
2021年３月期
第１四半期決算説明資料

株式会社よみうりランド
（証券コード：9671）

2020年7月29日

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１四半期連結損益計算書（前年同期比）

2020年度第１四半期決算の概要

当期 前期
増減

2020/4～2020/6 2019/4～2019/6

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 3,091 100.0 5,127 100.0 ▲2,035 ▲39.7

総合レジャー事業 2,659 86.0 4,731 92.3 ▲2,072 ▲43.8

不動産事業 297 9.6 298 5.8 ▲0 ▲0.2

ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ事業 673 21.8 741 14.5 ▲67 ▲9.2

セグメント間消去 ▲538 ▲17.4 ▲643 ▲12.6 105 ─

営業利益 512 16.5 756 14.8 ▲244 ▲32.3

営業外収益 163 5.3 162 3.2 0 0.6

営業外費用 10 0.3 8 0.2 1 19.0

経常利益 665 21.5 910 17.8 ▲245 ▲26.9

特別利益 ― ― 0 0.0 ▲0 ─

特別損失 880 28.6 26 0.5 854 ―

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(▲) ▲215 ▲7.0 884 17.3 ▲1,099 ―

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(▲)

▲140 ▲4.6 613 12.0 ▲753 ―
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増減の主な理由

売上高 ▲2,035百万円

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休業や予
約キャンセルなどにより、総合レジャー各施設にお
いて入場者数が大幅に減少し、減収となりました。

（総合レジャー事業）
・公営競技部門では、川崎競馬場、船橋競馬場とも
２月より場外発売が中止となり、本場開催も無観客
での開催となりましたが、5月に船橋競馬場で行わ
れた「かしわ記念」で過去最高の勝馬投票券を更新
するなど、引き続き好調なインターネット投票に支
えられ、増収となりました。

・遊園地部門では、遊園地が６月15日まで76日間臨時
休業となったことで入場者数は減少し、減収となり
ました。

・ゴルフ部門では、東京よみうりカントリークラブと
よみうりゴルフ倶楽部が４月17日から31日間臨時休
業となったことで入場者数は減少し、減収となりま
した。

・販売部門では各施設の臨時休業などにより入場者数
は減少し、減収となりました。

（不動産事業）

・前年同期並みに推移しました。

（サポートサービス事業）

・連結内部工事の減少に伴い、減収となりました。

特別損失 +854百万円

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休業期間
中に発生した固定費(減価償却費・人件費等)を臨時
休業による損失として692百万円計上したことによ
り、増加しました。
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セグメント別売上高推移（第１四半期連結累計期間）

2020年度第１四半期決算の概要

(単位：百万円)
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第１四半期（４月～６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１四半期連結貸借対照表（前年度末比）

