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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第２四半期
連結累計期間

第58期
第２四半期
連結累計期間

第57期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （百万円） 227,535 232,583 477,748

経常利益 （百万円） 54,367 57,159 114,611

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 38,115 42,485 82,374

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 33,322 45,861 79,986

純資産額 （百万円） 631,266 689,115 669,515

総資産額 （百万円） 789,127 858,743 849,798

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 114.83 128.92 248.39

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 110.96 123.58 239.95

自己資本比率 （％） 80.0 80.2 78.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 46,103 53,703 117,611

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △7,481 △23,441 △33,631

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △27,083 △26,671 △28,788

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 98,192 145,390 141,801

 

回次
第57期

第２四半期
連結会計期間

第58期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

自　平成29年７月１日
至　平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 65.86 65.57

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

　　　　おりません。

   ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

   ３．「１株当たり四半期（当期）純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」の算

　　　　定上、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株

　　　　式に含めております。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証

券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外景気の下振れリスクがあるなか、雇用・所得環境の改善

傾向により緩やかな回復基調が続き、個人消費にも持ち直しの動きが見られました。

当社グループにおいては、新規アトラクション「ニモ＆フレンズ・シーライダー」並びに東京ディズニーラン

ド、東京ディズニーシーで実施した季節感あふれるスペシャルイベントの好調などによりテーマパーク入園者数が

増加したことから、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高232,583百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益

56,136百万円（同5.4％増）、経常利益57,159百万円（同5.1％増）となりました。また、親会社株主に帰属する四

半期純利益は、子会社の繰延税金資産を計上したことなどにより、42,485百万円（同11.5％増）となりました。セ

グメント別の業績は次のとおりです。

（テーマパーク）

東京ディズニーシーでは、５月12日より新規アトラクション「ニモ＆フレンズ・シーライダー」をオープンいた

しました。加えて、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーにおいて、季節感あふれるスペシャルイベントを

実施いたしました。

売上高は、東京ディズニーシー15周年関連商品の販売終了に伴い、商品販売におけるゲスト１人当たり売上高が

減少したものの、新規アトラクション「ニモ＆フレンズ・シーライダー」並びに東京ディズニーランド、東京ディ

ズニーシーで実施した季節感あふれるスペシャルイベントの好調などによりテーマパーク入園者数が増加したこと

から、191,957百万円（前年同期比2.3％増）と増収となりました。

営業利益は、準社員諸手当などの費用が増加したものの、売上高の増加に加えて商品原価率が減少したことなど

により、47,155百万円（同3.1％増）と増益となりました。

（ホテル）

売上高は、東京ディズニーセレブレーションホテルが通期稼働したことなどにより、32,022百万円（前年同期比

2.2％増）と増収となりました。

営業利益は、東京ディズニーセレブレーションホテルの開業費用が減少したことなどにより、7,633百万円（同

23.2％増）と増益となりました。

（その他）

売上高は、モノレール事業の売上高が増加したことなどにより、8,603百万円（前年同期比0.6％増）と増収とな

りました。

　営業利益は、前年同期並みの1,232百万円（同0.4％減）となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、投資活動によるキャッシュ・フロー

が減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加したことか

ら、145,390百万円（前年同期比47,197百万円増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは53,703百万円（前年同期比7,600百万円増）となりました。前期に比べ、収

入が増加した要因は、税金等調整前四半期純利益が増加したことなどによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、△23,441百万円（前年同期比15,960百万円減）となりました。前期に比

べ、支出が増加した要因は、定期預金の預入による支出が増加したことなどによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、△26,671百万円（前年同期比412百万円増）となりました。前期に比べ、

支出が減少した要因は、自己株式の取得による支出が減少したことなどによります。

 

(3) 経営方針・経営戦略等
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　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

① 当面の対処すべき課題の内容、対処方針及び具体的な取り組み内容

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

② 会社の支配に関する基本方針

　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定め、敵対的買収への基本的な考

え方を明確にすることを目的として、以下のとおり「会社の支配に関する基本方針」を定めております。

 

