 月期第 1 四半期 592,498 367,144 62.0 4,248.37

22 年 3 月期 615,090 366,473 59.6 4,240.59

（参考）自己資本     23 年 3 月期第 1 四半期   367,127 百万円   22 年 3 月期   366,454 百万円 

 

２．配当の状況 

 
年間配当金 

第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22 年 3 月期 － 40.00 － 60.00 100.00 

23 年 3 月期 －   

23 年 3 月期(予想)  50.00 － 55.00 105.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

３．平成 23 年 3 月期の連結業績予想（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 169,060 △3.2 17,960 13.1 17,610 13.7 10,550 10.3 122.08

通  期 356,560 △4.0 43,740 4.3 42,600 4.5 25,830 1.6 298.90

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 



 

４．その他 （詳細は、添付資料２ページ「１．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１） 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  
 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
 

（３） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注） 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会

計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 
 

（４） 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23 年３月期１Ｑ 90,922,540 株 22 年３月期 90,922,540 株

② 期末自己株式数 23 年３月期１Ｑ 4,506,494 株 22 年３月期 4,506,474 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23 年３月期１Ｑ 86,416,048 株 22 年３月期１Ｑ 90,918,799 株

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点におい

て、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 
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１．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

ａ．固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定してお

ります。 

ｂ．たな卸資産の評価方法  
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計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しております。 

ｃ．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計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に、前連結会計年度末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り算定しております。 

ｄ．経過勘定項目の算定方法 
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

②特有の会計処理 
該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 
資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用して

おります。 
これにより営業利益及び経常利益はそれぞれ３百万円減少、税金等調整前四半期純利益が165百万円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は415百万円であります。 

②①以外の変更 
該当事項はありません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,207 34,233

受取手形及び売掛金 14,217 16,942

有価証券 15,999 17,000

商品及び製品 7,877 7,378

仕掛品 243 142

原材料及び貯蔵品 3,754 3,719

その他 11,427 9,204

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 73,725 88,616

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 328,027 332,848

機械装置及び運搬具（純額） 43,220 45,324

土地 93,301 93,301

建設仮勘定 7,946 5,429

その他（純額） 10,105 10,966

有形固定資産合計 482,602 487,870

無形固定資産   

その他 8,640 9,202

無形固定資産合計 8,640 9,202

投資その他の資産   

投資有価証券 14,959 16,632

その他 12,657 12,855

貸倒引当金 △87 △87

投資その他の資産合計 27,530 29,400

固定資産合計 518,773 526,473

資産合計 592,498 615,090
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,860 14,059

1年内償還予定の社債 19,998 19,998

1年内返済予定の長期借入金 16,800 34,050

未払法人税等 5,169 8,273

その他 45,253 45,877

流動負債合計 97,083 122,258

固定負債   

社債 59,991 59,991

長期借入金 48,769 47,519

退職給付引当金 3,554 3,422

その他 15,955 15,425

固定負債合計 128,271 126,358

負債合計 225,354 248,617

純資産の部   

株主資本   

資本金 63,201 63,201

資本剰余金 111,403 111,403

利益剰余金 219,951 218,920

自己株式 △26,094 △26,094

株主資本合計 368,461 367,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △637 △502

繰延ヘッジ損益 △697 △473

評価・換算差額等合計 △1,334 △975

少数株主持分 17 18

純資産合計 367,144 366,473

負債純資産合計 592,498 615,090
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 77,138 85,187

売上原価 62,072 60,602

売上総利益 15,065 24,585

販売費及び一般管理費 13,925 11,559

営業利益 1,140 13,026

営業外収益   

受取利息 23 47

受取配当金 187 196

受取保険金及び配当金 47 38

持分法による投資利益 21 21

その他 225 298

営業外収益合計 504 601

営業外費用   

支払利息 592 521

その他 171 126

営業外費用合計 764 647

経常利益 881 12,980

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,546

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 162

特別損失合計 － 1,709

税金等調整前四半期純利益 881 11,271

法人税、住民税及び事業税 317 5,293

法人税等調整額 104 △237

法人税等合計 421 5,055

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,215

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 460 6,216
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 881 11,271

