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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２四半期連結損益計算書（前年同期比）

2020年度第２四半期決算の概要

当期 前期
増減

2020/4～2020/9 2019/4～2019/9

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 7,506 100.0 10,547 100.0 ▲3,040 ▲28.8

総合レジャー事業 6,629 88.3 9,713 92.1 ▲3,083 ▲31.8

不動産事業 593 7.9 595 5.6 ▲1 ▲0.2

ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ事業 1,397 18.6 1,783 16.9 ▲386 ▲21.7

セグメント間消去 ▲1,113 ▲14.8 ▲1,544 ▲14.7 431 －

営業利益 960 12.8 1,561 14.8 ▲600 ▲38.4

営業外収益 173 2.3 173 1.7 ▲0 ▲0.2

営業外費用 20 0.3 17 0.2 2 16.3

経常利益 1,114 14.8 1,717 16.3 ▲603 ▲35.1

特別利益 85 1.2 0 0.0 85 －

特別損失 925 12.3 76 0.7 849 －

税金等調整前四半期純利益 274 3.7 1,641 15.6 ▲1,367 ▲83.3

親会社株主に帰属する四半期
純利益 195 2.6 1,135 10.8 ▲940 ▲82.8
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増減の主な理由

売上高 ▲3,040百万円

・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、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）

・公営競技部門の本場開催日数は、川崎競馬が前年同様33日、
船橋競馬は前年比7日減となる25日となりました。２月末
から無観客での開催が続く中、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。

・ゴルフ部門では、東京よみうりカントリークラブとゴルフ
倶楽部は、東京都の感染状況を鑑み約１ヶ月間クローズしま
した。営業再開後もコンペや接待利用の自粛に加え、長梅雨
の影響により入場者数は減少しました。静岡よみうりカント
リークラブ及び千葉よみうりカントリークラブは、インター
ネット予約の強化などにより回復基調となりましたが、期間
を通じた入場者数は減少しました。

・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
なったことや、7月の長梅雨により入場者数が減少し、減収
となりました。また、プールＷＡＩでは、入場人数を制限し
た事前予約制で営業したこと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 ＋849百万円

・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や、船橋競馬場大規模改修
による撤去損を計上したことなどにより、増加しました。
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セグメント別売上高推移（第２四半期連結累計期間）

2020年度第２四半期決算の概要

(単位：百万円)
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第２四半期（４月～９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２四半期連結貸借対照表（前年度末比）

2020年度第２四半期決算の概要

2020年
第２四半期末

前年度末 増減
2020年

第２四半期末
前年度末 増減

現金及び預金 5,348 2,468 2,879営業未払金 332 962 ▲629

受取手形及び
売掛金

1,378 3,262 ▲1,884短期借入金 4,270 2,270 2,000

たな卸資産 96 85 101年内返済予定
の長期借入金 2,093 2,103 ▲9

その他 636 749 ▲112未払法人税等 819 703 116

賞与引当金 147 145 1

その他 2,010 3,214 ▲1,203

流動資産 7,460 6,567 893流動負債 9,672 9,398 274

有形固定資産 50,373 50,855 ▲481長期借入金 2,903 2,444 458

無形固定資産 204 221 ▲16繰延税金負債 739 868 ▲128

投資その他の
資産

8,557 8,639 ▲82
退職給付に
係る負債

609 627 ▲18

長期預り金 23,619 23,749 ▲129

その他 354 404 ▲50

固定負債 28,225 28,095 130

負債合計 37,898 37,493 404

株主資本 27,329 27,327 2

その他の包括
利益累計額

1,368 1,462 ▲94

固定資産 59,135 59,715 ▲580純資産合計 28,697 28,789 ▲91

資産合計 66,596 66,283 312負債純資産合計 66,596 66,283 312

増減の主な理由

現金及び預金 ＋2,879百万円

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 ▲1,884百万円

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 ▲1,203百万円

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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第２四半期連結キャッシュフロー計算書

2020年度第２四半期決算の概要
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増減の主な理由

営業ＣＦ ＋3,826百万円

・税金等調整前当期純利益 274百万円
・減価償却費 1,821百万円
・売上債権の増減額(▲は増加) 1,884百万円

投資ＣＦ ▲3,156百万円

・固定資産の取得による支出 ▲3,109百万円

財務ＣＦ +2,209百万円

・短期借入金の増減額 2,000百万円
・長期借入れによる収入 1,500百万円
・長期借入金の返済による支出 ▲1,051百万円
・配当金の支払額 ▲193百万円

(単位：百万円)
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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®～黄金と誕生石のRESONANCE～開幕！

今年で11回目となる冬の風物詩「よみうりランド ジュエルミネーション®～黄金と誕生石のRESONANCE～」が10月22日(木)
にオープンしました。2020年には名誉都民顕彰も受賞され、世界で活躍する照明デザイナー石井幹子(いしいもとこ)氏が今回選ん
だテーマは「黄金と誕生石のRESONANCE」です。永遠に変わらない美しさを持つ黄金と人々の想いが込められた誕生石が美しく
共鳴し、人々を幸せにし、明日への活力となる美しい世界を演出しています。誕生石と黄金をモチーフにした12エリアも新登場し、
過去最大級の650万球のイルミネーションで園内を彩ります。入園人数の制限も行い、安全に、快適に、イルミネーションがお楽し
みいただけるよう万全な新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じてまいります。

◇開催期間 2020年10月22日(木)～2021年4月4日(日) 計142日間 ※期間中、休園日および非開催日あり
◇開催時間 16：00～20：30など
◇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

