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問合せ先責任者（役職名）常務取締役   （氏名）木皿儀 邦夫     ＴＥＬ (03)3348―8838 
半期報告書提出予定日  ― 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）経営成績                            （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 
6,448（ 0.9） 
6,392（ ― ） 

百万円   ％
761（14.0）
667（ ― ）

百万円   ％ 
678（21.9） 
556（ ― ） 

百万円   ％
390（29.6）
301（ ― ）

19年３月期 12,689         1,097        866         472        
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円   銭 
130  13 

40,177  64 

円   銭
―  ―
―  ―

19年３月期 62,956  07 ―  ―

(注)１．期中平均株式数 18年９月中間期 7,500株  19年９月中間期 3,000,000株  19年３月期 7,500株 

２．当社は、平成19年４月１日付で株式１株につき400株の割合で株式分割を行っております。 

３．18年９月中間期における対前年中間期増減率については、18年９月中間期から中間財務諸表を作成しているため、記載を

省略しております。 
 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
15,816 
14,682 

百万円
3,528
2,966

％ 
22.3 
20.2 

円  銭
1,176 05

395,590 10

19年３月期 15,866 3,137 19.8 418,368 53

(注)１．期末発行済株式数 18年９月中間期 7,500株  19年９月中間期 3,000,000株  19年３月期 7,500株 

２．当社は、平成19年４月１日付で株式１株につき400株の割合で株式分割を行っております。 
 
（３）キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期  末  残  高 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
811 
608 

百万円
△634

△2,205

百万円 
△500 
1,900 

百万円
784
715

19年３月期 1,217 △3,122 2,600 1,107
 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 

 
19年３月期 

円  銭 
― 

円  銭
― 

円  銭
― 

20年３月期 ― 

20年３月期（予想）  30 00
30 00

 
 
３．20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）     （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通  期 12,935（1.9） 1,178（7.4） 1,003（15.8） 564（19.5） 148 51
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４．その他 
（１）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更     有 
② ①以外の変更            無 
〔（注）詳細は、15ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

 
（２）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 
19年９月中間期 3,000,000株 18年９月中間期 7,500株 
19年３月期          7,500株 

② 期末自己株式数 
19年９月中間期    ―株 18年９月中間期  ―株 
19年３月期      ―株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

本資料に掲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、実際の業績等は様々な要因により大きく異な
る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に
ついては、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

 



㈱メガロス(2165) 平成20年３月期 中間決算短信(非連結) 

 3

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

 当中間会計期間における我が国経済は、企業収益が好調を持続し、設備投資が堅調に推移しました。雇用

情勢は厳しさが残るものの着実に改善し、個人消費も持ち直しており、景気は緩やかに回復し、堅調に推移

しました。 

 当スポーツクラブ業界におきましても、景気回復基調や、健康志向という若年層から高齢者層に至る広範

な世代でのニーズの高まりを背景として、市場規模は引き続き拡大傾向で推移しました。一方、新規出店な

どの積極的な経営活動や、通販ビジネスにおける健康器具販売、トレーニングビデオ販売等、健康増進やダ

イエット等の観点から競合するサービスも出現しており、競争は激しくなりつつあります。 

 このような環境のなかで、当社は新規入会者の獲得及び会員定着率の向上に努めてまいりました。 

 競合施設や競合サービス等の影響により、新規入会者の獲得競争は激しさを増しております。当社は年齢

軸で区切った会員種類の増設や、低価格での体験利用等を行い、新規入会者の獲得に努めてまいりました。 

 また、会員定着率向上のため、施設におけるトレーニングメニューを増やし、30 分の間に専用のマシンを

使った“筋トレ”と“有酸素運動”を交互に行い、“楽しくて結果の出る”グループトレーニング、「Ｍ’ｓ 

Ｆｕｎ Ｃｉｒｃｕｉｔ」を順次導入いたしました。 

 また、テニススクールのブランド力強化のため、社団法人日本プロテニス協会が主催した「東京国際オー

プンテニス 2007」に特別協賛を実施しました。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は 6,448 百万円（前年同期比 0.9％増）、経常利益 678 百万円（前年

同期比 21.9％増）、中間純利益 390 百万円（前年同期比 29.6％増）となりました。 

 

