
 

 

 

 

 

 

 

ハウステンボス株式会社（本社：長崎県佐世保市）

の連結業績

 

【 平成２９

（平成２

                                       

ハウステンボスグルー

売上総利益

販売費および一般管理費

 

＊ ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社

エイチ・テイ・ビイ観光株式会社、

ーズパナマ

＊ 営業外収益に為替評価益を１，７３９百万円計上しています。

＊ 簡易的な連結処理をしています。

 

【 平成２９

（平成２８

・ 入場者数

・ 内

・ 宿泊者数

                                       

ハウステンボス

売上総利益

販売費および一般管理費

 

＊ 営業外収益に為替評価益を１，３８０百万円計上しています。

 

NEWS

ハウステンボス株式会社（本社：長崎県佐世保市）

業績は以下の通りとなりました。

平成２９年９月期第１

（平成２８年１０月１日

                                       

ハウステンボスグルー

取扱高 

売上原価 

売上総利益 

販売費および一般管理費

営業利益 

経常利益 

ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社

エイチ・テイ・ビイ観光株式会社、

ーズパナマ SA の７

営業外収益に為替評価益を１，７３９百万円計上しています。

簡易的な連結処理をしています。

平成２９年９月期第１

（平成２８年１０月１日

入場者数   

内 海外客数

宿泊者数     

                                       

ハウステンボス（単独

取扱高 

売上原価 

売上総利益 

販売費および一般管理費

営業利益 

経常利益 

営業外収益に為替評価益を１，３８０百万円計上しています。

NEWS RELEASE

平成２９年９月期第１四半期の業績について

ハウステンボス株式会社（本社：長崎県佐世保市）

の通りとなりました。

年９月期第１四半期のグループ連結業績

年１０月１日 ― 平成２

                                       

ハウステンボスグループ 平成 2

 

販売費および一般管理費 

ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社

エイチ・テイ・ビイ観光株式会社、

の７社計。 

営業外収益に為替評価益を１，７３９百万円計上しています。

簡易的な連結処理をしています。

年９月期第１四半期

年１０月１日 ― 平成２８

     ７８９

海外客数   ３５

     ８０８

                                       

単独） 平成 2

 

販売費および一般管理費 

営業外収益に為替評価益を１，３８０百万円計上しています。

RELEASE

ハウステンボスグループ

平成２９年９月期第１四半期の業績について

ハウステンボス株式会社（本社：長崎県佐世保市）

の通りとなりました。 

四半期のグループ連結業績

平成２８年１２月３１日）

                                       

27 年 10 月～平成

ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社

エイチ・テイ・ビイ観光株式会社、HTB

 

営業外収益に為替評価益を１，７３９百万円計上しています。

簡易的な連結処理をしています。 

四半期のハウステンボス株式会社（単独）業績

平成２８年１２月３１

７８９千人（前期比

３５３百人（前期比

８０８百人（前期比

                                       

27 年 10 月～平成

営業外収益に為替評価益を１，３８０百万円計上しています。

RELEASE

ハウステンボスグループ

平成２９年９月期第１四半期の業績について

- 1 - 

ハウステンボス株式会社（本社：長崎県佐世保市）と

四半期のグループ連結業績 

年１２月３１日）

                                       

平成 27 年 12 月 

9,117 

2,214 

6,903 

4,372 

2,530 

2,746 

ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社

HTB エナジー株式会社、

営業外収益に為替評価益を１，７３９百万円計上しています。

のハウステンボス株式会社（単独）業績

年１２月３１日）

千人（前期比 ９７．０

人（前期比 ７１．７

人（前期比 ９６．６

                                       

平成 27 年 12 月 

7,888 

1,812 

6,075 

3,520 

2,556 

2,717 

営業外収益に為替評価益を１，３８０百万円計上しています。

RELEASE 

ハウステンボスグループ

平成２９年９月期第１四半期の業績について

とグループ会社

 】 

年１２月３１日）         

                                       

平成 28 年 10

ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社

エナジー株式会社、HTB

営業外収益に為替評価益を１，７３９百万円計上しています。 

のハウステンボス株式会社（単独）業績

日） 

９７．０％） 

７１．７％） 

９６．６％） 

                                       

平成 28 年 10

営業外収益に為替評価益を１，３８０百万円計上しています。 

ハウステンボスグループ

平成２９年９月期第１四半期の業績について

会社の平成２９

          

                                       

10 月～平成 28 年

9,360

2,682

6,678

4,413

2,265

4,187

ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社

HTB クルーズ株式会社、テンボスクル

 

のハウステンボス株式会社（単独）業績 】 

 

 

 

                                       

10 月～平成 28 年

7,523

1,755

5,768

3,545

2,223

3,794

 

