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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 3,488 △8.5 406 △31.6 519 △27.1 338 △24.5
23年3月期第1四半期 3,812 7.6 595 △1.3 712 9.1 448 16.2

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 196百万円 （△0.9％） 23年3月期第1四半期 198百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.29 ―
23年3月期第1四半期 5.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 51,895 17,625 34.0
23年3月期 53,181 17,626 33.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  17,625百万円 23年3月期  17,626百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 7,537 △8.5 901 △38.5 995 △36.6 584 △39.9 7.40
通期 14,795 △3.0 1,442 △27.1 1,564 △26.1 918 △21.8 11.63



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に
ついては、四半期決算短信（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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 83,522,024 株 23年3月期 83,522,024 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 4,532,036 株 23年3月期 4,531,564 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 78,990,228 株 23年3月期1Q 79,967,439 株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災及び原発事

故の影響により、先行きは極めて不透明な状況で推移しました。 

当社グループの関連する業界におきましても、震災の影響による電力不足の問題や消費マイ

ンドの低下など、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社は被災者支援のための募金活動や義援金の寄付、また節電など、

企業の社会的責任に取り組むとともに、売上確保へ向けた積極的な営業展開を図りました。 

公営競技部門の川崎競馬は、前年同期比２日増の 14 日開催されました。震災後、復興支援

競馬として、４月に南関東競馬で最初に再開し、５月からは節電対策を講じナイター競馬を開

催しました。船橋競馬は、震災の影響により４月の本場開催が中止となったため、前年同期比

５日減の 10 日開催されました。５月には、ビッグレース「かしわ記念」と、震災の影響で延

期されていた「ダイオライト記念」が開催されました。船橋オートレースは、震災の影響によ

り４月の本場開催が中止となったため、前年同期比５日減の 12 日開催され、５月にはＧⅠ「黒

潮杯」が行われました。競輪場外車券売場「サテライト船橋」は、前年同期比１日減の 90 日

実施されました。近隣施設が震災の影響で開催を見送るなか、４月１日より稼働し、多くのフ

ァンが来場しました。 

なお、通期の開催日数につきましては、川崎競馬は１日減、船橋競馬は同数、船橋オートレ

ースは１日増の予定です。 

ゴルフ部門の東京よみうりカントリークラブは、復興支援コンペプランやチャリティー大会

などを企画し、積極的に外部営業に取り組みました。よみうりゴルフ倶楽部は、新規に自主コ

ンペを企画したほか、遊園地のイベント「ほたるの宵」と連携したディナーイベントなどを実

施し好評を博しました。しかしながら、両ゴルフ場とも震災の影響などによりキャンセルが増

加したため、入場者は減少しました。静岡よみうりカントリークラブは、新聞折込チラシによ

る各種イベント告知などの営業施策のほか、掛川市民大会を誘致するなど、タイムリーな営業

展開を図った結果、入場者は増加しました。千葉よみうりカントリークラブは、貸切チャリテ

ィコンペの誘致や、来場者へのスクラッチカード配布イベントを実施しましたが、震災の影響

などによりキャンセルが増加したため、入場者は減少しました。 

遊園地部門の遊園地では、４月に新お化け屋敷「闇霊村（やみろうむら）」をオープンしま

した。また、ゴールデンウィークには「ご当地グルメ」イベントとキャラクターショーを実施

し、ゴールデンウィーク期間としては、過去 10 年間で最高の来園者を記録しました。更に、

３年目となるほたる鑑賞イベント「ほたるの宵」は、お客様から大変高い評価を得ました。温

浴施設「丘の湯」は、回数券利用が堅調に推移し、「季乃彩」は、ポイント２倍デーや朝風呂

などのサービスが好評を得ました。ゴルフガーデン（練習場）は、終日打ち放題など各種イベ

ントを実施しました。しかしながら、震災の影響などにより、遊園地部門の各施設とも入場者

は減少しました。 

以上の結果、総合レジャー事業の売上高は、震災の影響による減収に伴い 29 億６千７百万

円（前年同期比 9.8％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３億５千７百万

円（同 3.2％減）、サポートサービス事業の売上高は、船橋競馬場の復旧工事の受注などによ

り４億８千２百万円（同 27.6％増）となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 34 億８千８百万円（前年同期比 8.5％減）、