②当期の見通し 

 当フィットネス業界は、景気回復により引き続き需要の増加が見込まれるものの、積極的な新規出店や競

合サービスの出現等により、競争はますます激しくなるものと予想され、当社にとって楽観視はできない経

営環境が続くものと考えております。 

 このような環境の中で、当社は既存店の収益力の維持に注力しつつ、多店舗化を実現し、成長路線を確か

なものにすべく、11 月にメガロス浦和パルコ店（埼玉県さいたま市）を新規出店いたしました。 

 以上により、平成 20 年３月期においては、売上高 12,935 百万円（前期比 1.9％増）、経常利益 1,003 百万

円（前期比 15.8％増）、当期純利益 564 百万円（前期比 19.5％増）と、増収増益を見込んでおります。 

 なお、当期の業績予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、

様々な不確定要素があるため、実際の業績は予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

（資産） 

当中間会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ 50 百万減少し、15,816 百万円となりました。 

これは主に現金及び預金が減少したこと等により流動資産が 298 百万円減少し、新規出店投資等により固

定資産が 248 百万円増加したことによるものです。 

 

  （負債） 

    当中間会計期間末の負債総額は、前事業年度末に比べ 440 百万円減少し、12,288 百万円となりました。 

    これは主に短期借入金の返済によるものです。 

 

（純資産） 

    当中間会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ 390 百万円増加し、3,528 百万円となりました。 

    これは中間純利益の計上により、利益剰余金が増加したことによるものです。 
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②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動による資金の増加は、811 百万円（前年同期比 203 百万円増）となりました。これは主として、税

引前中間純利益 678 百万円、減価償却費 326 百万円、法人税等の支払額 126 百万円等によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動に使用した資金は、634 百万円（前年同期比 1,571 百万円減）となりました。これは主として、有

形無形固定資産の取得による支出 494 百万円、敷金保証金の差入による支出 159 百万円、敷金保証金の回収

による収入 38 百万円等によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動による資金は、500 百万円の減少となりました。これは主として短期借入金の返済によるものです。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

決算年月 
平成18年９月 

中間期 

平成19年９月 

中間期 

平成19年 

３月期 

自己資本比率           (％) 20.2 22.3 19.8 

債務償還年数           (年) 8.4 6.4 9.0 

事業収益インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ        (倍)
5.2 8.1 4.2 

(注) １ 各指標の算出基準は以下のとおりであります。 

       自己資本比率              ：自己資本／総資産 

       債務償還年数              ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

       （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

事業収益インタレスト・カバレッジ・レシオ：（営業利益＋受取利息＋受取配当金）／支払利息 

２ 有利子負債は、貸借対照表に計上されている短・長期借入金を対象としております。 

３ 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

また、支払利息については、損益計算書の支払利息を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 株主への利益配分については、当該期の業績、今後の経営環境、設備投資計画などを総合的に勘案し、内部

留保とのバランスを考慮のうえ決定することを基本方針としております。内部留保資金の使途につきましては、

将来における利益獲得のため、新規出店や既存営業店のリニューアル等への投資を図りたいと考えております。 

 上記方針に基づき、平成 20 年３月期の配当につきましては、１株につき 30 円を予定しております。 

 

 

２．企業集団の状況 

 近の有価証券届出書（平成 19 年 10 月４日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の

状況」から重要な変更がないため、開示を省略します。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は「スポーツクラブ事業を通じて人々に健康であることの「喜び」「大切さ」を啓蒙し、人々の“健

