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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。
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第３四半期連結損益計算書（前年同期比）

2019年度第３四半期決算の概要

当期 前期
増減

2019/4～2019/12 2018/4～2018/12

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率

(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

売上高 15,998 100.0 15,518 100.0 479 3.1

総合レジャー事業 14,765 92.3 14,193 91.5 572 4.0

不動産事業 888 5.6 889 5.7 ▲1 ▲0.1

ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ事業 3,591 22.5 2,335 15.1 1,255 53.8

セグメント間消去 ▲3,247 ▲20.3 ▲1,899 ▲12.2 ▲1,347 ─

営業利益 1,962 12.3 1,654 10.6 308 18.6

営業外収益 260 1.6 288 1.9 ▲28 ▲9.8

営業外費用 25 0.2 30 0.2 ▲5 ▲16.9

経常利益 2,197 13.7 1,912 12.3 285 14.9

特別利益 0 0.0 41 0.3 ▲41 ▲98.9

特別損失 114 0.7 144 0.9 ▲29 ▲20.7

税金等調整前四半期
純利益

2,082 13.0 1,808 11.7 273 15.1

親会社株主に帰属
する四半期純利益

1,436 9.0 1,272 8.2 163 12.8

2

増減の主な理由

売上高 ＋479百万円

・公営競技部門の好調により増収となりました。

（総合レジャー事業）

・公営競技部門では、川崎競馬の本場開催日数は前年同四半
期比１日増、船橋競馬は前年同日数となりました。引き続き
地方競馬の好調を受けて、両場とも勝馬投票券の購入額に相
当する売上高は前年同四半期を上回り、増収となりました。

・ゴルフ部門では、９月の台風15号や10月の台風19号と台風
21号がもたらした大雨の影響を受け、千葉よみうりカント
リークラブが10日間クローズし、その他のゴルフ場でもク
ローズがあったことなどにより、入場者数が減少し、減収と
なりました。

・遊園地部門は、昨年記録的な猛暑により、夏季のプールＷ
ＡＩで開業以来最高の入場者数を記録しましたが、今年は６
月から７月にかけての天候不順や、９月から10月にかけての
台風の影響などにより、プールＷＡＩ、遊園地エリアともに
入場者数は減少し、減収となりました。

（不動産事業）

・前年同四半期並みに推移しました。

（サポートサービス事業）

・グループ内の受注工事の増加に伴い、増収となりました。

営業利益 ＋308百万円

・総合レジャー事業の売上高が増加したことにより、増益と
なりました。
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セグメント別売上高推移（第３四半期連結累計期間）

2019年度第３四半期決算の概要

(単位：百万円)
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第３四半期（４月～12月）

※セグメント間取引の調整前の数字を記載しております。
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第３四半期連結貸借対照表（前年度末比）