営業利益は４億６百万円（同 31.6％減）、経常利益は５億１千９百万円（同 27.1％減）、四
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半期純利益は３億３千８百万円（同 24.5％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 23 年５月 13 日発表の数値から変更はございませ

ん。 

 

２．サマリー情報（その他）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。 

 

㈱よみうりランド (9671) 平成24年３月期 第１四半期決算短信

－3－



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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,195,562 5,518,962

受取手形及び売掛金 747,813 725,643

たな卸資産 269,281 282,520

繰延税金資産 177,760 82,007

その他 81,710 140,641

貸倒引当金 △83 △61

流動資産合計 7,472,045 6,749,713

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,754,884 18,395,669

土地 17,876,407 17,877,093

建設仮勘定 231,368 207,850

その他（純額） 818,638 822,751

有形固定資産合計 37,681,298 37,303,364

無形固定資産   

その他 82,947 82,662

無形固定資産合計 82,947 82,662

投資その他の資産   

投資有価証券 7,163,503 6,931,932

繰延税金資産 583,630 583,308

その他 198,549 244,590

投資その他の資産合計 7,945,683 7,759,830

固定資産合計 45,709,929 45,145,857

資産合計 53,181,974 51,895,571

負債の部   

流動負債   

営業未払金 629,425 294,882

短期借入金 3,100,000 3,100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,207,400 1,367,100

未払法人税等 417,762 109,443

賞与引当金 119,005 28,526

災害損失引当金 103,711 25,836

その他 1,327,470 1,332,607

流動負債合計 6,904,776 6,258,396

固定負債   

長期借入金 3,285,600 2,903,900

繰延税金負債 841,292 741,446

退職給付引当金 579,133 604,249

役員退職慰労引当金 108,250 90,524

長期預り金 23,543,263 23,379,902

その他 292,829 291,384

固定負債合計 28,650,369 28,011,406

負債合計 35,555,145 34,269,803
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,053,030 6,053,030

資本剰余金 4,730,627 4,730,627

利益剰余金 7,620,193 7,761,193

自己株式 △1,612,749 △1,612,874

株主資本合計 16,791,102 16,931,976

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 835,726 693,791

その他の包括利益累計額合計 835,726 693,791

純資産合計 17,626,828 17,625,768

負債純資産合計 53,181,974 51,895,571
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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１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,812,957 3,488,766

売上原価 2,799,988 2,681,349

売上総利益 1,012,968 807,416

販売費及び一般管理費 417,891 400,658

営業利益 595,077 406,758

営業外収益   

受取利息 33 67

受取配当金 120,953 117,631

その他 23,606 16,401

営業外収益合計 144,593 134,100

営業外費用   

支払利息 27,117 21,321

その他 7 4

営業外費用合計 27,124 21,326

経常利益 712,545 519,532

特別損失   

固定資産除却損 1,864 10,320

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87,952 －

特別損失合計 89,817 10,320

税金等調整前四半期純利益 622,728 509,211

法人税、住民税及び事業税 218,636 84,870

法人税等調整額 △44,064 85,865

法人税等合計 174,572 170,735

少数株主損益調整前四半期純利益 448,156 338,476

四半期純利益 448,156 338,476
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 448,156 338,476

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △249,919 △141,935

その他の包括利益合計 △249,919 △141,935

四半期包括利益 198,236 196,540

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 198,236 196,540

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

（４）セグメント情報 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６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 3,284,956 369,364 158,636 3,812,957 － 3,812,957

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

3,416 450 219,153 223,020 △223,020 －

計 3,288,373 369,814 377,790 4,035,977 △223,020 3,812,957

セグメント利益 732,921 211,207 26,870 970,999 △375,922 595,077

(注)１ セグメント利益の調整額△375,922千円には、セグメント間取引消去560千円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△376,482千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１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６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 2,964,484 357,415 166,866 3,488,766 － 3,488,766

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

3,008 450 315,221 318,679 △318,679 －

計 2,967,492 357,865 482,087 3,807,445 △318,679 3,488,766

セグメント利益 528,663 204,848 36,533 770,044 △363,286 406,758

(注)１ セグメント利益の調整額△363,286千円には、セグメント間取引消去1,121千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△364,408千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。 

 

（５）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。 
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