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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年３月期第２四半期 8,608 △3.3 1,260 △32.9 1,714 △23.3 1,063 △22.7

26年３月期第２四半期 8,905 2.2 1,879 0.4 2,234 13.0 1,375 －
(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 1,029百万円(△64.9％) 26年３月期第２四半期 2,932百万円( －％)
　

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

27年３月期第２四半期 13.73 －

26年３月期第２四半期 17.68 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第２四半期 55,961 19,516 34.9

26年３月期 51,482 18,865 36.6
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 19,516百万円 26年３月期 18,865百万円
　　　

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

26年３月期 － 2.50 － 2.50 5.00

27年３月期 － 2.50

27年３月期(予想) － 2.50 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 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 16,557 △1.3 1,650 △32.8 2,359 △26.3 1,403 △27.7 18.04
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　　

（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) 27年３月期２Ｑ 83,522,024株 26年３月期 83,522,024株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 6,218,844株 26年３月期 5,732,924株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 77,433,924株 26年３月期２Ｑ 77,795,441株
　
　

※ 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は
経済情勢や天候等の様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、添付資料３ペー
ジ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に弱さもみられますが、緩やかな回復基調が続いており

ます。先行きにつきましては、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の長期化などが、景気を下押しするリス

クとなっております。なお、当社グループの関連する業界に影響を及ぼす個人消費は、足踏み感が見られます。

このような状況の下、当社は川崎競馬場の商業施設建設や、東京よみうりカントリークラブのベントグリーンの

全面改修など、所有地の有効活用や価値の向上を図ると共に、独自の企画によるイベントなどにより顧客満足度の

向上に努めてまいりました。

公営競技部門の川崎競馬は、前年同四半期比２日減の32日開催されました。６月の重賞競走「関東オークス」の

開催時には、サッカーＷ杯日本代表応援イベントを実施し場内を盛り上げました。また、ＪＲＡの場外発売「ウイ

ンズ川崎」は、前年同様52日実施され、前年を上回る入場者で賑わいをみせました。なお、10月には商業施設建設

に伴う３号スタンドの解体工事が完了し、建設工事に着手しております。船橋競馬は、前年同四半期比１日増とな

る30日開催されました。５月にビッグレース「かしわ記念」が開催され、同日に主催した「おうまフェス2014～親

子であそぼ。～」では、多くのイベントを開催し好評を博しました。また、前年10月にスタートしたＪＲＡの場外

発売「Ｊ－ＰＬＡＣＥ船橋」は26日実施され、好調に推移いたしております。なお、駐車場の一画にスーパーマー

ケットを建設し、10月より事業会社へ賃貸を開始しております。船橋オートレースは、前年同四半期比７日増とな

る40日開催されました。５月に恒例のＧⅠ「黒潮杯」、６月には５年ぶりにＧⅠ「プレミアムカップ」が開催されま

した。なお、８月に船橋オートレースの施行者である千葉県及び船橋市より、平成27年度末をもって船橋オートレ

ース事業を廃止するとの発表がなされております。競輪場外車券売場「サテライト船橋」は、前年同四半期比２日

減の181日実施されました。なお、通期の開催日数につきましては、川崎競馬は前年と同数、船橋競馬は２日増、船

