
株主各位

第93回定時株主総会招集ご通知における

インターネット開示情報

（法令及び定款に基づくみなし提供事項）

　法令及び当社定款第20条の規定に基づき、第93回定時株主総会招集ご通知
に添付すべき書類のうち、当社ウェブサイト
（http://www.yomiuriland.co.jp/ir/library04.html)に掲載することによ
り当該添付書類から記載を省略した事項は次のとおりとなりますので、ご高覧
賜りますよう、お願い申しあげます。

⑴　第93期連結計算書類の連結注記表
⑵　第93期計算書類の個別注記表



連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴　連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　　３社
主要な連結子会社の名称

㈱よみうりサポートアンドサービス、よみうりスポーツ㈱、よみうり開発㈱
②　主要な非連結子会社の名称

㈲ワイエル21
（連結の範囲から除いた理由）

㈲ワイエル21は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算
書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しておりま
す。

⑵　持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社（㈲ワイエル21）は、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除
いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がな
いため、持分法の適用範囲から除外しております。

⑶　連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社の決算日はすべて連結決算日と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券

時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法によ
り評価しております（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定しております）。

時価のないもの……移動平均法による原価法により評価しており
ます。

デリバティブ
時価法によっております。

たな卸資産
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）により評価しております。
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産…………
（リース資産を除く）

定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物
(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１
日以降取得した建物附属設備及び構築物につ
いては、定額法によっております。

無形固定資産…………
（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)について
は、社内における利用可能期間(５年)に基づ
く定額法によっております。

リース資産……………所有権移転ファイナンス・リース取引に係る
リース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方
法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係
るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上
しております。

④　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワ
ップについては、特例処理を採用しております。

退職給付に係る負債の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上しております。

完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契
約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完
成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会
計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（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の適
用）

当社は、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）を当
連結会計年度に適用し、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。
この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益は、
それぞれ53,605千円増加しております。

３．追加情報
「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）を当連結会計年度から適用しております。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保資産及び担保付債務

①　担保に供している資産
土地 809,263千円

②　上記に対する債務
１年内返済予定の長期借入金 1,043,396千円
長期借入金 6,825,604千円
計 7,869,000千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 56,824,604千円

⑶　貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と貸出コミットメント
契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 1,500,000千円
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

株式の種類 当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 83,522,024 － － 83,522,024

⑵　配当に関する事項
①　配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成28年６月23日
定時株主総会 普通株式 231,878 3.00 平成28年

３月31日
平成28年
６月24日

平成28年11月９日
取締役会 普通株式 192,222 2.50 平成28年

９月30日
平成28年
12月２日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の

総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月22日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 192,213 2.50 平成29年

３月31日
平成29年
６月23日

６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、一時的な余資の運用につきましては短・中期的な預金等に
限定しております。資金調達につきましては、短期的な運転資金は銀行借入に
より、また、中長期的な設備投資計画に照らして、必要に応じて長期的な設備
資金として主に銀行借入等により調達する方針です。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、新規取引業者の選定に際し
て稟議規程に従い与信管理を厳格に行うなどの他、四半期毎に滞留債権を把握
し回収に努める体制としております。また、投資有価証券は主として株式であ
り、保有する上場株式の時価は経理部にて定期的に把握しております。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入
金は主に設備投資に係る資金調達です。このうち長期借入金の一部については、
支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約毎に
金利スワップ取引を利用してヘッジしております。なお、デリバティブ取引は
経理部が稟議規程及び職務権限規程に従い執行しております。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時
価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額（＊） 時価（＊） 差額

⑴　現金及び預金 4,313,770 4,313,770 －

⑵　受取手形及び売掛金 1,566,469 1,566,469 －

⑶　投資有価証券

その他有価証券 12,255,859 12,255,859 －

⑷　短期借入金 （2,070,000） （2,070,000） －

⑸　長期借入金 （10,179,000） （10,243,262） △64,262

⑹　デリバティブ取引 （4,829） （4,829） －

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

⑴　現金及び預金、並びに⑵　受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっております。

⑶　投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

⑷　短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっております。

⑸　長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定
される利率で割り引いて算定する方法によっております。

⑹　デリバティブ取引
金利スワップ取引で繰延ヘッジ会計によるものは、取引先金融機関から提示された価
格等に基づき算定しております。また、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッ
ジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期
借入金の時価に含めて記載しております。

２．非上場株式及び子会社出資金（連結貸借対照表計上額5,887千円）は、市場価格がなく、か
つ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と
認められるため、「⑶　投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

３．長期預り金（連結貸借対照表計上額24,196,655千円）は、主にゴルフ場の預託金であり、
返済期間を見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融
商品の時価等に関する事項には含めておりません。
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７．賃貸等不動産に関する注記
⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都その他の地域において、賃貸用の野球場、サッカー場等（土地
を含む）を有しております。

⑵　賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価

9,919,022 24,950,773

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づ

く金額であり、その他の物件については一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考
えられる指標を用いて合理的に調整した金額によっております。

８．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 333円65銭
１株当たり当期純利益 46円13銭

９．重要な後発事象に関する注記
当社は、平成29年４月25日付けで下記のとおり、固定資産（土地）を譲渡いたし
ました。

⑴　譲渡の理由
　当社遊園地隣接のよみうりランド花ハウス（特別養護老人ホーム）及びよみ
うりランドケアセンター（介護老人保健施設）に賃貸している土地について、
経営資源の効率的活用及び財務体質の強化を図るため保有資産の見直しを行い、
譲渡することといたしました。

