
 

 

 

 

 

ハウステンボス株式会社（本社：長崎県佐世保市）

以下の通りとなりました。

 

【 平成２９

（平成２

ハウステンボスグループ

売上総利益

販売費および一般管理費

税金等調整前当期純利益

親会社株主に帰属する

当期純利益

＊ 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、

クルーズパナマ

＊ 簡易的な

 

【 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

税引前当期純利益

当期純利益

 

NEWS

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。

平成２９年９月期

（平成２８年１０月１日

ハウステンボスグループ

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 

税金等調整前当期純利益

親会社株主に帰属する

当期純利益 

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、

クルーズパナマ

簡易的な方法により作成し、監査

平成２９年９月期

（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 

税引前当期純利益

当期純利益 

NEWS RELEASE

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

 

販売費および一般管理費 

税金等調整前当期純利益 

親会社株主に帰属する 

 

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、

クルーズパナマ SA の７社計。

方法により作成し、監査

年９月期のハウステンボス株式会社（単独）業績

年１０月１日 ― 平成２

        

海外客数      

        

                                    

単独) 
平成

 

販売費および一般管理費 

税引前当期純利益 

 

RELEASE

ハウステンボスグループ

平成２９年９月期の業績について

ハウステンボス株式会社（本社：長崎県佐世保市）

のグループ連結業績 

平成２９年９月３０

前期 
平成 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

社計。 

方法により作成し、監査法人の

のハウステンボス株式会社（単独）業績

平成２９年９月３０

     ２，８８１

   １９１千人（前期比９３．２

   ３１２千人（前期比

                                    

前期 
平成 27 年 10 月～平成

RELEASE

ハウステンボスグループ

平成２９年９月期の業績について

ハウステンボス株式会社（本社：長崎県佐世保市）とグループ

 】 

月３０日）               

 
月～平成 28 年 9月 

33,849 

8,400 

25,449 

17,946 

7,503 

6,183 

2,539 

2,733 

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、

の監査は受けておりません

のハウステンボス株式会社（単独）業績

月３０日） 

２，８８１千人（前期比

人（前期比９３．２

人（前期比１０１．５

                                    

 
月～平成 28 年 9月 

28,602 

6,375 

22,227 

14,646 

7,580 

6,551 

3,810 

2,076 

RELEASE 

ハウステンボスグループ

平成２９年９月期の業績について

グループ会社

               

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

は受けておりません

のハウステンボス株式会社（単独）業績 】

 

千人（前期比９９．５

人（前期比９３．２％）

１０１．５％）

                                    

平成 28 年 10

ハウステンボスグループ

平成２９年９月期の業績について

会社の平成２９年

               

当期 
10 月～平成 29 年

38,857

12,488

26,368

18,629

7,739

9,907

9,208

7,175

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

は受けておりません。 

】 

９９．５％） 

％） 

％） 

                                    

当期 

10 月～平成 29 年

29,150

6,413

22,737

15,149

7,587

9,277

8,655

6,618

ハウステンボスグループ 

平成２９年９月期の業績について 

年９月期の連結

                単位：百万円

年 9 月 
差異

38,857 5,008

12,488 4,088

26,368 919

18,629 683

7,739 236

9,907 3,724

9,208 6,670  

7,175 4,443

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

                                    単位：百万円

年 9 月 
差異

29,150 548

6,413 

22,737 510

15,149 503

7,587 

9,277 2,726

8,655 4,845

6,618 4,542

平成２９年１２月４日

連結業績は

単位：百万円  

差異 前年比 

5,008 114.8%

4,088 148.7%

919 103.6%

683 103.8%

236 103.1%

3,724 160.2%

6,670  362.6%

4,443 262.5%

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 

単位：百万円  

差異 前年比 

548 101.9%

38 100.6%

510 102.3%

503 103.4%

7 100.1%

2,726 141.6%

4,845 227.1%

4,542 318.7%

広報－２４ 

平成２９年１２月４日 
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【 ハウステンボス株式会社（単独）財産状況について 】           単位：百万円 

