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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 269,779 △8.4 56,851 △2.6 56,576 △2.4 27,079 △18.6
23年3月期第3四半期 294,599 3.0 58,382 46.9 57,961 48.5 33,272 31.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 26,734百万円 （△17.2％） 23年3月期第3四半期 32,299百万円 （―％）

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3四半期 324.64 317.54
23年3月期第3四半期 385.03 ―

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3四半期 629,170 376,192 59.8 4,509.68
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3四半期  376,191百万円 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   

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 ― 50.00 ―
24年3月期（予想） 50.00 100.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 354,710 △0.4 61,760 15.1 61,050 15.4 29,510 28.8 353.77



(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。 

※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。 

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3Q 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3Q 7,503,874 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3Q 83,415,995 株 23年3月期3Q 86,416,020 株



  

  

  

  ※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24年２月３日（金）・・・・・・機関投資家向け第３四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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,886 70,763

受取手形及び売掛金 9,050 21,653

有価証券 9,500 28,497

商品及び製品 8,257 8,347

仕掛品 131 223

原材料及び貯蔵品 3,911 4,212

その他 8,622 7,663

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 65,359 141,358

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 316,880 303,573

機械装置及び運搬具（純額） 39,898 36,339

土地 93,301 93,301

建設仮勘定 13,548 10,421

その他（純額） 8,522 7,561

有形固定資産合計 472,151 451,197

無形固定資産   

その他 7,680 6,542

無形固定資産合計 7,680 6,542

投資その他の資産   

投資有価証券 17,559 18,805

その他 11,969 11,365

貸倒引当金 △85 △99

投資その他の資産合計 29,443 30,071

固定資産合計 509,275 487,811

資産合計 574,634 629,170
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,891 13,236

短期借入金 10,000 －

1年内返済予定の長期借入金 30,298 23,291

未払法人税等 9,379 13,880

災害損失引当金 3,398 670

その他 42,012 44,426

流動負債合計 106,981 95,505

固定負債   

社債 59,992 59,994

長期借入金 32,220 80,303

退職給付引当金 3,905 4,092

その他 13,756 13,082

固定負債合計 109,875 157,472

負債合計 216,856 252,977

純資産の部   

株主資本   

資本金 63,201 63,201

資本剰余金 111,403 111,408

利益剰余金 232,322 251,060

自己株式 △47,215 △47,198

株主資本合計 359,711 378,471

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 △1,339

繰延ヘッジ損益 △763 △941

その他の包括利益累計額合計 △1,941 △2,280

少数株主持分 8 1

純資産合計 357,778 376,192

負債純資産合計 574,634 629,170
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 294,599 269,779

売上原価 199,546 180,866

売上総利益 95,053 88,913

販売費及び一般管理費 36,670 32,061

営業利益 58,382 56,851

営業外収益   

受取利息 123 146

受取配当金 263 336

持分法による投資利益 64 46

受取保険金及び配当金 314 284

その他 684 495

営業外収益合計 1,450 1,309

営業外費用   

支払利息 1,535 1,364

その他 337 219

営業外費用合計 1,872 1,584

経常利益 57,961 56,576

特別損失   

減損損失 3,326 6,318

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 － 3,619

特別損失合計 3,488 9,938

税金等調整前四半期純利益 54,472 46,638

法人税、住民税及び事業税 22,146 18,725

法人税等調整額 △939 839

法人税等合計 21,207 19,565

少数株主損益調整前四半期純利益 33,265 27,073

少数株主損失（△） △7 △6

四半期純利益 33,272 27,079
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 33,265 27,073

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △541 △161

繰延ヘッジ損益 △424 △177

その他の包括利益合計 △965 △338

四半期包括利益 32,299 26,734

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 32,307 26,741

少数株主に係る四半期包括利益 △7 △6
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該当事項はありません。 

   

   

(セグメント情報)  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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）

（注）１．「その他」の区分は、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160百万円は、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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）

（注）１．「その他」の区分は、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124百万円は、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。 

  

  

該当事項はありません。  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

 

 

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  241,178  36,322  277,501  17,098  294,599  －  294,599

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 3,779  472  4,252  2,880   7,132   △7,132  －

計  244,958  36,795  281,753  19,978   301,732   △7,132  294,599

セグメント利益又は損失（△）  50,194  8,278  58,472  △250   58,222   160  58,382

 

 

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  223,577  30,478  254,056  15,723  269,779  －  269,779

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 3,110  376  3,487  2,628   6,115   △6,115  －

計  226,687  30,855  257,543  18,352   275,895   △6,115  269,779

セグメント利益  48,735  7,266  56,001  725   56,726   124  56,851

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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