2019年度第３四半期決算の概要

2019年
第３四半期末

前年度末 増減
2019年

第３四半期末
前年度末 増減

現金及び預金 3,945 5,533 ▲1,588営業未払金 1,213 880 332

受取手形及び
売掛金

1,421 2,735 ▲1,313短期借入金 1,070 1,070 ─

たな卸資産 120 64 561年内返済予定
の長期借入金 2,103 2,103 ─

その他 435 243 192未払法人税等 143 804 ▲661

貸倒引当金 ─ ▲1 1賞与引当金 36 134 ▲97

その他 1,955 1,642 312

流動資産 5,922 8,575 ▲2,652流動負債 6,521 6,636 ▲114

有形固定資産 48,881 47,158 1,723長期借入金 2,970 4,548 ▲1,577

無形固定資産 67 70 ▲2繰延税金負債 1,600 2,008 ▲408

投資その他の
資産

10,505 11,616 ▲1,111
退職給付に
係る負債

596 553 42

長期預り金 23,864 24,061 ▲196

その他 427 487 ▲60

固定負債 29,460 31,659 ▲2,199

負債合計 35,982 38,295 ▲2,313

株主資本 26,644 25,595 1,049

その他の包括
利益累計額

2,750 3,529 ▲778

固定資産 59,454 58,845 609純資産合計 29,395 29,124 271

資産合計 65,377 67,420 ▲2,042負債純資産合計 65,377 67,420 ▲2,042

増減の主な理由

受取手形及び売掛金 ▲1,313百万円

前年度末に計上した売上が入金されたこと
等により、売掛金が減少いたしました。

投資その他の資産 ▲1,111百万円

保有する日本テレビ放送網株式の時価下落
等により減少いたしました。

長期借入金 ▲1,577百万円

2016年にオープンした「グッジョバ!!」建
設時の借入金返済が順調に進み減少いたし
ました。

株主資本 ＋1,049百万円

四半期純利益の計上等により増加いたしま
した。

その他の包括利益累計額 ▲778百万円

保有する日本テレビ放送網株式の時価下落
による含み益の減少等により減少いたしま
した。
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(単位：百万円)
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2020年3月14日(土) 新感覚フラワーパーク「HANA BIYORI(はなびより)」オープン

日本初！「花」と「デジタル」が融合
幻想的なデジタルアートショー

新規事業トピックス

「HANA BIYORI」は、いろいろな角度から植物
に焦点を当てた、これまでにない新感覚のエンタメフ
ラワーパークです。

毎日花々が咲き誇る約1500㎡の温室では、デジタ
ルアートショーや可愛いしぐさが人気のカワウソの

「HANA BIYORI」完成イメージ

常設施設として日本初！温室が暗転し、プロ
ジェクションマッピングが始まると、花とデ
ジタルアートの
世界に変身し、
驚き溢れる世界
が広がります。

毎日、お花見日和！
いつ来ても感動が味わえる花の庭園

花とデジタルアートの
コラボレーション イメージ

温室内 イメージ

毎日満開の花々が楽しめます。目玉は、関東
最大級の300を超えるフラワーシャンデリア
(吊り花)です。
桜の木に囲まれた
屋外広場は
約20,000本の花々
が咲き誇ります。

◇オープン 2020年3月14日(土)
◇営業時間 9:30～17:00 ※季節により変動あり
◇料 金 大人1,200円 小人600円 ◇総面積 約40,000㎡
◇所在地 東京都稲城市矢野口4015-1(よみうりランド遊園地隣接)

公式サイト https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/

植物園では日本初出店となる
スターバックス

太陽の光がさんさんと降り注ぐ、花と緑に囲
まれた空間に寄り添ったBotanical caféでス
ターバックスの
コーヒーととも
に非日常の体験
を楽しめます。

店舗イメージ

パフォーマンスがご覧いただけます。また、花の香りや彩りを体感す
るワークショップ、沖縄の海を彩る海水魚とサンゴの森が広がる大型
アクアリウムなどエンタメ要素を多数盛り込みました。さらに、植物
園では日本で初めてとなるスターバックスが出店します。日本庭園内
には貴重な文化財が並び、春は桜、初夏はほたる観賞など、一年中、
四季のうつろいを存分に体感できます。
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オープン5年目を迎える2020年春、プロジェクションマッピングやVRなど最先端技術を駆使して、「グッジョバ‼」が進化します。バージョンアップするアトラ
クションはクリエイティブカンパニー“NAKED”が演出するFASHION factory「スピンランウェイ」、最先端のエンターテインメントを追求するVR制作集団
“ハシラス”とコラボレーションするCAR factory「カスタムガレージ」＆BUNGU factory「キャンパスチャレンジ」、ケトラーのいたずら演出を拡張しドタバタ
度がアップするFOOD factory「スプラッシュU.F.O.」です。キャンパスチャレンジでは、ヒット作品を生み続けるリーディングカンパニー“スクウェア・エニック
ス”とコラボレーションしたエクストラステージも誕生します。さらに、CAR factoryの全自動変形自動車「CIRA(サイラ)」は新感覚ライブアクティビティへと
生まれ変わり、巨大ロボットCIRAと楽しくおしゃべりをすることができます。