 

 

ハウステンボスは、今期開業２５周年を迎え、「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」「ロボットの王国」の６つのイベント軸を展開するとともに、新たに最先

端の VR 関連施設を加えて、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

提供し、ハウステンボスでの体験価値の向上に注力しています。 

 

 今期首以降においてもハウステンボスならではのイベントやショーを提供するとともに、世界最大・

日本初のエンターテインメントを提供し続けてきました。昨年１０月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」を開催。また、世界最大１３００万球が輝く「光の王国」には「光のドラゴ

ンロボット」やレビューとイルミネーションを組み合わせた「光と運河の水上ショー」もご好評をいた

だきました。そして、世界一の効率経営をめざす「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。現在も高稼働を維持しています。今年２月には日本最高

峰の日本初「夜間ドローンレース」を開催。３月に一堂に VR（仮想現実）コンテンツが揃う「VR の館」

開設をはじめ、７月には VR 施設「バハムートディスコ」、８月には世界最強の VR コースター「VR-KING」

もオープンし、日本最大の VR テーマパークとしても進化し続けています。 

毎年好評の「水の王国」では海上ウォーターパークの増設やナイトプールのイベントを充実させ、好評

いただきました。９月には、過去最高水準の入場者数を記録した打ち上げ総数２万２千発の「九州一花

火大会」を開催しました。なお、今年も「じゃらん九州・山口人気観光地ランキング」にて５年連続で

第１位を受賞し、「光の王国」でも「全国イルミネーションランキング」で５年連続１位、「日本三大 

イルミネーション」に認定いただくなど、好評価もいただくことができました。 

 

【参照：平成２９年９月期の主なイベント・新施設】 

平成２８年 

１０月 「世界フラワーガーデンショー」「絶叫ハロウィーン」 

１１月 世界最大１，３００万球「光の王国」、「秋バラ祭」 

１２月 「大胡蝶蘭展」 

平成２９年 

 １月 「仮面舞踏会大カーニバル」、 

 ２月 日本初「夜間ドローンレース」、「鬼マメパ」 

 ３月 「チューリップ祭」、「VR の館」誕生 

４月 「春の九州一花火大会」、「フラワージャパンカップ」、「ハウステンボス イースター」 

 ５月 「バラ祭」、「ハウステンボス GW」 

 ６月 「あじさい祭」、「ミッフィーマンス」、「スペシャルライブ 2017」、「バラとワインマラソン」 

 ７月 「ゆり祭」、「バハムートディスコ」誕生、「夏一番花火大会」、「インテルドローンショー」 

８月 「水の王国」、「VR-KING」誕生、「ビール祭」 

 ９月 「九州一花火大会」、「ピカソとオペラ」、「キャッとするハロウィーンねこまつり」、「ワイン祭」 

 



 - 3 - 

 

 上記取り組みの結果、４月以降は入場者数、取扱高ともに前年実績上回りましたが、平成２９年９月

期通期の入場者数は前年同期比９９．５％の２，８８１千人となりました。取扱高は１０１．９％の  

２９，１５０百万円、営業利益は１００．９％の７，５８７百万円。経常利益は１４２．２％の９，２

７７百万円となりました。 

 

【ハウステンボス株式会社（単独） 平成３０年９月期通期業績見通しについて】 

    ・ 入場者数          ３０２万人 （ 前期比１０５％ ）  

    ・ 売上高（取扱高）     ３０１億円 （ 前期比１０３％ ）  

    ・ 営業利益          ７９億円  （ 前期比１０５％ ）  

 

 
《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 中野・牟田 
ＴＥＬ ０９５６－２７－０１３８ ＦＡＸ ０９５６－２７－００２５ 

http://www.huistenbosch.co.jp 
 


