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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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連結損益計算書（前年比）

2018年度決算概要

当年度 前年度
増減

2018/4～2019/3 2017/4～2018/3

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 21,957 100.0 20,921 100.0 1,035 5.0

総合レジャー事業 20,179 91.9 18,906 90.4 1,273 6.7

不動産事業 1,182 5.4 1,305 6.2 ▲122 ▲9.4

ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ事業 3,695 16.8 3,421 16.4 273 8.0

セグメント間消去 ▲3,099 ▲14.1 ▲2,711 ▲13.0 ▲388 ─

営業利益 3,263 14.9 2,315 11.1 947 40.9

営業外収益 314 1.4 301 1.4 13 4.6

営業外費用 40 0.2 48 0.2 ▲8 ▲17.5

経常利益 3,537 16.1 2,568 12.3 969 37.7

特別利益 85 0.4 1,454 6.9 ▲1,369 ▲94.1

特別損失 271 1.2 210 1.0 60 28.8

税金等調整前当期
純利益

3,352 15.3 3,812 18.2 ▲460 ▲12.1

親会社株主に帰属
する当期純利益

2,338 10.7 2,623 12.5 ▲284 ▲10.8
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増減の主な理由

売上高 ＋1,035百万円
（総合レジャー事業）

・遊園地部門は、遊戯機を中心とした遊園地エリアは、冬季
のイルミネーションイベント「ジュエルミネーション」が前
年度を上回る集客となり、年間の入場者数も前年度を上回る
結果となりました。また、記録的な猛暑により、夏季のプー
ルＷＡＩは開業以来最高の入場者を記録しました。

・公営競技部門では、地方競馬の勝馬投票券の購入額に相当
する売上高が過去最高となったことなどにより、川崎競馬場、
船橋競馬場ともに売上に連動する賃貸料は増えました。

（不動産事業）

・静岡よみうりカントリークラブに隣接した販売用宅地の分
譲が前年度で終了したことにより、減収となりました。

（サポートサービス事業）

・連結内部工事の増加などに伴い、増収となりました。

営業利益 ＋947百万円

・総合レジャー事業等の売上高増加及び減価償却費等の営業
費用減少により、増益となりました。

特別利益 ▲1,369百万円

・2017年4月に遊園地隣接の介護老人保健施設と特別養護老
人ホームの敷地を売却したことで、前年度に売却益を計上し
ましたが、今年度は計上がないため減益となりました。



業績推移

2018年度決算概要

(単位：百万円)
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次期見込みのポイント

○売上高 前年度比6.3%増 233億円

（主な増収要因）
総合レジャー事業におきましては、遊園地部門での各種施
策による入場者増と引き続き好調な公営競技部門の賃貸料
の増加により、前年度比7.1%の増収を見込んでおります。
また、サポートサービス事業におきましては、グループ内
部の工事の増加により、同41.8％の増収を見込んでおり
ます。

○営業利益 前年度比29.6％増 42億3千万円

○経常利益 前年度比27.2％増 45億円

○親会社株主に帰属する当期純利益
前年度比30.4%増 30億5千万円

なお、2019年２月に開示いたしました当社成長戦略
「飛躍」に基づき、船橋競馬場では2020年3月期以降5年
間にわたり観覧スタンドの全面的な建て替えが予定されて
おります。建て替えの対象となる既存の固定資産の帳簿価
額は2019年3月期末時点で約15億円であり、当該固定資
産の耐用年数は、今後詳細な工事内容の決定によって短縮
される見込みです。そのため上記数値は今後のスタンド建
て替えスケジュールによって大きく変動する可能性があり
ます。



セグメント別売上高推移

2018年度決算概要

(単位：百万円)
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※セグメント間取引の調整前の数字を記載しております。



総合レジャー事業の部門別売上高推移

2018年度決算概要

(単位：百万円)
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※セグメント間取引の調整前の数字を記載しております。
※販売部門の収入は、各部門における販売収入であります。
※その他は、各部門において主な営業行為に付随して発生した雑収入であります。

16,470百万円 19,034百万円 18,906百万円 20,179百万円 21,611百万円



総合レジャー事業の利用者数推移

2018年度決算概要
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連結キャッシュフロー計算書

2018年度決算概要
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増減の主な理由

営業ＣＦ ＋4,918百万円

・税金等調整前当期純利益 3,352百万円
・減価償却費 3,321百万円
・売上債権の増減額（▲は増加） ▲697百万円
・法人税等の支払額 ▲1,096百万円

