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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第２四半期 10,288 15.8 1,141 △16.4 1,566 △15.0 △476 －

28年３月期第２四半期 8,881 3.2 1,364 8.3 1,842 7.5 1,276 20.1
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 △1,114百万円( －％) 28年３月期第２四半期 861百万円(△16.4％)
　

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

29年３月期第２四半期 △6.18 －

28年３月期第２四半期 16.51 －
　　

（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 ％

29年３月期第２四半期 66,260 20,866 31.5

28年３月期 72,335 22,381 30.9
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 20,866百万円 28年３月期 22,381百万円
　　　

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

28年３月期 － 2.50 － 3.00 5.50

29年３月期 － 2.50

29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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 20,440 8.9 1,300 △34.5 1,800 △36.9 3,050 53.5 39.57
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 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 ： 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) 29年３月期２Ｑ 83,522,024株 28年３月期 83,522,024株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 6,633,386株 28年３月期 6,229,254株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 77,085,754株 28年３月期２Ｑ 77,298,670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、弱さがみられるものの、緩やかな回復基調が続いております。

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おおむね横ばいに推移いたしました。

このような状況の下、当社は設備投資により取得した新施設を新たな成長の基盤へ育てるとともに、既存事業の

更なる発展に努めました。

公営競技部門の川崎競馬は、前年同四半期比２日増となる33日開催されました。６月には重賞「関東オークス」

が開催され盛り上がりをみせました。また、ＪＲＡの場外発売「ウインズ川崎」は、前年同四半期比１日減となる

52日実施されました。新たな顧客の獲得を目指し、ファミリー層をターゲットにしたキャンピングカーイベントな

どを週末に場内で開催したところ、本年２月にオープンした商業施設「マーケットスクエア川崎イースト」の利用

客をはじめ、多くのお客様で賑わいました。なお、施設面では本年11月に開催されるダート競馬の祭典「ＪＢＣ競

走」に向けて場内整備を進めております。船橋競馬は、前年同四半期比６日増となる30日開催されました。昨年６

月にスタートしたナイター競馬「ハートビートナイター」は、本年は４月からスタートいたしました。５月にはビ

ッグレース「かしわ記念」が開催され、同日には恒例の「おうまフェス2016～親子であそぼ。～」を近隣商業施設

と主催し好評を博しました。なお、本年４月にオープンした複合型場外発売施設「サテライト船橋・オートレース

船橋」での発売は176日実施されました。施設内の相互利用はもとより、競輪ファン、オートレースファンが競馬場

を訪れるなど相乗効果を発揮いたしております。なお、ＪＲＡの場外発売「Ｊ－ＰＬＡＣＥ船橋」は前年同様26日

実施されました。

ゴルフ部門の東京よみうりカントリークラブは、引き続き積極的な外部営業により新規の大口コンペ等を獲得い

たしました。その結果、悪天候によるキャンセルなどがあったものの入場者は前年並みに推移いたしました。なお、

９月にクラブハウスレストランにて開催した恒例のディナーイベント「丘の上ＪＡＺＺ2016」は、新たにコース料

理をメニューに加え、多くのお客様にお楽しみいただきました。よみうりゴルフ倶楽部は、引き続き多様な自主コ

ンペや、積極的な外部営業を実施したものの、悪天候によるキャンセルなどにより入場者は減少いたしました。な

お、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、好評をいただきました。静岡よみうりカントリークラブは、女性をターゲットにしたイベント、レディースゴ

