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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 48,551 △43.0 △3,041 ― △3,127 ― △3,803 ―
23年3月期第1四半期 85,187 10.4 13,026 ― 12,980 ― 6,216 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △3,946百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 5,856百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △45.60 ―
23年3月期第1四半期 71.93 ―

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

24年3月期第1四半期 565,577 349,661 61.8 4,191.70
23年3月期 574,634 357,778 62.3 4,288.99
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  349,654百万円 23年3月期  357,770百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年３月期の第２四半期及び期末の配当につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。開示が可能となり
次第速やかに発表いたします。 

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

23年3月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。第２四半期の集客状況を勘案し
た上で合理的な業績予想を算定し、第２四半期決算発表時に開示を予定しております。 



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 90,922,540 株 23年3月期 90,922,540 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 7,506,574 株 23年3月期 7,506,574 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 83,415,966 株 23年3月期1Q 86,416,048 株
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※当社は、以下のとおり投資家向け電話説明会を開催する予定です。この説明会で使用した資料、音声、

主なＱ＆Ａ等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成23年８月４日（木）・・・・・・機関投資家向け第１四半期決算電話説明会 
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,886 9,828

受取手形及び売掛金 9,050 7,996

有価証券 9,500 14,500

商品及び製品 8,257 9,872

仕掛品 131 139

原材料及び貯蔵品 3,911 3,831

その他 8,622 10,464

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 65,359 56,632

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 316,880 314,784

機械装置及び運搬具（純額） 39,898 41,042

土地 93,301 93,301

建設仮勘定 13,548 10,343

その他（純額） 8,522 8,826

有形固定資産合計 472,151 468,299

無形固定資産   

その他 7,680 7,531

無形固定資産合計 7,680 7,531

投資その他の資産   

投資有価証券 17,559 17,319

その他 11,969 15,883

貸倒引当金 △85 △89

投資その他の資産合計 29,443 33,113

固定資産合計 509,275 508,945

資産合計 574,634 565,577
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,891 8,612

短期借入金 10,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 30,298 27,799

未払法人税等 9,379 223

災害損失引当金 3,398 1,527

その他 42,012 38,773

流動負債合計 106,981 106,936

固定負債   

社債 59,992 59,993

長期借入金 32,220 30,945

退職給付引当金 3,905 4,074

その他 13,756 13,967

固定負債合計 109,875 108,980

負債合計 216,856 215,916

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 232,322 224,348

自己株式 △47,215 △47,215

株主資本合計 359,711 351,737

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,178 △1,238

繰延ヘッジ損益 △763 △844

その他の包括利益累計額合計 △1,941 △2,083

少数株主持分 8 6

純資産合計 357,778 349,661

負債純資産合計 574,634 565,577
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 85,187 48,551

売上原価 60,602 42,711

売上総利益 24,585 5,840

販売費及び一般管理費 11,559 8,881

営業利益又は営業損失（△） 13,026 △3,041

営業外収益   

受取利息 47 29

受取配当金 196 196

持分法による投資利益 21 2

受取保険金及び配当金 38 17

その他 298 202

営業外収益合計 601 448

営業外費用   

支払利息 521 419

その他 126 114

営業外費用合計 647 534

経常利益又は経常損失（△） 12,980 △3,127

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 －

災害による損失 － 3,822

特別損失合計 1,709 3,822

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

11,271 △6,950

法人税、住民税及び事業税 5,293 127

法人税等調整額 △237 △3,272

法人税等合計 5,055 △3,145

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

6,215 △3,804

少数株主損失（△） △0 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,216 △3,803
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

6,215 △3,804

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △135 △60

繰延ヘッジ損益 △223 △80

その他の包括利益合計 △358 △141

四半期包括利益 5,856 △3,946

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,857 △3,944

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △1
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（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）セグメント情報等 
（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

１．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 

            （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    

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

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。 

 

２．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。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 

            （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    

外部顧客への売上高 39,463 5,391 44,855 3,696 48,551 － 48,551

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
724 85 810 766 1,576 △1,576 －

計 40,188 5,477 45,665 4,462 50,128 △1,576 48,551

セグメント損失（△） △1,700 △374 △2,075 △997 △3,072 31 △3,041

  （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．セグメント損失の調整額31百万円は、セグメント間取引消去によるものです。 

３．セグメント損失は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

２．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。 

 

（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。 

 

（６）重要な後発事象 
重要な事業からの撤退 

１．概要 

当社では、東京ディズニーリゾートにある「シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京」における「ＺＥＤ」の公演

を、平成23年12月31日をもって終了することといたしました。 
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平成20年10月１日から、日本初のシルク・ドゥ・ソレイユの専用劇場にて公演を開始した「ＺＥＤ」は、同一劇

場での無期限ロングラン公演としては日本興行史上最速で100万人を突破するなど人気を博し、これまで1,000回以

上の公演を通じて、多くの皆様に東京ディズニーリゾートの新たな楽しみ方を提供してまいりました。 

しかしながら、東日本大震災の影響により、同劇場事業を取り巻く環境が大きく変化したことに伴い、改めて

ショーを継続した場合の事業収支について見直した結果、長期的な事業性を見出すことが困難との見解で双方の判

断が一致し、公演の終了について平成23年７月22日にシルク・ドゥ・ソレイユ社と合意に至りました。 

これに伴い、シルク・ドゥ・ソレイユ社との「ＺＥＤ」における業務提携につきましては解消となります。  

なお、劇場施設の活用方法につきましては、今後検討してまいります。 

 

２．事業の内容及び規模 

①事業の内容 シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京の劇場運営 

②事業の規模 平成23年３月期 売上高4,749百万円 

 

３．撤退時期 

平成23年12月に公演を終了いたします。 

 

４．撤退が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

当事業の撤退に伴う当期の経常利益に対する影響は僅少であると予想しております。また、事業撤退に伴い、第

２四半期決算において長期前払費用 2,137 百万円を特別損失に計上する見込みであります。その他の特別損失につ

きましては、今後の劇場施設の活用方法などが未確定であることから未定となっております。 
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