橋オートレースは７日減となる予定です。

ゴルフ部門の東京よみうりカントリークラブは、外部営業によりコンペを獲得したものの、６月の雨天によるキ

ャンセルの影響などにより、入場者は減少いたしました。９月には、クラブハウスレストランにて恒例の「丘の上

ＪＡＺＺライブ」を開催し、ご好評をいただきました。なお、50周年記念事業として実施しておりました、耐暑性

に優れた新種のベントグリーンへの改修工事は、芝の張替え作業が完了し、10月から使用を開始しております。よ

みうりゴルフ倶楽部は、多様な自主コンペの開催等が奏功し、入場者は増加いたしました。また、クラブハウスの

レストランにて、遊園地のイベント「ほたるの宵」と連携した恒例のディナーイベントを開催し、好評を博しまし

た。静岡よみうりカントリークラブは、優待チケットの発行やインターネット予約限定割引などの施策を積極的に

展開いたしました。この結果、７月及び８月の台風接近によるキャンセルなどがあったものの、入場者は増加いた

しました。千葉よみうりカントリークラブは、タイムリーな優待施策が好評を得るなどした結果、６月及び８月の

雨天による影響などがあったものの、入場者は増加いたしました。

遊園地部門の遊園地では、著名な華道家による桜をテーマにプロデュースした恒例のイベント「ＳＡＫＵＲＡＫ

ＵＥＮ」が過去３年間で最高の入園者数を記録いたしました。また、ゴールデンウィークに開催した「全国ご当地

大グルメ祭2014」は、過去最高だった前年に次ぐ売上を記録するなど、多くのお客様で賑わいました。初夏には、

６回目の開催となるほたる鑑賞イベント「ほたるの宵」を開催し、菓子メーカーとタイアップし設置した「小梅ち

ゃん」灯ろうなどが会場の雰囲気を盛り上げました。夏期は、清涼飲料水メーカーとコラボレートし、ＣＭで話題

のイベントを日本で唯一常設したほか、人気アーティストが遊園地をプロデュースする「よみＵＲｅｅｅｅＮラン

ド」を展開し、好評を博しました。これらの結果、８月は過去10年間で最高となる入園者を記録するなど、入園者

は増加いたしました。なお、３月に完成した全天候型多目的ホール「日テレらんらんホール」では、トップアスリ

ートによるミュージカルやボリショイステージサーカスなど多彩なイベントを開催し、好評を博しました。また、

４月に新規オープンしたバーベキューパークＪＵ－ＪＵは、団体客を中心に、多くのお客様で賑わいをみせており

ます。プールＷＡＩは、引き続きエンターテイメントプールとして、前年より水量を倍にした放水とオリジナルダ

ンスのコラボレーションショー「ダンスプラッシュ」や、人気のおもちゃのアヒルレースなど多くのイベントを開

催し、好評を博ました。しかしながら、梅雨明けの遅れや８月下旬からの低気温などの影響により、過去最高だっ

た前年に比べ入場者は減少いたしました。３月に10周年を迎えた温浴施設「丘の湯」は、竹灯ろうの設置や大抽選

会の開催など様々なイベントを開催いたしました。これらの結果、夏期のプール入場者の減少により、プール帰り

のお客様が減ったものの、入場者は増加いたしました。なお、丘の湯プラザの中華レストランにて「ほたるの宵」

と連携した「天安ほたるディナー」や季節ごとの特別メニューが好評を博しました。温浴施設「季乃彩（ときのい

ろどり）」は、６月に風呂水などを湯冷めしにくいナノ水化するなどのリニューアルを実施し好評を博しておりま
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す。なお、リニューアル工事に伴う休館日が増加したものの、入場者は前年並みに推移いたしております。ゴルフ

ガーデン（練習場）は、パッティング大会やアプローチ大会を開催し好評を博しましたが、台風の影響などにより

入場者は減少いたしました。親子向け屋内遊戯施設「キドキド」は、よみうりランド店独自の企画などを開催し好

評を博しましたが、消費税率引上げの影響などにより入場者は減少いたしました。

以上の結果、総合レジャー事業の売上高は75億９千７百万円（前年同四半期比2.0％減）となりました。

また、不動産事業の売上高は、販売用宅地の分譲が減少したことなどにより、７億５百万円（同14.7％減）、サポ

ートサービス事業の売上高は、連結内部からの受注が増加したことなどに伴い、15億８千４百万円（同24.0％増）

となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は86億８百万円（前年同四半期比3.3％減）、営業利益は、減価償

却費が増加したことなどにより12億６千万円（同32.9％減）、経常利益は17億１千４百万円（同23.3％減）、四半期

純利益は10億６千３百万円（同22.7％減）となりました。

（２）連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、おおむね当初の計画通りに業績が推移するものと

見込んでいるため、平成26年５月９日発表の数値から変更はございません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,747,696 2,429,331