ルフフェスタ2016などを開催し好評を博しました。また、予約の少ない時期に、ホームページを通じて、積極的に

食事付きイベントなどを紹介するなどした結果、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、

昼食付き料金などの料金施策が順調に推移したほか、恒例のスクラッチカードイベント「スマイルウィーク」など

が好評を博した結果、入場者は増加いたしました。

遊園地部門の遊園地では、本年３月にオープンした「グッジョバ!!」が引き続き好評を博し、計画を上回るお客

様で賑わいました。イベントは、６回目を数えるゴールデンウィークの「全国ご当地大グルメ祭2016」や、松竹芸

能プロデュースによるお笑い芸人とアシカのコラボレーションショー「アシカ・笑（しょう）３」、初夏に開催し

た恒例のほたる観賞イベント「ほたるの宵」などが盛り上がりをみせました。夏は、テレビやイベントで活躍する

人気の芸人が日替わりで登場する笑いの祭典「よみうりランド×よしもと ワイワイ笑フェス」や、食イベント「南

国グルメフェスタ」が好評を博したほか、「グッジョバ!!」エリア内に、アメリカ生まれのフローズンヨーグルト

ショップ「ピンクベリー」を併設したレストラン「グッジョバ!!キッチン」を新たにオープンし、幅広いお客様に

ご利用いただいております。９月には、タツノコプロがプロデュースするハロウィンイベント「Ｙｏｍｉｕｒｉｌ

ａｎｄ Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ2016」を開催いたしました。新たに、着ぐるみとプロジェクションマッピングが融合し

たよみうりランドオリジナルのライブショー「飛びだす！マッピング～モンスターからの贈りモノ～」を開催し、

多くのお客様で賑わいをみせました。これらの結果、入園者は大幅に増加いたしました。夏のプールＷＡＩは、清

涼飲料水「キリン メッツ」とコラボレートしたびしょ濡れウォータゲーム「スパーキングメッツ『ポン』＆『ダ

ン』」や、今年で７年目を迎える、オリジナルダンスと放水ショーのコラボレーションショー「ダンスプラッシュ

!!」、例年人気のおもちゃのアヒルレースなど、エンターテイメントプールとして毎日多数のイベントを開催し、

好評を博しました。これらの結果、プールＷＡＩオープン以来最高の入場者数を記録いたしました。温浴施設「丘

の湯」は、「グッジョバ!!」オープンの効果により、遊園地から来場するお客様が増えたものの、台風の影響など

により入場者は減少いたしました。なお、丘の湯プラザの中華レストラン「天安」では「ほたるの宵」と連携した

恒例の「天安 ほたるの宵 特別ディナー」を実施したほか、プラザ内のベーカリーや和菓子店においても「ほた

る」にちなんだ商品を販売し、好評を博しました。温浴施設「季乃彩（ときのいろどり）」は、柑橘類などの替り

湯イベント「彩湯」がご好評をいただいております。この結果、台風の影響を受けたものの、入場者は前年並みに

推移いたしました。ゴルフガーデン（練習場）は、台風の影響や、営業日数が減少したことなどにより、入場者は
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減少いたしました。親子向け屋内遊戯施設「キドキドよみうりランド店」は、春休み期間、シルバーウィーク期間

の集客は好調だったものの、夏休み期間については高水準だった昨年には及ばなかったこともあり、入場者数は前

年並みに推移いたしました。商業施設「グランツリー武蔵小杉」内の「あそびのせかいグランツリー武蔵小杉店」

は、ベビー向けイベントや季節ごとのイベントなどが好評を博し、８月の総入場者数が過去最高の記録を達成する

など、入場者は増加いたしました。

以上の結果、総合レジャー事業の売上高は92億９千１百万円（前年同四半期比19.8％増）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７億１千万円（同13.2％減）、サポ

ートサービス事業の売上高は、連結内部工事の増加などに伴い16億２千４百万円（同32.8％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、102億８千８百万円（前年同四半期比15.8％増）、営業利益

は、減価償却費が増加したことなどにより11億４千１百万円（同16.4％減）、経常利益は15億６千６百万円（同

15.0％減）となりましたが、船橋オートレース場の諸資産の減損損失、撤去費を特別損失に計上したことなどによ

り４億７千６百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失となりました。

（２）連結業績予想に関する定性的情報

当社の所有する船橋オートレース場の諸資産に関して関係各所と協議を進めて参りました結果、当社において工

作物等を収去のうえ、土地所有者に明け渡すことで合意に達しました。これに伴い、当第１四半期連結累計期間に

固定資産の減損損失1,356,662千円及び撤去費1,209,495千円を特別損失に計上しております。

なお、平成29年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「平成29年３月期第２四半期連結累計

期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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

