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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 87,464 80.1 16,837 ― 16,802 ― 11,658 ―
24年3月期第1四半期 48,551 △43.0 △3,041 ― △3,127 ― △3,803 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 11,421百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △3,946百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 139.74 131.64
24年3月期第1四半期 △45.60 ―

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

25年3月期第1四半期 609,323 390,399 64.1 4,679.30
24年3月期 619,493 383,084 61.8 4,592.03
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  390,399百万円 24年3月期  383,084百万円

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

24年3月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 50.00 ― 50.00 100.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 176,420 19.1 28,270 38.5 28,090 38.0 17,500 101.7 209.76
通期 369,440 2.6 65,160 △2.6 64,350 △2.9 40,000 24.6 479.44



(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 

（注） 「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。詳細は、添付資料２ページ「１． サマリー情報（注記事項）に
関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 90,922,540 株 24年3月期 90,922,540 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 7,491,284 株 24年3月期 7,498,674 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 83,428,548 株 24年3月期1Q 83,415,966 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７月30日（月）………………機関投資家向け第１四半期決算電話説明会 
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   会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （減価償却方法の変更） 

    法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に 

   ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

    なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

１．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 66,512 73,530

受取手形及び売掛金 17,753 14,417

有価証券 30,998 20,208

商品及び製品 7,538 8,900

仕掛品 107 145

原材料及び貯蔵品 3,884 4,076

その他 7,406 9,094

貸倒引当金 △2 △0

流動資産合計 134,199 130,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 299,910 295,360

機械装置及び運搬具（純額） 36,260 33,994

土地 93,301 93,301

建設仮勘定 10,471 12,906

その他（純額） 7,166 6,551

有形固定資産合計 447,110 442,115

無形固定資産   

その他 6,062 5,839

無形固定資産合計 6,062 5,839

投資その他の資産   

投資有価証券 21,808 20,754

その他 10,412 10,341

貸倒引当金 △99 △99

投資その他の資産合計 32,121 30,997

固定資産合計 485,294 478,951

資産合計 619,493 609,323
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,935 10,514

1年内返済予定の長期借入金 15,600 30,254

未払法人税等 18,548 5,295

災害損失引当金 488 444

その他 43,618 46,131

流動負債合計 94,192 92,641

固定負債   

社債 59,994 59,994

長期借入金 73,954 57,960

退職給付引当金 4,114 4,158

その他 4,153 4,168

固定負債合計 142,216 126,282

負債合計 236,409 218,924

純資産の部   

株主資本   

資本金 63,201 63,201

資本剰余金 111,417 111,435

利益剰余金 256,094 263,581

自己株式 △47,165 △47,118

株主資本合計 383,548 391,099

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 210 △22

繰延ヘッジ損益 △673 △677

その他の包括利益累計額合計 △463 △700

純資産合計 383,084 390,399

負債純資産合計 619,493 609,323
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 48,551 87,464

売上原価 42,711 59,420

売上総利益 5,840 28,044

販売費及び一般管理費 8,881 11,206

営業利益又は営業損失（△） △3,041 16,837

営業外収益   

受取利息 29 91

受取配当金 196 167

持分法による投資利益 2 26

受取保険金及び配当金 17 56

その他 202 133

営業外収益合計 448 476

営業外費用   

支払利息 419 431

その他 114 79

営業外費用合計 534 511

経常利益又は経常損失（△） △3,127 16,802

特別損失   

投資有価証券評価損 － 94

災害による損失 3,822 －

特別損失合計 3,822 94

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（△）

△6,950 16,708

法人税、住民税及び事業税 127 5,600

法人税等調整額 △3,272 △550

法人税等合計 △3,145 5,049

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（△）

△3,804 11,658

少数株主損失（△） △1 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,803 11,658
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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（△）

△3,804 11,658

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 △232

繰延ヘッジ損益 △80 △3

その他の包括利益合計 △141 △236

四半期包括利益 △3,946 11,421

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,944 11,421

少数株主に係る四半期包括利益 △1 －
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 該当事項はありません。 

   

 （セグメント情報） 

Ⅰ 前第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 

 （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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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 

 （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、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22百万円は、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

  （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

  （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  72,652 10,991 83,643 3,821 87,464  － 87,464

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1,283 125 1,408 893 2,301  △2,301 －

計  73,935 11,116 85,051 4,715 89,766  △2,301 87,464

セグメント利益又は損失（△）  14,596 2,220 16,817 △2 16,814  22 16,837

（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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