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（百万円未満切捨て）

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 59,149 △76.2 △24,178 ― △24,745 ― △30,095 ―

2020年3月期第2四半期 248,428 △0.9 60,939 △1.5 62,078 △0.8 43,084 △0.7

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　△32,071百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　43,217百万円 （△9.8％）

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

2021年3月期第2四半期 △91.92 ―

2020年3月期第2四半期 131.03 126.81

（注）当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、

記載しておりません。

(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

2021年3月期第2四半期 1,051,352 781,296 74.3 2,386.20

2020年3月期 1,010,651 820,257 81.2 2,505.55

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 781,296百万円 2020年3月期 820,257百万円

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

2020年3月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00

2021年3月期 ― 13.00

2021年3月期（予想） ― 13.00 26.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 185,460 △60.1 △51,400 ― △53,890 ― △51,110 ― △156.10

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(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

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

(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） 2021年3月期2Q 363,690,160 株 2020年3月期 363,690,160 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 36,267,956 株 2020年3月期 36,313,892 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 327,398,108 株 2020年3月期2Q 328,805,678 株

（注）従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口が保有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）　

　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。
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四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2020年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 261,164 253,054 

受取手形及び売掛金 7,225 14,402 

有価証券 19,999 13,488 

商品及び製品 11,679 16,481 

仕掛品 172 128 

原材料及び貯蔵品 8,236 8,891 

その他 8,263 12,396 

貸倒引当金 △0 △5 

流動資産合計 316,741 318,837 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 291,012 325,588 

機械装置及び運搬具（純額） 34,557 50,906 

土地 117,653 117,653 

建設仮勘定 152,165 124,419 

その他（純額） 15,197 25,459 

有形固定資産合計 610,586 644,027 

無形固定資産    

その他 16,334 16,486 

無形固定資産合計 16,334 16,486 

投資その他の資産    

その他 67,078 72,090 

貸倒引当金 △88 △88 

投資その他の資産合計 66,989 72,001 

固定資産合計 693,910 732,514 

資産合計 1,010,651 1,051,352 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2020年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 13,921 6,916 

1年内返済予定の長期借入金 4,580 3,888 

未払法人税等 7,991 8,530 

その他 74,001 61,291 

流動負債合計 100,495 80,627 

固定負債 

社債 80,000 180,000 

長期借入金 2,488 2,427 

退職給付に係る負債 3,537 3,191 

その他 3,873 3,809 

固定負債合計 89,898 189,428 

負債合計 190,394 270,056 

純資産の部 

株主資本 

資本金 63,201 63,201 

資本剰余金 111,970 112,001 

利益剰余金 744,452 707,147 

自己株式 △109,325 △109,036

株主資本合計 810,298 773,312 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 9,623 7,743 

繰延ヘッジ損益 74 8 

退職給付に係る調整累計額 261 230 

その他の包括利益累計額合計 9,958 7,983 

純資産合計 820,257 781,296 

負債純資産合計 1,010,651 1,051,352 
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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２四半期連結累計期間）

（単位：百万円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 
至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 
至 2020年９月30日) 

売上高 248,428 59,149 

売上原価 153,287 ※１ 62,604

売上総利益又は売上総損失（△） 95,140 △3,455

販売費及び一般管理費 34,201 ※１ 20,723

営業利益又は営業損失（△） 60,939 △24,178

営業外収益 

受取利息 83 28 

受取配当金 444 340 

受取保険金・保険配当金 359 310 

その他 737 486 

営業外収益合計 1,623 1,165 

営業外費用 

支払利息 146 129 

持分法による投資損失 6 282 

支払手数料 266 399 

減価償却費 － 399 

その他 65 520 

営業外費用合計 485 1,731 

経常利益又は経常損失（△） 62,078 △24,745

特別損失 

臨時休園による損失 － ※１,※２ 13,333

特別損失合計 － 13,333 

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（△） 
62,078 △38,078

法人税、住民税及び事業税 17,422 319 

法人税等調整額 1,571 △8,301

法人税等合計 18,993 △7,982

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,084 △30,095

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
43,084 △30,095
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 
至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 
至 2020年９月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,084 △30,095

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 192 △1,879

繰延ヘッジ損益 △1 △65

退職給付に係る調整額 △57 △30

その他の包括利益合計 132 △1,975

四半期包括利益 43,217 △32,071

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 43,217 △32,071

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

（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。 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響）

 当社グループの主力事業であるテーマパーク並びにホテルは臨時休業をしておりました。テーマパークは2020年

７月１日より営業を再開しておりますが、再開後も「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大

予防ガイドライン」等に沿った対策を講じており、入園者数を制限して運営しております。また、レジャーに対す

る消費マインドの動向等、外部環境の状況によっては、通常レベルの営業に至るまでに期間を要する可能性があり

ます。これらのことから、第３四半期連結会計期間以降の業績にも重要な影響が見込まれます。

（重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定） 

 前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計期間末において、当社グループでは新型コロナウイルス感染症の影

響が当連結会計年度の一定期間にわたり継続するものと仮定し、様々な会計上の見積りを行っておりました。 

 当第２四半期連結会計期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、翌連結会計年度の

一定期間にわたり継続するものと仮定を置きなおし、固定資産の減損判定、たな卸資産の評価及び繰延税金資産の

回収可能性の会計上の見積りを行っております。その結果、繰延税金資産の回収可能性について見直しを行い、繰

延税金資産の一部を取り崩しております。 

なお、現在の状況及び入手可能な情報に基づき合理的と考えられる見積り及び判断を行っておりますが、新型コ

ロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには極めて高い不確実性を伴うため、当該影響が想定以上に長

期化した場合や深刻化した場合には、第３四半期連結会計期間以降の業績に更なる影響を及ぼす可能性がありま

す。

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 雇用調整助成金

 当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い臨時休業を実施したことにより、支給した休業手当

等について雇用調整助成金の特例措置の適用を受けております。これに伴い、雇用調整助成金の既受給額及び受

給見込額を、売上原価から4,093百万円、販売費及び一般管理費から783百万円、特別損失から12,760百万円控除

しております。

※２ 臨時休園による損失

 新型コロナウイルス感染症流行の状況並びに政府、自治体からの要請等を踏まえ、当社グループの運営する東

京ディズニーランド・東京ディズニーシーは2020年２月29日から６月30日まで臨時休園を実施いたしました。こ

のため、主に臨時休園期間中のテーマパーク事業で発生した固定費（人件費・減価償却費など）等を特別損失に

計上しております。
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（セグメント情報）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９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 205,395 34,724 240,119 8,308 248,428 － 248,428 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
3,461 299 3,761 1,938 5,699 △5,699 － 

計 208,856 35,024 243,881 10,246 254,128 △5,699 248,428 

セグメント利益 49,929 9,077 59,007 1,807 60,815 123 60,939 

（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123百万円は、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２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９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 47,848 8,174 56,023 3,125 59,149 － 59,149 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,402 157 1,559 1,718 3,278 △3,278 － 

計 49,251 8,331 57,582 4,844 62,427 △3,278 59,149 

セグメント損失（△） △19,321 △3,668 △22,990 △1,305 △24,295 117 △24,178

（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．セグメント損失（△）の調整額117百万円は、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。 
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