2020年度第１四半期決算の概要

2020年
第１四半期末

前年度末 増減
2020年

第１四半期末
前年度末 増減

現金及び預金 5,154 2,468 2,685営業未払金 336 962 ▲625

受取手形及び
売掛金

1,295 3,262 ▲1,966短期借入金 4,270 2,270 2,000

たな卸資産 90 85 41年内返済予定の長期借入金 2,098 2,103 ▲4

その他 552 749 ▲197未払法人税等 615 703 ▲88

賞与引当金 37 145 ▲107

その他 2,016 3,214 ▲1,197

流動資産 7,092 6,567 525流動負債 9,374 9,398 ▲24

有形固定資産 50,694 50,855 ▲161長期借入金 3,424 2,444 979

無形固定資産 215 221 ▲6繰延税金負債 793 868 ▲75

投資その他の
資産

8,631 8,639 ▲8
退職給付に
係る負債

585 627 ▲42

長期預り金 23,678 23,749 ▲71

その他 376 404 ▲28

固定負債 28,856 28,095 761

負債合計 38,231 37,493 737

株主資本 26,994 27,327 ▲333

その他の包括
利益累計額

1,407 1,462 ▲54

固定資産 59,540 59,715 ▲175純資産合計 28,401 28,789 ▲387

資産合計 66,632 66,283 349負債純資産合計 66,632 66,283 349

増減の主な理由

現金及び預金 +2,685百万円

前年度末に計上した売掛金が入金されたこ
とや、運転資金を調達したこと等により、
増加しました。

受取手形及び売掛金 ▲1,966百万円

前年度末に計上した売掛金が入金されたこ
と等により、減少しました。

短期借入金 +2,000百万円

運転資金を調達したことにより、増加しま
した。

流動負債 その他 ▲1,197百万円

未払固定資産の減少等により、減少しまし
た。
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(単位：百万円)
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今シーズンは、インターネットでの日付指定の前売り販売で入場人数
を制限するなど、混雑を避け、新型コロナウイルス感染拡大防止の万全
な対策に取り組み営業しております。プールサイドに日本初の出店となる
「スターバックス」がオープンいたしました。
また、8月1日(土)から9月6日(日)の間は、計32日にわたりナイトプー

ルを開催いたします。

◇開催期間 2020年7月18日(土)～9月13日(日) 計58日間
◇開催時間 9：00～21：00、10：00～17：00 など
◇料 金 [プール入場料]

おとな(18歳～64歳) 3,300円 中高生2,600円
3歳～小学生・シニア(65歳以上)2,200円

遊園地事業トピックス

よみうりランド プールWAI 
7/18(土)～9/13(日)オープン

新アトラクション「シーチキンGO！」
7/18(土)オープン

はごろもフーズ社の話題の宣伝カー「シーチキン号」をモチーフにした新
アトラクション「シーチキンGO！」が7月18日(土)にオープンいたしました。

14台の搬器が空中をくるくると回転するアトラクションで、上昇したり下
降したり、手元のレバーを操作して楽しむことができます。目が光り輝く、
夜のシーチキンGO！にも注目です。

◇O P E N 2020年7月18日(土)
◇乗車人数 28人(2人×14台)
◇利用料金 1人1回400円 ※別途入園料 ※各種パス利用可
◇所要時間 約2分
◇利用制限 90cm以上

※120cm未満の方は中学生以上の付き添いが必要

※「シーチキンGO！」は、はごろもフーズ株式会社の協賛アトラクションです。
※「シーチキン」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

プール営業の様子 スターバックス外観 シーチキンGO！

公式サイト https://www.yomiuriland.com/wai/
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シーチキンGO！搬器



2019年2月に打ち出した成長戦略「飛躍」の一事業として、2020年秋、東京都町田市に源泉かけ流し天然温泉の日帰り温浴施設を
リニューアルオープンいたします。京王電鉄が所有する豊富な湧出量や泉質の良さが人気だった施設を新たに借り受け、東京都
稲城市内で2館の温浴施設を運営している実績を活かし、リニューアルいたします。
多摩丘陵の自然豊かな落ち着いた環境の中で、緑あふれる景観と源泉かけ流しのお湯を楽しんでいただける憩いの場を目指し、

地域の皆様に楽しみと安らぎを提供してまいります。
【施設概要】
◇開 業 日 2020年秋(予定)                                                        ◇所 在 地 東京都町田市小山ヶ丘1-11-5
◇交 通 京王相模原線多摩境駅より徒歩約20分 ◇駐車場台数 約200台
◇土地面積 10,067㎡ ◇延べ床面積 2,470㎡(地上2階地下1階)
◇風呂詳細 男女それぞれ５種類の屋内風呂、２種類のサウナ、露天風呂
※施設名称、営業時間、定休日、入館料などは決定次第改めてご案内いたします。
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健康関連事業トピックス

東京・町田の日帰り源泉かけ流し天然温泉
2020年秋リニューアルオープン

外観 内風呂リニューアルの様子 露天風呂リニューアルの様子