遊園地事業トピックス
2020年3月6日(金) 遊園地エリア「グッジョバ!!」リニューアルオープン

カスタムガレージは、VR 
ゴーグルをかぶり、タイム
マシンで過去や未来の世界
でテスト走行ができるよう
になります。

キャンパスチャレンジは、
最先端のVRを活用し、製紙工
場にいるような没入感を感
じられる演出を導入します 。

SNS映えを意識し、キューラ
インやコース内を、光・音・
映像で没入感を演出します。
日本初!?アトラクションに乗
りながらスマートフォンでの
撮影が可能になります。

日清焼そば U.F.O. のキャラ
クター「ケトラー」によるい
たずらやお客様が水を発射す
るやかんポイントなど、乗車
中息つく暇がないほどに演出
が楽しめます！

未来コース VR シーン イメージ 紙の裁断工程 イメージ

スパイラルリフト演出 イメージ ケトラーいたずらショット盤 イメージ

CAR factory BUNGU factory

FASHION factory FOOD factory

最新VRで表現する、異空間
でのテスト走行を体験

最新VRなどを導入し、4つの
ゲームをフルモデルチェンジ‼

「NAKED」初の
アトラクション演出

演出150%拡張、
ドタバタ度UP！



春の桜シーズンに夜桜とジュエルミネーションが同時に楽しめる「夜桜ジュエルミネーション」を2020年3月20日(金祝)～2020
年4月5日(日)の期間、開催いたします。世界的照明デザイナー石井幹子氏監修のもと、ジュエルミネーションが“夜桜スペシャル
バージョン”に進化します。180mの桜並木や大観覧車をはじめ、園内各所で桜色をメインにしたライトアップも行います。

◇開催期間 3月20日(金祝)～4月5日(日)
◇時 間 16：00～20：00
◇料 金 ［ナイトパス］おとな(18～64歳)2,500円、3歳～高校生・シニア(65歳以上)1,700円

［ナイト入園］おとな1,500円、中高生800円、小学生・シニア500円 ※小学生未満無料

遊園地事業トピックス
よみうりランド ジュエルミネーション® ～ジュエリー・オリンポス～

春シーズン3/20(金祝)～4/5(日)は“夜桜ジュエルミネーション”開催！

公式サイト https://www.yomiuriland.com/jewellumination/

ジュエルミネーション全景 大迫力噴水ショー 桜並木ライトアップ 昨年の様子
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第６４回船橋記念の馬券売り上げが526,489,400円となり「船
橋記念」のレコードを更新しました。

参考：今までの最高記録
342,173,700円

（第63回：2019年1月16日開催）

川崎競馬場
1/8(水)「船橋記念」が馬券売り上げレコード更新

船橋競馬場

今年で2回目の開催です。沖縄県人会主催による沖縄グルメや
琉球舞踊、ワークショップ、パネル展など沖縄文化に触れられる
イベントがお楽しみいただけます。

◇開催期間 4月11日(土)・12日(日)
◇開催時間 10：00～16：00
◇開催場所 内馬場芝生広場
◇料 金 入場無料

川崎・沖縄オリオン祭

遊園地で開催中のジュエルミネーションをイメージした本格フレ
ンチフルコースがお楽しみいただけます。予約特典として「遊園
地入園券」・「観覧車優先券」をプレゼント。

◇開 催 日 1月25日(土)・2月1日(土)・
8日(土)・15日(土)

◇開催時間 18：00～
◇料 金 7,000円

お子様メニュー：2,000円
※各日先着40名

東京よみうりカントリークラブ

ジュエルミネーション スペシャルディナ―

よみうりゴルフ倶楽部

有名スイーツ店やスタッフおススメのスイーツが食べ放題の
ビュッフェイベント。ゴルフラウンドとともにお楽しみいただけ
る人気イベントです。

◇開催期間 3月27日(金)
◇参加料金 会員：1,000円

ゲスト：1,500円

スイーツフェスタ2020
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公営競技事業トピックス

ゴルフ事業トピックス