（基本方針の内容）

　ＯＬＣグループは、「自由でみずみずしい発想を原動力に すばらしい夢と感動 ひととしての喜び そしてや

すらぎを提供する」という企業使命のもと、日本国民はもとより、アジアを中心とする海外の人々からも広く愛

され、親しまれる企業であり続けること、そしてあらゆるステークホルダーから信頼と共感を集め、その成果で

あるキャッシュ・フローの最大化を達成することで、長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

ＯＬＣグループのコア事業である東京ディズニーリゾートにおいては、東京ベイエリアの中心的な役割を担う

だけでなく、親しみある空間を提供することでより多くのゲストをお迎えして最高のハピネスを分かち合うと同

時に、高水準なフリー・キャッシュ・フローを創出し続けることを目指してまいります。とりわけ、テーマパー

ク事業においては、ゲストの皆様に十分満足していただくために必要な要員や資金を投入し、高いレベルのサー

ビスを提供し続けること、そのための従業員教育に投資を惜しまないこと、安全や清潔さ、魅力的なデザインな

ど施設のクオリティを決して落とさないこと、そして、新たなアトラクションを適時に導入することをはじめと

して継続的かつ資産効率を加味した設備投資を行っていくことが必要不可欠であると考え、これらの施策を実行

してまいります。

さらに、長期的な視点で、新たな成長に向けた事業の研究開発を進めてまいります。

このように、当社の経営方針は、換言すれば長期的に成長し続けることを目指すものであり、決して短期の利

益のみを追求することではありません。当社は、これらの施策を継続的に実行していくことによってはじめて企

業価値を高めていくことができるものと確信しております。

当社は、経営の支配権が移動することによる経営の革新や活性化を一概に否定するものではありません。ま

た、さらなる企業価値・株主共同の利益の向上を実現することが可能な買収を阻止する考えもありませんが、買

収には企業価値を毀損する場合もあるため、当社の経営が他者によって支配されることに対しては、取締役会と

しても極めて慎重に判断しなければならないと考えています。なぜなら、当社の企業価値・株主共同の利益を向

上させるためには、上記のような取り組みが不可欠であると確信しているからであります。

　以上の観点から、当社は、当社の企業価値を毀損するおそれのある者（上記のような経営方針によらない経営

をしようとする者も含みます）は、当社の財務や事業の方針の決定を支配する者としてふさわしくないと考え、

これに該当するような者に対し最も適切と判断する措置を行います。

 

（当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み）

　当社は、基本方針の実現に資する特別な取り組みは行っておりませんが、以下に掲げる経営計画を策定してお

り、当該計画は、基本方針の実現に資するものであると考えております。

当社では、コア事業（東京ディズニーリゾート事業）の長期持続的な成長のために舞浜の土地を有効活用し

テーマパーク価値を最大化することを目指してまいります。東京ディズニーランドでは、ファンタジーランドを

含め、７つのテーマランドすべてを開発対象にエリア規模での刷新を順次行うなど、インパクトのある開発を

行ってまいります。一方、東京ディズニーシーでは世界で唯一の「海」をテーマにしたディズニー・テーマパー

クとして飛躍的な進化を遂げるべく、複数の拡張用地を活用した大規模なパーク開発を行うことで、質・量とも

に体験価値を大幅に向上させてまいります。このほか、東京ディズニーリゾート内のホテル客室数の増加など、

東京ディズニーリゾート全体の価値向上に向けたさまざまな検討を行っていく予定です。

また、東京ディズニーリゾート事業以外の新規事業につきましては、目標とする時期を限定することなく、１

セグメント化を目指し引き続き検討を進めてまいります。

以上のような取り組みにより、中長期的に企業価値を向上させてまいります。
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（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

り組み）

現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているものでは

ありません。また、当社として現時点では、そのような買付者が出現した場合の具体的な施策を予め定めるもの

ではなく、当社の財務及び事業の方針の決定が不適切な者によって支配されることを防止するための取り組みは

行っておりませんが、当該方針の決定を支配する者としてふさわしくないと認められる者が現れた場合、当社取

締役会は、ただちに、対抗措置を実行することを予定しております。

　具体的には、当社株式を大量に取得しようとする者が現れた場合で、それが、上記に記載した当社の企業価値

を毀損する行為を目的として当社を支配しようとする者（いわゆるグリーンメーラ―など）、強圧的二段階買収

（注）など株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するおそれがある買収をしようとする者、上記のような当

社の長期的な発展・成長を阻害する経営方針・経営戦略をもって当社を支配しようとする者、当社の株主の皆様

が当社株式を買収者に譲渡するか保有し続けるかを判断するために十分な情報や時間を与えずに買収しようとす

る者、当社取締役会が買収の提案を評価するために必要な情報及び買収者との交渉や対案の提案を行う時間を与

えずに買収しようとする者など企業価値の毀損につながると認められる者であったときは、当社は、ただちに、

外部の専門家などを含めて当該買収を評価したうえで最も適切と考えられる措置を検討し、当社の企業価値が毀

損されるおそれが高いと判断した場合などは、必要な範囲で状況に応じて適切な対抗措置を実行いたします。

（注）「強圧的二段階買収」とは、買付者の提示する当社株式の買取方法が、最初の買付で全株式の買付を勧誘

することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を

行うことを意味します。

 