康”と“生きがい”創造に貢献する」ことにより、顧客や社会と共に栄え、成長していくことを責務と考え

ております。 

 そのために、当社は「顧客満足を感動と喜びに変える」を経営理念として掲げ、「顧客が望んでいたもの、

あるいは望んでいることに気が付いていなかったもの」、「能動的参加の場（マラソン大会・スイミング大会

等）」を 適のタイミングで提供し、顧客の「感動」を創出していきたいと考えております。 

 当社は、この経営理念を全従業員に啓蒙し、質の高いサービスを提供していくことにより、高い収益性と

成長性を実現し、企業価値の一層の向上に努めてまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

 当社は新規出店により事業を拡大すると共に、既存店の収益の維持を図ることにより、高い収益性と成長

性を実現することを目標としております。その為、企業価値を表す経営指標として、売上高経常利益率を重

視してまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略ならびに対処すべき課題 

 企業業績は好調さを持続しており、これが雇用環境の改善を通じて家計部門へ波及する動きが強まり、ス

ポーツクラブ業界は引き続き緩やかな拡大傾向を続けると見込まれます。 

 しかしながら一方で、少子高齢化・人口減少、成熟社会に向かう内需マーケット縮小傾向の中では、世代

ニーズを的確に捉えた施設やサービスの提供、介護ビジネスとの共存等を実現できる企業にのみ、成長の可

能性があると、当社は考えております。 

 そのため、若年層から中高年層にいたる健康増進・ダイエット等様々なマーケットニーズを捉えつつ、多

店舗化を実現し、成長路線を確かなものにすべく、店舗開発力の強化と、既存店収益力の維持を図ってまい

ります。 

 

① 店舗開発力の強化 

 当社は、土地建物所有者に経営理念への賛同をいただくことにより出店しており、出店交渉において、単

純な経済条件の比較では競合他社に劣後していた場合もあります。また、店舗開発経験がある人材を有して

いる等、豊富な開発ノウハウを有しておりますが、今後、さらに店舗開発力を強化するため、以下の施策を

実施してまいります。 

 

・開発形態の多様化と情報力の強化 

 フィットネスジム、スタジオ、プールのほか、キッズスクールを行うためのキッズフロント、キッズロッ

カールーム等キッズ専用設備を備えた「フルスペック店舗」、フルスペック店舗からキッズスクールを行うた

めのキッズ専用設備を除いた「フィットネス成人単体店舗」及びフィットネス成人単体店舗からプールを除

いた「プールなし都心型店舗」を基本スペックとし、更地・建替の新築物件だけにこだわらず、商業ビル・

オフィスビル等中古ビルのコンバージョン物件の事業化や、既存のフィットネスクラブの運営企業へスクラ

ップ＆ビルドの提案営業に取り組み、開発形態の多様化を図ってまいります。また、情報入手先の業種を多

様化し、情報入手ルートの幅広いネットワークの構築を進め、情報力の強化を図ってまいります。 

  

・出店エリアの拡大 

 首都圏、中京圏以外においても、関西、福岡、仙台、札幌、その他人口 30 万人以上の地方都市で優先的に

物件情報収集を行い、出店エリアの拡大を図ってまいります。 
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② 既存店の収益の維持 

 当社の事業においては、既存店の収益力を維持していくことが重要であります。その為には、館内清掃、

会員との密なコミュニケーション、会員向けサービスの充実（スタジオプログラム、アクアプログラム等）

等、施設運営における基本的な動作の徹底や、地域特性に合わせた会費の設定等が必要不可欠であります。

また、当社では既存店のサービスレベルを向上させるため、各営業店の成功事例を本社で取りまとめ、全既

存店にフィードバックする体制としております。 

 さらに、当社では特に以下の施策に重点を置いて、実施してまいります。 

  

・積極的なリニューアル工事の実施 

 マーケットニーズを的確に捉え、積極的なリニューアル工事を実施することにより、店舗の競争力低下・

陳腐化を防ぎ、収益力の維持を目指しております。 

 

・人材の“確保”と“育成” 

 高いサービスを提供するために、人材の“確保”と“育成”が重要であります。そのため、積極的な採用

活動を行うと共に、指導力向上のための社内研修体制を充実させてまいります。 

  

・法人需要の取り込み 

 メタボリック対策、企業健保の実需等で、法人会員ニーズが高まっており、この機を逃さず法人会員獲得

の本格営業を強化いたします。 



㈱メガロス(2165) 平成20年３月期 中間決算短信(非連結) 

 7

４．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

(資産の部)                     