投資ＣＦ ▲2,429百万円

・固定資産の取得による支出 ▲2,494百万円

財務ＣＦ ▲2,577百万円

・長期借入金の返済による支出 ▲2,103百万円
・配当金の支払額 ▲384百万円

(単位：百万円)



連結貸借対照表（前年度末比）

2018年度決算概要

2018年度末 2017年度末 増減 2018年度末 2017年度末 増減

現金及び預金 5,533 5,621 ▲87営業未払金 880 640 240

受取手形及び
売掛金

2,735 2,037 697短期借入金 1,070 1,070 ─

たな卸資産 64 73 ▲81年内返済予定
の長期借入金 2,103 2,103 ─

その他 243 224 18未払法人税等 804 818 ▲13

貸倒引当金 ▲1 ▲0 ▲1賞与引当金 134 131 3

その他 1,642 1,463 179

流動資産 8,575 7,956 619流動負債 6,636 6,226 409

有形固定資産 47,158 47,787 ▲629長期借入金 4,548 6,651 ▲2,103

無形固定資産 70 61 8繰延税金負債 2,008 2,379 ▲371

投資その他の
資産

11,616 12,744 ▲1,127
退職給付に
係る負債

553 520 33

長期預り金 24,061 24,307 ▲246

その他 487 563 ▲75

固定負債 31,659 34,422 ▲2,763

負債合計 38,295 40,649 ▲2,353

株主資本 25,595 23,643 1,951

その他の包括
利益累計額

3,529 4,256 ▲727

固定資産 58,845 60,593 ▲1,748純資産合計 29,124 27,900 1,224

資産合計 67,420 68,549 ▲1,129負債純資産合計 67,420 68,549 ▲1,129

増減の主な理由

受取手形及び売掛金 ＋697百万円

年度末に計上する売上高が増加したことに
伴い、売掛金が増加いたしました。

投資その他の資産 ▲1,127百万円

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 ▲2,103百万円

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 ＋1,951百万円

当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 ▲727百万円

保有する日本テレビ放送網株式の時価下落
等による含み益の減少等で減少いたしまし
た。
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(単位：百万円)



株式会社よみうりランドは、1949年に株式会社川崎競馬倶楽部として設立以来、すべての世代が心から楽しめる遊びを追い求めてきました。そして
今年、創業70周年。総合レジャー企業として、皆様の人生をもっと豊かにする遊びを届けたいという決意を胸に、企業スローガン「遊びを、まん中に。」を
策定しました。次の10年、そしてその先も遊びとまじめに向き合い、人生の豊かさを広げ続けていきたいと思います。
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企業スローガン制定

公式サイト https://yomiuriland.co.jp/company/slogan/



2019年6月29日(土)より、プールWAI(Water Amusement Island)をオープンいたします。「WAI」とはフィジー語で「水」を意味し、澄みきった
「水」がおすすめの5つのプールとスリル満点の3種類のスライダーで東京にいながら南国気分を満喫することができます。お子様に大人気のアンパンマンとそ
の仲間たちがこどもプール周辺をジャックする「それいけ！アンパンマンプール」がオープンいたします。
今シーズンも7月13日(土)から9月8日(日)の特定日にナイトプールを開催いたします。昨年の大好評を受け、営業エリアを拡張し、今年から流れる
プールもお楽しみいただけます。
◇営業期間 6月29日(土)～9月16日(月祝) ◇時 間 10：00～17：00、9：00～21：00 など
◇料 金 [プール入場料]おとな(18歳～64歳)3,200円、中高生2,500円、3歳～小学生2,100円、シルバー(65歳以上) 2,000円

その他、プール付ワンデーパス、シーズンパス、ナイトプール入場料などあり
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遊園地事業トピックス

プールWAI 6/29(土)OPEN！
ナイトプールはエリアを拡張し、7/13(土)START！

公式サイト http://www.yomiuriland.com/wai/

全景 ナイトプールそれいけ！アンパンマンプール
(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV



6月1日(土)より、よみうりランド聖地公園にて、第11回ほたる観賞会
「ほたる・ねぶたの宵」を開催いたします。
近年あまり見ることができなくなったほたるの姿を取り戻すため、2009
年から聖地公園の環境づくりを行い、ほたるの飼育を行っています。今年
もほたるの光とは対照的な迫力満点の「青森ねぶた」展示を行います。
見どころは、幅7ｍ×奥行5ｍ×高さ2.5ｍの一番大きなねぶた「降臨
鹿島大明神」です。