(5) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,320,000,000

計 1,320,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年11月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 363,690,160 363,690,160
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株でありま

す。

計 363,690,160 363,690,160 － －

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

　　された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成29年７月１日～

平成29年９月30日
－ 363,690,160 － 63,201 － 111,403
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（６）【大株主の状況】

  平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

京成電鉄株式会社  千葉県市川市八幡三丁目３番１号 72,628 19.97

三井不動産株式会社    東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 30,757 8.46

千葉県  千葉県千葉市中央区市場町１番１号 13,200 3.63

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
 東京都港区浜松町二丁目11番３号 7,887 2.17

みずほ信託銀行株式会社 退職給付

信託 みずほ銀行口 再信託受託者

資産管理サービス信託銀行株式会社

 東京都中央区晴海一丁目８番12号 7,495 2.06

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
 東京都中央区晴海一丁目８番11号 7,344 2.02

第一生命保険株式会社  東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 6,560 1.80

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口４）
 東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,472 1.23

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口５）
 東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,263 1.17

STATE STREET BANK WEST CLIENT -

TREATY 505234

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA

 02171, U.S.A

（東京都港区港南二丁目15番１号）

3,903 1.07

計 － 158,513 43.58

(注)１．上記のほかに、自己株式が34,509千株あります。なお、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口が所有する当社株式

　　　　540千株は自己株式数に含まれておりません。

　　２．当第２四半期会計期間末現在における上記大株主の所有株式数のうち信託業務の株式数については、当社として

　　　　把握することができないため記載しておりません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 34,509,400 －

権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式であり、単元株

式数は100株であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式 329,095,800 3,290,958 同上

単元未満株式 普通株式     84,960 － 同上

発行済株式総数 363,690,160 － －

総株主の議決権 － 3,290,958 －

(注)１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄の普通株式には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口が所有する540千株

は含まれておりません。

　　２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が9,600株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数96個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社オリエンタルラ

ンド

千葉県浦安市舞浜

１番地１
34,509,400 － 34,509,400 9.49

計 － 34,509,400 － 34,509,400 9.49

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役執

行役員

社会活動推進部・シアト

リカル事業部管掌、

総務部・事業法務部・Ｉ

Ｔ戦略推進部・食の安全

監理室・監査部担当、

事業法務部長

取締役執

行役員

社会活動推進部・シアト

リカル事業部管掌、

総務部・ＩＴ戦略推進

部・食の安全監理室・監

査部担当

高橋　渉 平成29年９月１日

 

 

EDINET提出書類

株式会社オリエンタルランド(E04707)

四半期報告書

 8/20



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平

成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 263,801 252,390

受取手形及び売掛金 18,874 16,304

有価証券 10,999 25,711

商品及び製品 9,874 12,198

仕掛品 151 127

原材料及び貯蔵品 7,222 7,372

その他 8,145 8,886

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 319,069 322,988

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 275,114 275,282

機械装置及び運搬具（純額） 27,753 28,499

土地 115,082 117,653

建設仮勘定 18,306 22,850

その他（純額） 15,717 16,275

有形固定資産合計 451,973 460,561

無形固定資産   

その他 9,576 8,582

無形固定資産合計 9,576 8,582

投資その他の資産   

その他 69,270 66,703

貸倒引当金 △92 △92

投資その他の資産合計 69,178 66,611

固定資産合計 530,728 535,755

資産合計 849,798 858,743
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,498 12,690

1年内返済予定の長期借入金 4,760 4,768

未払法人税等 17,412 16,503

その他 71,432 65,454

流動負債合計 111,103 99,416

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 5,814 5,325

退職給付に係る負債 4,400 4,543

その他 8,963 10,342

固定負債合計 69,179 70,211

負債合計 180,282 169,628

純資産の部   

株主資本   

資本金 63,201 63,201

資本剰余金 111,911 111,911

利益剰余金 551,630 587,476

自己株式 △70,464 △90,086

株主資本合計 656,279 672,502

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,405 15,647

繰延ヘッジ損益 △319 △144

退職給付に係る調整累計額 1,149 1,110

その他の包括利益累計額合計 13,235 16,612

純資産合計 669,515 689,115

負債純資産合計 849,798 858,743
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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　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 227,535 232,583