会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える

影響は軽微であります。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半

期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,040,722 3,489,824

受取手形及び売掛金 1,341,267 944,408

たな卸資産 127,187 180,067

繰延税金資産 256,607 217,795

その他 1,152,010 428,936

貸倒引当金 － △400

流動資産合計 7,917,794 5,260,631

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,542,176 27,587,487

土地 15,587,818 15,578,361

建設仮勘定 1,124,879 1,299,711

その他（純額） 6,123,419 5,514,876

有形固定資産合計 52,378,293 49,980,435

無形固定資産

その他 137,203 75,781

無形固定資産合計 137,203 75,781

投資その他の資産

投資有価証券 11,430,725 10,512,472

繰延税金資産 168,382 167,775

その他 302,769 263,501

投資その他の資産合計 11,901,877 10,943,749

固定資産合計 64,417,374 60,999,967

資産合計 72,335,169 66,260,599
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 577,949 488,102

短期借入金 5,810,000 4,810,000

1年内返済予定の長期借入金 321,000 923,962

未払法人税等 908,805 435,224

賞与引当金 131,627 132,862

その他 4,474,317 2,884,457

流動負債合計 12,223,700 9,674,609

固定負債

長期借入金 10,179,000 9,566,002

繰延税金負債 1,982,846 677,911

退職給付に係る負債 549,596 593,951

長期預り金 24,347,889 24,302,598

その他 670,927 578,973

固定負債合計 37,730,261 35,719,437

負債合計 49,953,961 45,394,046

純資産の部

株主資本

資本金 6,053,030 6,053,030

資本剰余金 4,730,631 4,730,631

利益剰余金 9,777,318 9,068,742

自己株式 △2,107,856 △2,275,730

株主資本合計 18,453,123 17,576,673

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,931,470 3,294,203

繰延ヘッジ損益 △3,385 △4,324

その他の包括利益累計額合計 3,928,084 3,289,878

純資産合計 22,381,207 20,866,552

負債純資産合計 72,335,169 66,260,599
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

売上高 8,881,288 10,288,925

売上原価 6,547,557 8,139,885

売上総利益 2,333,731 2,149,040

販売費及び一般管理費 969,271 1,007,969

営業利益 1,364,459 1,141,070

営業外収益

受取配当金 128,629 149,283

建設発生土受入金 276,768 279,202

その他 91,288 33,839

営業外収益合計 496,685 462,325

営業外費用

支払利息 16,932 32,757

その他 1,426 4,251

営業外費用合計 18,359 37,009

経常利益 1,842,785 1,566,386

特別利益

固定資産売却益 100,966 18,334

特別利益合計 100,966 18,334

特別損失

固定資産除却損 53,001 1,281,080

減損損失 － 1,356,662

特別損失合計 53,001 2,637,743

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（△）

1,890,750 △1,053,022

法人税、住民税及び事業税 661,068 407,790

法人税等調整額 △46,823 △984,116

法人税等合計 614,245 △576,325

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,276,505 △476,697

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（△）

1,276,505 △476,697
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,276,505 △476,697

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △414,271 △637,267

繰延ヘッジ損益 △876 △938

その他の包括利益合計 △415,148 △638,206

四半期包括利益 861,357 △1,114,903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 861,357 △1,114,903

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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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 7,754,972 817,304 309,012 8,881,288 － 8,881,288

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

2,867 1,800 913,763 918,430 △918,430 －

計 7,757,839 819,104 1,222,775 9,799,719 △918,430 8,881,288

セグメント利益 1,631,799 522,961 93,346 2,248,106 △883,647 1,364,459

　(注) １．セグメント利益の調整額△883,647千円には、セグメント間取引消去2,639千円及び各報告セグメントに

　 配分していない全社費用△886,286千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：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 9,287,666 708,868 292,390 10,288,925 － 10,288,925

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

4,046 1,800 1,331,952 1,337,798 △1,337,798 －

計 9,291,713 710,668 1,624,342 11,626,724 △1,337,798 10,288,925

セグメント利益 1,484,446 478,099 116,786 2,079,332 △938,262 1,141,070

(注) １．セグメント利益の調整額△938,262千円には、セグメント間取引消去△8,562千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△929,699千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

「総合レジャー事業」セグメントにおいて、当社の所有する船橋オートレース場の諸資産に関して、工作物等を収

去のうえ、土地所有者に明け渡すことで合意に達しました。これに伴い、当第２四半期連結累計期間に固定資産の

減損損失1,356,662千円を計上しております。
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