Ⅰ 流動資産                     

 １．現金及び預金   165,310     784,601     1,107,434     

 ２．関係会社預け金   550,000     ―   ―   

 ３．売掛金   96,167     85,092     99,575     

 ４．たな卸資産   157,558     161,410     154,257     

 ５．前払費用   200,706     259,374     235,654     

 ６．繰延税金資産   69,723     86,580     81,491     

 ７．その他   9,181     10,060     7,974     

   貸倒引当金   △ 5,100     △ 6,400     △ 6,900     

  流動資産合計     1,243,547 8.5   1,380,720 8.7   1,679,487 10.6 

Ⅱ 固定資産                     

 １．有形固定資産                     

 （1）建物   9,250,365     10,472,777     10,091,992     

    減価償却累計額    834,482 8,415,883    1,330,071 9,142,706    1,075,382 9,016,610   

 （2）構築物   330,546     369,684     369,684     

    減価償却累計額    79,172 251,373    111,516 258,168    96,026 273,658   

 （3）工具器具備品   479,253     578,732     549,141     

    減価償却累計額    256,406 222,847    344,491 234,241    305,153 243,988   

 （4）建設仮勘定     15,099     102,541     100,024   

計     8,905,202 60.7   9,737,657 61.6   9,634,280 60.7 

 ２．無形固定資産                     

 （1）ソフトウェア   192,273     332,859     235,673     

 （2）その他   34,943     35,983     35,984     

計     227,217 1.5  368,842 2.3   271,658 1.7 

 ３．投資その他の資産                     

 （1）差入敷金保証金   4,003,635     4,054,767     4,021,756     

 （2）長期前払費用   302,671     250,451     257,993     

 （3）繰延税金資産   218     2,897     1,127     

 （4）その他投資等   ―     20,885     ―     

計     4,306,525 29.3  4,329,001 27.4   4,280,877 27.0 

  固定資産合計     13,438,945 91.5   14,435,502 91.3   14,186,816 89.4 

  資産合計     14,682,492 100.0   15,816,222 100.0   15,866,304 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

 １．買掛金   43,270 54,166 85,626   

 ２．短期借入金   ― 2,500,000 3,000,000   

 ３．未払金   363,944   466,378   572,490   

 ４．未払費用   161,882   190,094   203,543   

 ５．未払法人税等   177,431   310,501   140,789   

 ６．未払事業所税   16,711 17,358 33,561   

 ７．未払消費税等   53,926   77,596   77,100   

 ８．前受金   422,882   478,767   418,160   

 ９．預り金   38,284   39,086   41,859   

 10．賞与引当金   84,887   100,355   92,500   

 11．役員賞与引当金   19,450   13,200   28,000   

 12．商品割引券引当金   3,470 1,126 3,484   

 13．その他   1,050   1,056   1,050   

  流動負債合計     1,387,192 9.5   4,249,686 26.9   4,698,165 29.6 

Ⅱ 固定負債               

 １．長期借入金   ― 8,000,000 8,000,000   

 ２．関係会社長期借入金   10,300,000   ―   ― 

 ３．受入敷金保証金   28,375   31,865   30,375   

 ４．その他   ―   6,500   ― 

  固定負債合計     10,328,375 70.3   8,038,365 50.8   8,030,375 50.6 

  負債合計     11,715,567 79.8   12,288,051 77.7   12,728,540 80.2 
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

(純資産の部)                     

Ⅰ 株主資本                     

 １ 資本金    825,000 5.6   825,000 5.2   825,000 5.2 

 ２ 資本剰余金        

    資本準備金   525,000 525,000 525,000 

   資本剰余金合計    525,000 3.6 525,000 3.3  525,000 3.3 

 ３ 利益剰余金     

  (1) 利益準備金   2,140 2,140 2,140 

  (2) その他利益剰余金     

    繰越利益剰余金   1,614,785 2,176,031 1,785,624 

   利益剰余金合計    1,616,925 11.0   2,178,171 13.8   1,787,764 11.3 

  株主資本合計    2,966,925 20.2   3,528,171 22.3   3,137,764 19.8 

  純資産合計    2,966,925 20.2   3,528,171 22.3   3,137,764 19.8 

  負債純資産合計    14,682,492 100.0   15,816,222 100.0   15,866,304 100.0 
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(2）中間損益計算書 

   

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高    6,392,226 100.0   6,448,820 100.0   12,689,036 100.0 