減価償却費 11,987 10,222

引当金の増減額（△は減少） 145 130

受取利息及び受取配当金 △210 △243

支払利息 592 521

為替差損益（△は益） 1 △4

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,546

持分法による投資損益（△は益） △21 △21

売上債権の増減額（△は増加） 5,931 2,883

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,502 △634

仕入債務の増減額（△は減少） △7,610 △5,474

未払消費税等の増減額（△は減少） △314 △1,408

その他 1,992 3,209

小計 11,872 21,998

利息及び配当金の受取額 239 227

利息の支払額 △297 △148

法人税等の支払額 △11,121 △8,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 693 13,919

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 △6,000 △1,000

定期預金の払戻による収入 － 2,500

有価証券の償還による収入 711 －

有形固定資産の取得による支出 △4,899 △7,427

有形固定資産の売却による収入 0 2

投資有価証券の取得による支出 △9 －

その他 △103 △310

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,300 △6,234

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 10,000 －

長期借入れによる収入 － 15,000

長期借入金の返済による支出 － △31,000

社債の償還による支出 △20,000 －

自己株式の取得による支出 △19 △0

配当金の支払額 △3,652 △5,213

その他 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,673 △21,216

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,282 △13,525

現金及び現金同等物の期首残高 50,919 47,233

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,637 33,707
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（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）セグメント情報 
[事業の種類別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 

テーマパーク 

事業 

（百万円） 

ホテル 

事業 

（百万円） 

リテイル 

事業 

（百万円） 

その他 

事業 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又 

は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高    

（１）外部顧客に対する売上高 58,849 9,512 3,340 5,435 77,138 － 77,138

（２）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,054 149 220 1,411 2,835 (2,835) －

計 59,903 9,662 3,560 6,847 79,973 (2,835) 77,138

営業利益又は営業損失（△） 850 662 △187 △238 1,087 52 1,140

   （注）１．事業区分の方法 

製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、テーマパーク事業、ホテル事業、リテイル事

業及びその他の事業の４事業に区分しております。 

２．各事業区分の主な事業内容 

（１）テーマパーク事業 ：テーマパークの経営・運営 

（２）ホテル事業    ：ディズニーホテル及びパーム＆ファウンテンテラスホテルの経営・運営 

（３）リテイル事業   ：ディズニーストアの経営・運営 

（４）その他の事業   ：イクスピアリの経営・運営、シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京の経営・運

営、モノレールの経営・運営、グループ内従業員食堂の運営、テーマレストラ

ンの経営・運営ほか  

[所在地別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

[海外売上高] 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域への売上高がないため該当事項はありません。 

 

[セグメント情報] 

①報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社及び当社の関係会社は、テーマパーク及びホテル等の経営・運営を主な事業としていることから、サービ

スの種類・性質及び販売市場の類似性等を考慮し、「テーマパーク」及び「ホテル」を報告セグメントとしてお

ります。 

「テーマパーク」は、テーマパークを経営・運営しております。「ホテル」はホテルを経営・運営しておりま

す。 
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②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第1四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 

テーマパーク ホテル 計 

売上高    

（１）外部顧客への売上高 69,898 10,219 80,117 5,069 85,187 － 85,187

（２）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,244 140 1,384 891 2,275 △2,275 －

計 71,143 10,359 81,502 5,960 87,463 △2,275 85,187

セグメント利益又は損失（△） 12,088 1,336 13,424 △425 12,999 26 13,026

  （注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、イクスピアリ事業、シアトリカル

事業、モノレール事業、グループ内従業員食堂運営事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額26百万円は、セグメント間取引消去によるものです。 

３．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４．（株）リテイルネットワークス株式の譲渡に伴い、前連結会計年度をもって「リテイル事業」を廃止いたし

ました。 

 

③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

 当第 1 四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成 21 年

３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 20 号 平成 20

年３月21日）を適用しております。 

 

（６）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。 
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