売上原価 141,943 144,193

売上総利益 85,591 88,390

販売費及び一般管理費 ※ 32,321 ※ 32,253

営業利益 53,269 56,136

営業外収益   

受取利息 235 92

受取配当金 423 447

持分法による投資利益 95 96

受取保険金・保険配当金 406 391

その他 445 526

営業外収益合計 1,606 1,554

営業外費用   

支払利息 106 104

支払手数料 265 303

その他 138 123

営業外費用合計 509 531

経常利益 54,367 57,159

税金等調整前四半期純利益 54,367 57,159

法人税、住民税及び事業税 15,648 17,104

法人税等調整額 603 △2,429

法人税等合計 16,252 14,674

四半期純利益 38,115 42,485

親会社株主に帰属する四半期純利益 38,115 42,485
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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　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益 38,115 42,485

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,015 3,241

繰延ヘッジ損益 △707 174

退職給付に係る調整額 △69 △39

その他の包括利益合計 △4,792 3,376

四半期包括利益 33,322 45,861

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 33,322 45,861

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９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 54,367 57,159

減価償却費 18,768 18,638

のれん償却額 123 123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 223 177

受取利息及び受取配当金 △659 △539

支払利息 106 104

為替差損益（△は益） △18 1

持分法による投資損益（△は益） △95 △96

売上債権の増減額（△は増加） 9,695 2,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,161 △2,447

仕入債務の増減額（△は減少） △6,935 △4,746

未払消費税等の増減額（△は減少） △609 258

その他 △5,992 △119

小計 65,812 71,128

利息及び配当金の受取額 711 577

利息の支払額 △106 △104

法人税等の支払額 △20,315 △17,898

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,103 53,703

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 △56,000 △105,000

定期預金の払戻による収入 79,500 120,000

有価証券の取得による支出 △9,999 △16,999

有価証券の償還による収入 10,999 12,999

有形固定資産の取得による支出 △30,548 △33,098

無形固定資産の取得による支出 △1,210 △1,060

その他 △223 △282

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,481 △23,441

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △351 △480

配当金の支払額 △5,827 △6,614

自己株式の取得による支出 △21,234 △19,999

自己株式の売却による収入 331 424

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,083 △26,671

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,555 3,588

現金及び現金同等物の期首残高 86,636 141,801

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 98,192 ※ 145,390
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

第９回無担保社債 20,000百万円 20,000百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

給料・手当 6,789百万円 6,837百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 209,193百万円 252,390百万円

有価証券勘定 19,998 25,711

預入期間が３か月を超える定期預金 △126,000 △110,000

償還期限が３か月を超える有価証券 △4,998 △22,711

現金及び現金同等物 98,192 145,390
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 5,860 17.50 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

(注)配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金12百万円が含まれております。
 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年10月28日

 取締役会
普通株式 5,809 17.50 平成28年９月30日 平成28年12月８日 利益剰余金

(注)配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金11百万円が含まれております。
 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日

定時株主総会
普通株式 6,638 20.00 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金

(注)配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金11百万円が含まれております。
 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月30日

 取締役会
普通株式 6,583 20.00 平成29年９月30日 平成29年12月７日 利益剰余金

(注)配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金10百万円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28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 187,647 31,334 218,981 8,553 227,535 － 227,535

セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,202 312 3,514 1,837 5,352 △5,352 －

計 190,849 31,647 222,496 10,391 232,888 △5,352 227,535

セグメント利益 45,730 6,195 51,925 1,236 53,162 107 53,269

 
　　　(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107百万円は、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　平成29年４月１日　至　平成29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 191,957 32,022 223,980 8,603 232,583 － 232,583

セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,293 291 3,584 1,836 5,421 △5,421 －

計 195,251 32,313 227,564 10,439 238,004 △5,421 232,583

セグメント利益 47,155 7,633 54,789 1,232 56,022 114 56,136

 
　　　(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114百万円は、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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 114円83銭 128円92銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
38,115 42,485

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
38,115 42,485

普通株式の期中平均株式数（千株） 331,937 329,547

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 110円96銭 123円58銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
123 123

（うち支払手数料（税額相当額控除後）

（百万円））
(123) (123)

普通株式増加数（千株） 12,680 15,232

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

(注)従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口が所有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後

　　１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

 

２【その他】

平成29年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,583百万円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・20円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日および支払開始日・・・・・・平成29年12月７日

(注)平成29年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。なお、配当金の総額に

　　は、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金10百万円が含まれております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年11月13日

株式会社オリエンタルランド

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　宏之　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  東 　大夏　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オリエ

ンタルランドの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年７月１

日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オリエンタルランド及び連結子会社の平成29年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

      ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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