Ⅱ 売上原価    5,132,375 80.3   5,123,922 79.5   10,387,152 81.9 

売上総利益    1,259,850 19.7   1,324,898 20.5   2,301,883 18.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理 

費 
   592,232 9.3   563,772 8.7   1,204,053 9.4 

営業利益    667,618 10.4   761,126 11.8   1,097,830 8.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１   21,703 0.3   18,574 0.3   50,161 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２   133,056 2.0   101,618 1.6   281,152 2.2 

   経常利益    556,265 8.7   678,081 10.5   866,839 6.8 

  税引前中間（当期） 

純利益 
   556,265 8.7   678,081 10.5   866,839 6.8 

  法人税、住民税及び 

  事業税 
 169,946  294,533    322,358    

法人税等調整額  84,986 254,933 4.0 △ 6,859 287,673 4.4 72,310 394,668 3.1 

  中間（当期）純利益    301,332 4.7   390,407 6.1   472,170 3.7 
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

  株主資本 

  資本剰余金 利益剰余金 

  その他利益剰余金

  

資本金 
資本準備金 利益準備金

繰越利益剰余金
利益剰余金合計 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 825,000 525,000 2,140 1,313,453 1,315,593 2,665,593

中間会計期間中の変動額        

 中間純利益 ― ― ― 301,332 301,332 301,332

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
― ― ― 301,332 301,332 301,332

平成18年９月30日残高（千円） 825,000 525,000 2,140 1,614,785 1,616,925 2,966,925

 

 

  純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 2,665,593

中間会計期間中の変動額   

 中間純利益 301,332

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
301,332

平成18年９月30日残高（千円） 2,966,925
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当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

  株主資本 

  資本剰余金 利益剰余金 

  その他利益剰余金

  

資本金 
資本準備金 利益準備金

繰越利益剰余金
利益剰余金合計 

株主資本合計 

平成19年３月31日残高（千円） 825,000 525,000 2,140 1,785,624 1,787,764 3,137,764

中間会計期間中の変動額        

 中間純利益 ― ― ― 390,407 390,407 390,407

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
― ― ― 390,407 390,407 390,407

平成19年９月30日残高（千円） 825,000 525,000 2,140 2,176,031 2,178,171 3,528,171

 

 

  純資産合計 

平成19年３月31日残高（千円） 3,137,764

中間会計期間中の変動額   

 中間純利益 390,407

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
390,407

平成19年９月30日残高（千円） 3,528,171
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

  株主資本 

  資本剰余金 利益剰余金 

  その他利益剰余金

  

資本金 
資本準備金 利益準備金

繰越利益剰余金
利益剰余金合計 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 825,000 525,000 2,140 1,313,453 1,315,593 2,665,593

事業年度中の変動額        

 当期純利益 ― ― ― 472,170 472,170 472,170

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
― ― ― 472,170 472,170 472,170

平成19年３月31日残高（千円） 825,000 525,000 2,140 1,785,624 1,787,764 3,137,764

 

 

  純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 2,665,593

事業年度中の変動額   

 当期純利益 472,170

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
472,170

平成19年３月31日残高（千円） 3,137,764
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

    