⑵　譲渡資産の内容
資産の内容及び所有地 譲渡価額 現況

よみうりランド花ハウス
川崎市多摩区菅仙谷４丁目6026番11
土地7,611.74㎡

８億３千万円 賃貸用不動産

よみうりランドケアセンター
川崎市多摩区菅仙谷４丁目6022番14他２筆
土地6,881.71㎡

７億９千万円 賃貸用不動産

⑶　譲渡先
　株式会社読売新聞東京本社

⑷　譲渡の時期
　平成29年４月25日
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法により評価して
おります。

その他有価証券
時価のあるもの　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

により評価しております（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定しております)。

時価のないもの　　　　移動平均法による原価法により評価して
おります。

②　デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法によっております。

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）により評価しております。

販売用不動産　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）により評価しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降取得した
建物（建物附属設備を除く）並びに平成
28年４月１日以降取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法によって
おります。

無形固定資産 定額法によっております。
（リース資産を除く） なお、ソフトウエア（自社利用分）につ

いては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。
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リース資産　　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に
係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償
却方法と同一の方法を採用しておりま
す。

所有権移転外ファイナンス・リース取引
に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しております。

⑶　引当金の計上基準
貸倒引当金　　　　　　　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。

賞与引当金　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、支給見込額に基づき計上して
おります。

退職給付引当金　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　へッジ会計の方法　　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております｡なお､

特例処理の要件を満たす金利スワップに
ついては､特例処理を採用しております｡

②　消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜
方式によっております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（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の適
用）

当社は、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）を当
事業年度に適用し、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。
この結果、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益は、それぞれ
55,487千円増加しております。

３．追加情報
「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）を当事業年度から適用しております。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　担保資産及び担保付債務

①　担保に供している資産
土地 809,263千円

②　上記に対する債務
１年内返済予定の長期借入金 1,043,396千円
長期借入金 6,825,604千円
計 7,869,000千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 56,867,571千円

⑶　関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 13,204千円
短期金銭債務 519,058千円
長期金銭債務 18,900千円

⑷　貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と貸出コミットメント
契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 1,500,000千円
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５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
　売上高 8,654千円
　仕入高 2,422,661千円
営業取引以外の取引高 1,067,125千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 6,229,254 407,544 － 6,636,798

(注)　自己株式の数の増加のうち、400,000株は定款の定めに基づき取締役会の決議により実施した市
場取引による取得であり、7,544株は単元未満株式の買取りであります。
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 135,802千円
固定資産除却損 37,060千円
投資有価証券評価損 38,620千円
減損損失 2,822,738千円
資産除去債務 46,730千円
その他 272,449千円

繰延税金資産小計 3,353,401千円
評価性引当額 △2,759,537千円
繰延税金資産合計 593,864千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △15,888千円
特別償却準備金 △202,107千円
固定資産圧縮積立金 △901,097千円
その他有価証券評価差額金 △1,819,426千円

繰延税金負債合計 △2,938,519千円
繰延税金負債の純額 △2,344,655千円
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８．関連当事者との取引に関する注記
⑴　子会社等

種類 会社等の名称 議決権等の
所 有 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社
㈱よみうり
サポート
アンドサービス

直接
100％

施設の建設及び
営繕業務の委託
役員の兼任

仕入高 1,635,039 営業未払金 36,238

営業取引
以外の取引 1,067,045 未払費用 155,088

未払金 67,550

子会社 よみうり
スポーツ㈱

直接
100％

千葉よみうりカ
ントリークラブ
の業務の委託
役員の兼任

仕入高 344,758 未収入金 6,359

子会社 よみうり開発㈱ 直接
100％

静岡よみうりカ
ントリークラブ
の業務の委託
役員の兼任

仕入高 392,858 未収入金 6,844

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1.　価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決

定しております。
2.　取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

⑵　兄弟会社等

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

その他
の関係
会社の
子会社

㈱読売巨人軍
（被所有）
直接

2.6％
野球場等の賃貸
役員の兼任 売上高 585,320

長期預り金
(うち１年以内)

430,000
(－)

売掛金 2,355
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1.　賃貸料は、近隣の取引実勢及び当該施設の設備投資額を勘案して、交渉の上賃貸料金額を決

定しております。
2.　取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 337円87銭
１株当たり当期純利益 43円46銭
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10．重要な後発事象に関する注記
当社は、平成29年４月25日付けで下記のとおり、固定資産（土地）を譲渡いたし
ました。

⑴　譲渡の理由
　当社遊園地隣接のよみうりランド花ハウス（特別養護老人ホーム）及びよみ
うりランドケアセンター（介護老人保健施設）に賃貸している土地について、
経営資源の効率的活用及び財務体質の強化を図るため保有資産の見直しを行い、
譲渡することといたしました。

⑵　譲渡資産の内容
資産の内容及び所有地 譲渡価額 現況

よみうりランド花ハウス
川崎市多摩区菅仙谷４丁目6026番11
土地7,611.74㎡

８億３千万円 賃貸用不動産

よみうりランドケアセンター
川崎市多摩区菅仙谷４丁目6022番14他２筆
土地6,881.71㎡

７億９千万円 賃貸用不動産

⑶　譲渡先
　株式会社読売新聞東京本社

⑷　譲渡の時期
　平成29年４月25日
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