◇開催期間 6月1日(土)～6月23日(日)の金土日および
6月29日(土)から7月1日(月)の14日間

◇開催時間 18：00～21：00(ほたる観賞は19：30～)
◇料 金 高校生以上 500円(中学生以下無料)
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遊園地事業トピックス

第11回 ほたる観賞会 ほたる・ねぶたの宵
～幻想的な蛍の光と大迫力ねぶたの共演！～

ほたる・ねぶたの宵
イメージ

お化け屋敷イメージ西遊記～天竺への道～

遊園地夏のイベント

スプラッシュバンデット＆夏限定お化け屋敷

7月13日(土)より、遊園地でも涼しく遊べるイベントを開催いたしま
す。毎年大好評のよみうりランド人気No.1コースター「バンデット」の夏
限定バージョン、「スプラッシュバンデット」が限定走行いたします。今年
も大量の水でずぶ濡れになって、暑さを吹き飛ばしましょう。お化け屋
敷では、アクターが登場し、暑い夏にぴったりの恐怖を感じられる夏限
定ストーリーで展開いたします。

◇開催期間 7月13日(土)～9月8日(日)
◇開催時間 遊園地開園時間に開催
◇料 金 スプラッシュバンデット 1回900円

お化け屋敷 1回300円
※別途入園料が必要

スプラッシュバンデット
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船橋競馬場

船橋競馬場 大規模改修

今年2月に発表した成長戦略「飛躍」に基づき、船橋競馬場
において観覧スタンドの全面的な建て替えや入場口新設などの
改修計画を策定いたしました。観覧スタンドを全面的に建て替
え、耐震を強化することにより快適かつ安心して観戦できるよ
うにいたします。（見込投資額 約１００億円）
◇今後の日程(予定)
2019年度 設計および施工準備期間
2020年度～2023 年度 実施工期間（解体撤去を含む）
2023年度末 完成予定

公営競技事業トピックス

スタンドイメージ

地方競馬の重賞競走「かしわ記念」が開催されました。来場
者は1万6千人を越え、１R当たりの売得金額は15億6700万円、
1日の総売得金は29億4900万円となり、売得金額ともにレコー
ドを更新しました。今年はルメール騎手騎乗のゴールドドリー
ムが勝利しました。

◇開催日 5月6日(月振) ※開催済み

第31回かしわ記念競走の様子

第31回かしわ記念競走（JpnI）開催



川崎競馬場

公営競技事業トピックス

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を初開催いた
します。

◇開催期間 4月27日(土)・28日(日)
※開催済み

◇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

今回で10回目の開催となるキャンピングカーの展示即売会。

◇開催期間 4月20日(土)・21日(日)
※開催済み

◇開催時間 10：00～17：00
◇開催場所 内馬場駐車場
◇料 金 入場無料

神奈川キャンピングカーフェア

13

今回で3回目となるドリームビジョンを使用した無料野外映
画上映会。

◇開 催 日 7月27日(土)
◇上映時間 18：30～20：30

◇開催場所 内馬場芝生広場
◇料 金 入場無料

ねぶくろシネマ

今回で4回目の開催となる生ビールやハイボールなどが100
円で購入できるグルメイベント。乾きもの選手権を同時開催い
たします。

◇開催期間 5月17日(金)～19日(日)
◇開催時間 10：00～16：00

※17日のみ14：20～20：30
◇開催場所 内馬場芝生広場
◇料 金 入場無料

100円ビールフェス関東 in Kawasaki
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よみうりゴルフ倶楽部

ゴルフ事業トピックス

「ほたる・ねぶたの宵」よみうりゴルフ倶楽部 特別ディナー2019

よみうりランド聖地公園にて開催される「ほたる・ねぶたの宵」に合わせて、毎年ご好評いただいております特別ディナーを今年も開催いたします。よみうり
ゴルフ倶楽部レストランのシェフが、このディナーのためだけに考案した特別メニューをお楽しみいただけます。

コース料理

◇開催日

6月7日(金)・9日(日)・14日(金)・16日(日)

・21日(金)・23(日)

◇時間

18:00～ ※完全予約制 1日40名様限定

◇料金

おひとり様6,500円 お子様メニュー1,600円

◇特典

「ほたる・ねぶたの宵」優先観賞券付き