受取手形及び売掛金 895,886 1,030,777

たな卸資産 163,921 142,815

繰延税金資産 110,208 155,205

その他 296,545 586,828

貸倒引当金 △899 △730

流動資産合計 4,213,359 4,344,227

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,465,964 18,743,514

土地 14,175,105 14,934,062

建設仮勘定 2,314,663 4,694,595

その他（純額） 1,855,428 1,806,585

有形固定資産合計 35,811,161 40,178,757

無形固定資産

その他 95,840 98,934

無形固定資産合計 95,840 98,934

投資その他の資産

投資有価証券 10,731,406 10,680,039

繰延税金資産 161,661 177,594

その他 468,631 481,629

投資その他の資産合計 11,361,699 11,339,264

固定資産合計 47,268,701 51,616,956

資産合計 51,482,060 55,961,183
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 789,206 379,953

短期借入金 1,470,000 3,970,000

1年内返済予定の長期借入金 433,000 40,000

未払法人税等 220,941 567,275

賞与引当金 123,563 126,753

その他 3,266,469 4,941,641

流動負債合計 6,303,180 10,025,624

固定負債

繰延税金負債 1,923,374 1,926,912

退職給付に係る負債 558,033 545,080

長期預り金 23,395,418 23,528,819

その他 436,481 418,514

固定負債合計 26,313,307 26,419,326

負債合計 32,616,488 36,444,950

純資産の部

株主資本

資本金 6,053,030 6,053,030

資本剰余金 4,730,552 4,730,552

利益剰余金 6,795,379 7,663,935

自己株式 △1,918,378 △2,103,194

株主資本合計 15,660,583 16,344,323

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,204,988 3,171,909

その他の包括利益累計額合計 3,204,988 3,171,909

純資産合計 18,865,571 19,516,232

負債純資産合計 51,482,060 55,961,183
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 8,905,076 8,608,054

売上原価 6,209,917 6,444,192

売上総利益 2,695,158 2,163,862

販売費及び一般管理費 815,394 903,427

営業利益 1,879,763 1,260,435

営業外収益

受取配当金 121,204 151,862

建設発生土受入金 229,801 270,016

その他 19,027 42,472

営業外収益合計 370,033 464,351

営業外費用

支払利息 12,822 8,991

その他 2,431 1,362

営業外費用合計 15,254 10,354

経常利益 2,234,543 1,714,432

特別損失

固定資産除却損 66,342 122,557

特別損失合計 66,342 122,557

税金等調整前四半期純利益 2,168,201 1,591,874

法人税、住民税及び事業税 651,941 567,950

法人税等調整額 140,633 △39,105

法人税等合計 792,574 528,845

少数株主損益調整前四半期純利益 1,375,627 1,063,029

四半期純利益 1,375,627 1,063,029
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,375,627 1,063,029

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,556,451 △33,079

その他の包括利益合計 1,556,451 △33,079

四半期包括利益 2,932,079 1,029,949

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,932,079 1,029,949

少数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。

（セグメント情報等）

　Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日至平成25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：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

総合レジャー
事業

不動産事業
サポート

サービス事業
計

売上高

外部顧客への売上高 7,748,029 825,266 331,779 8,905,076 － 8,905,076

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

5,291 1,110 945,931 952,333 △952,333 －

計 7,753,321 826,376 1,277,711 9,857,409 △952,333 8,905,076

セグメント利益 2,037,496 509,102 61,548 2,608,147 △728,383 1,879,763

　(注) １．セグメント利益の調整額△728,383千円には、セグメント間取引消去2,380千円及び各報告セグメントに

　 配分していない全社費用△730,764千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

　 しない一般管理費であります。

　 ２．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26年４月１日 至 平成26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：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

総合レジャー
事業

不動産事業
サポート

サービス事業
計

売上高

　外部顧客への売上高 7,591,792 703,687 312,575 8,608,054 － 8,608,054

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

5,583 1,369 1,271,828 1,278,781 △1,278,781 －

計 7,597,376 705,056 1,584,404 9,886,836 △1,278,781 8,608,054

セグメント利益 1,562,028 427,805 122,752 2,112,585 △852,150 1,260,435

　(注) １．セグメント利益の調整額△852,150千円には、セグメント間取引消去△36,125千円及び各報告セグメント

　 に配分していない全社費用△816,025千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

　 しない一般管理費であります。

　 ２．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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