©MOTOKO ISHII LIGHTING DESIGN
キービジュアル

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

全景 点灯式の様子
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遊園地事業トピックス

噴水ショー グラン・オブジェ

幅60ｍ高さ15ｍ噴水231本を使った日本屈
指の大迫力噴水ショーを圧倒的な規模で開
催いたします。

地中深くから黄金や宝石が生まれ、空へ
昇っていく様子を表現した、高さ最大25m
の巨大なオブジェです。

ガーネットエリア

マイナスの感情を明るいエネルギーに変える
ガーネットカラーでエントランスにふさわし
いイルミネーションがご覧いただけます。

黄金に輝くアトラクション

ジェットコースター「バンデッ
ト」や大観覧車などのアトラク
ションは永遠に変わらない美し
さを持つ黄金にライトアップさ
れ、より美しく華やかな空間を
創り上げます。

彩雲のプロムナード

全長180mの桜並木を幻想的に
輝かせます。柔らかく優しい輝
きに包まれて、癒しのひと時を
お過ごしいただけます。

今年のジュエルミネーションでは、原点といえる「宝石」をクローズアップし、「ガーネット」「エメラルド」など誰もが憧れる誕生石
をモチーフにした12エリアが新登場しました。今シーズン新たにお目見えする「パッション・ジュエリーカラー」は赤を基調とし、ピンク、
オレンジとそれを引き立てる白色を加えて情熱的なガーネットを表現したイルミネーションです。

12の新エリア

よみうりランド ジュエルミネーション®～黄金と誕生石のRESONANCE～の見どころ
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「HANA BIYORI」初の冬季ライティングイベント「HANAあかり」開催

3月に遊園地の隣にオープンした新感覚フラワーパーク「HANA BIYORI」では、初の冬のライティングイベント「HANAあか

り」を開催しております。「HANAあかり」は、優美にライトアップされた樹木、文化財、そして竹に穴を開けてあかりを灯す

1,300本の竹あかりの柔らかな光に包まれる期間限定のライティングイベントです。見どころは、自然との共生を目指す竹あかり

演出集団「CHIKAKEN(ちかけん)」がプロデュースする竹あかりとライトアップさせた文化財「聖門」が楽しめる「花灯小路(はな

あかりこみち)」です。また、HANA BIYORI館内では、ライトアップされた日本最大級の300鉢を超えるフラワーシャンデリア

もご覧いただけます。他にも1,000本の竹あかりが灯る約500mの散策路や和傘のライトアップと文化財「多宝塔」のコラボレー

ション、空見の丘から一望できる東京の大夜景など見どころが盛りだくさんです。

◇名 称 HANA BIYORI×竹あかり「HANA あかり」(はなあかり)
◇開催期間 2020年10月31日(土)～2021年2月28日(日) ※期間中休園日・非開催日あり ◇開催時間 10:00～20:30 ※最終入園は20:00
◇料 金 ［入園料］ 大人(中学生以上)1,200円 小人(3歳～小学生)600円

［ナイト入園料］ 大人(中学生以上)900円 小学生500円 3歳～未就学児300円

花灯小路 日本最大級のフラワーシャンデリア

遊園地事業トピックス

和傘のライトアップ



2020年10月1日(木)、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「多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり)」が
オープンいたしました。森乃彩は、多摩丘陵の自然豊かな環境で緑に囲まれながら、美肌効果のある源泉かけ流し露天風呂が楽し
める、まるで温泉地のような風情ある温浴施設です。温泉は、古来、海の底に沈んでいた関東平野の海藻を含んで湧出した「黒
湯」で、ミネラル成分による保温・保湿の美肌効果や皮膚疾患などに効果効能が期待されます。運営は「稲城天然温泉 季乃彩(と
きのいろどり)」でもパートナーを組む株式会社楽久屋が行います。豊富な湧出量や泉質の良さ、休憩スペースの充実に加え、食事
やリラクゼーションも楽しめる、新たな“彩”ブランドの誕生です。

◇名称 多摩境天然温泉「森乃彩」 (たまさかいてんねんおんせん「もりのいろどり」) ◇オープン日時 2020年10月1日(木)9：00

◇料金(税込) 入館料 大人：土日祝930円 平日780円 小人(4歳から小学生まで)：土日祝500円 平日450円 ◇pH値 8.34

◇泉質 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性・弱アルカリ性・低温泉) ◇効能 きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症

◇アクセス 京王相模原線「多摩境」駅より徒歩22分または神奈中バス「多摩境通り北」下車徒歩約3分

◇総面積 10,067㎡ 延べ床面積：2,470㎡(地上2階地下1階) ◇所在地 東京都町田市小山ヶ丘1-11-5 ◇問い合わせ 042-860-1026(いーおふろ)
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健康関連事業トピックス

多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり)
東京・町田に2020年10月1日(木)オープン

オープン日の様子 源泉かけ流しの露天風呂 外観



2歳馬のダート№１決定戦。
地方競馬初の、アメリカ競馬
最高峰のレース「ケンタッ
キーダービー」へのステップ
レース。

川崎競馬場

12/16(水)
全日本2歳優駿JpnⅠ

船橋競馬場

8カ月間に渡る無観客競馬か
らの再開。スタンド改修工
事とwithコロナの中、人数
制限をしながら再スタート。

公営競技事業トピックス

12/3(木)～12/6(日)
ゴルフ日本シリーズJTカップ

東京よみうりカントリークラブ

「東京よみうりカントリークラブ」を舞台に、今年も大会が
開催されます。

ゴルフ事業トピックス

昨年までの様子

10/26(月)
人数制限をしながら再スタート
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