ハウステンボスグループ 

平成２９年９月期第１四半期の業績について

平成２９年９月期第１

                                       単位：百万円

年 12 月 差異

9,360 243

2,682 468

6,678 -225

4,413 

2,265 -266

4,187 1,442

ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社

クルーズ株式会社、テンボスクル

 

                                       単位：百万円

年 12 月 差異

7,523 -365

1,755 -

5,768 -307

3,545 

2,223 -332

3,794 1,077

平成２９年９月期第１四半期の業績について 

平成２９年２月２４日

第１四半期    

単位：百万円 

差異 前年比 

243 102.7%

468 121.1%

225 96.7%

41 100.9%

266 89.5%

1,442 152.5%

ハウステンボス株式会社、株式会社ラグーナテンボス、ハウステンボス技術センター株式会社 

クルーズ株式会社、テンボスクル

単位：百万円 

差異 前年比 

365 95.4% 

-57 96.8% 

307 94.9% 

25 100.7% 

332 87.0% 

1,077 139.6% 

広報－３６ 

平成２９年２月２４日 

    

  

 

102.7% 

121.1% 

96.7% 

100.9% 

89.5% 

152.5% 
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 今期３月に開業２５周年を迎えるにあたり、「花の王国」「光の王国」「音楽とショーの王国」「ゲーム

の王国」「健康と美の王国」の５つのイベント展開軸するとともに、第６の王国「ロボットの王国」を

オープンし３世代でお楽しみいただけるオンリーワン・ナンバーワンのコンテンツを展開しハウステン

ボスの体験価値の向上に注力しました。 

 

 １０月には、1 日から国内唯一の世界大会となる「世界フラワーガーデンショー」が開幕し、世界的

なデザイナーの作品を一堂に展示。また、スリラーシティを中心に「絶叫！ハロウィーン」を展開。 

ＡＲ（拡張現実）「サモナーバトル」やＶＲ（仮想現実）「ＶＲホラーハウス」といった新施設に加え、

脱出ゲーム「狂気なピエロに狙われる～ミッションクリア～」や「ウォリー仮装ギネス挑戦イベント」

など、ハロウィーン期間中に体験型イベントを充実させ、多くお客様にご来場いただきました。 

 全国の夜景鑑賞士に４年連続日本一の評価を受けた世界最大１３００万球「光の王国」は、例年より

一足早い１０月２９日にスタート。今年初登場の３メートルの炎を吐く「光のドラゴンロボット」や 

ハウステンボス歌劇団が披露する「光の運河水上ショー」をはじめ、昨年来の日本一６６ｍの「光の滝」

や「光のバンジージャンプ」など、オンリーワン、ナンバーワンの光の世界をご堪能いただいています。 

 １１月には、「秋バラ」や「九州ｖｓ北海道グルメスイーツフェス」などを開催。１７日には、 

「変なホテル」が“初めてロボットがスタッフとして働いたホテル”としてギネス世界記録に認定され、

開業から継続して注目いただくコンテンツとして定着。 

 １２月には２３日～２５日のクリスマス期間が３連休と重なり、１９９２年の開業以来で過去最高の

約７万人のお客様をお迎えしました。また、大晦日のカウントダウンスペシャルライブや花火大会を 

開催し、例年通り多くご来場いただきました。 

 

上記取り組みの結果、２０１６年４月の熊本地震直後と比べ、緩やかな経済回復はみられたものの、 

団体観光客や訪日外国人の集客が低調に推移し、前年同期比９７％の７８９千人とほぼ昨年と同水準と

なりました。取扱高は７，５２３百万円と同９５．４％と減収となりました。営業利益は同８７．０％

の２，２２３百万円。経常利益は為替評価益１，３８０百万円を計上し、同１３９．６％の３，７９４

百万円となりました。 

尚、前期より子会社のＨＴＢ エナジーが電力小売事業への本格的に事業展開しております。親会社の 

ハウステンボス株式会社もテーマパーク事業の充実化を図るとともに、ハウステンボスグループ全体で

も事業基盤の強化を図ります。当エネルギー事業は当期におけるグループ連結業績の向上に大きく寄与

するものと考えております。 

 

【ハウステンボス株式会社（単独） 平成２９年９月期通期業績見通しについて】 

・ 入場者数       ３１８万人  （ 前期比 １１０％ ） 

・ 売上高（取扱高）  ３１４億円     （ 前期比 １１０％ ） 

・ 営業利益       ８７億円       （ 前期比 １１５％ ） 

＊第１四半期の業績を反映し期首発表時から修正しております。 

《ニュースリリースについてのお問い合わせ先》 
ハウステンボス株式会社 経営企画室 高田・中野裕子 
ＴＥＬ ０９５６－２７－０１３８ ＦＡＸ ０９５６－２７－００２５ 

http://www.huistenbosch.co.jp 
 