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日

  至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

 １．税引前中間（当期）純利益   556,265 678,081 866,839

 ２．減価償却費   290,504 326,101 613,203

 ３．固定資産除却損   118 1,351 3,763

 ４．貸倒引当金の増減額   3,100 △ 500 4,900

 ５．賞与引当金の増減額   3,631 7,855 11,244

 ６．役員賞与引当金の増減額   △ 1,950 △ 14,800 6,600

 ７．役員退職慰労引当金の増減額   △ 28,000 ― △ 28,000

 ８．受取利息及び受取配当金   △ 19,132 △ 16,538 △ 45,290

 ９．支払利息   130,456 95,107 268,761

 10．売上債権の増減額   3,585 14,482 △ 1,074

 11．たな卸資産の増減額   △ 18,770 △ 7,153 △ 15,469

 12．仕入債務の増減額   △ 17,917 △ 31,460 24,438

 13．未払金の増減額   △ 12,136 △ 49,795 63,051

 14．未払費用の増減額   6,540 △ 14,207 27,422

 15．前受金の増減額   52,085 60,607 47,362

 16．未払消費税等の増減額   △ 10,779 △ 2,772 12,394

 17．預り金の増減額   14,210 495 17,786

 18．その他   16,345 △ 17,938 △ 6,193

小計   968,155 1,028,917 1,871,739

 19. 利息及び配当金の受取額   1,399 3,059 10,956

 20. 利息の支払額   △ 130,456 △ 94,349 △ 247,982

 21. 法人税等の支払額   △ 230,828 △ 126,335 △ 417,427

  営業活動によるキャッシュ・フロー   608,270 811,292 1,217,286

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

 １. 有形固定資産の取得による支出   △ 1,055,731 △ 389,532 △ 2,075,170

 ２. 無形固定資産の取得による支出   △ 174,094 △ 104,501 △ 204,312

 ３. 敷金保証金の差入による支出   △ 1,015,314 △ 159,060 △ 1,497,682

 ４. 敷金保証金の回収による収入   40,580 38,365 653,714

 ５. その他   △ 750 △ 19,395 1,250

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △ 2,205,310 △ 634,124 △ 3,122,201

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

 １. 短期借入金の増減額   ― △ 500,000 3,000,000

 ２. 長期借入れによる収入   1,900,000 ― 10,600,000

 ３. 長期借入金返済による支出   ― ― △ 11,000,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー   1,900,000 △ 500,000 2,600,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   302,960 △ 322,832 695,084

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   412,350 1,107,434 412,350

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
  715,310 784,601 1,107,434
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

   中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法(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) 

(2) デリバティブ 

――――― 

(3) たな卸資産 

  商品 

主に個別法に基づく原価法

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

(2) デリバティブ 

時価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基

づく時価法(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) 

 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  建物   定額法 

  建物以外 定率法 

   なお、主な耐用年数は下

記のとおりであります。 

  建物及び構築物 

３年～47年 

  工具器具備品 

２年～15年 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

これにより、従来の方法によ

った場合に比べて営業利益、

経常利益及び税引前中間純利

益が627千円減少しておりま

す。 

(追加情報) 

  法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。これにより、

従来の方法によった場合に比

べて営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が104千円減

少しております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等の債権については

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

(2) 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、将来

の支給見込額のうち当中間会

計期間の負担額を計上してお

ります。 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち当中間会計期間の

負担額を計上しております。 

(4) 商品割引券引当金 

将来の商品割引券の使用に

よる費用発生に備えるため、

当中間会計期間末において将

来利用されることにより見込

まれる費用発生額を計上して

おります。 

(会計方針の変更) 

従来、販売促進のために発

行している商品割引券につい

ては、利用時に販売促進費と

して計上しておりましたが、

利用率等を合理的に見積もる

ことが可能となったことか

ら、より適正な期間損益計算

を行うため、当中間会計期間

より、中間会計期間末の発行

済み未使用商品割引券につい

て中間会計期間末後の利用に

より見込まれる費用発生額を

商品割引券引当金として計上

しております。これにより、

従来の方法によった場合に比

べて営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が3,470千円

減少しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

 

 

 

(4) 商品割引券引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 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、将来

の支給見込額のうち当事業年

度の負担額を計上しておりま

す。 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち当事業年度の負担

額を計上しております。 

(4) 商品割引券引当金 

将来の商品割引券の使用に

よる費用発生に備えるため、

当事業年度末において将来利

用されることにより見込まれ

る費用発生額を計上しており

ます。 

(会計方針の変更) 

従来、販売促進のために発

行している商品割引券につい

ては、利用時に販売促進費と

して計上しておりましたが、

利用率等を合理的に見積もる

ことが可能となったことか

ら、より適正な期間損益計算

を行うため、当事業年度よ

り、事業年度末の発行済み未

使用商品割引券について翌事

業年度以降の利用により見込

まれる費用発生額を商品割引

券引当金として計上しており

ます。これにより、従来の方

法によった場合に比べて営業

利益、経常利益及び税引前当

期純利益が3,484千円減少して

おります。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

４．リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 

――――― 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用

しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：金利スワップ 

  ヘッジ対象：借入金の利息 

(3) ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ

取引を行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に行っ

ております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため、有効性

の評価を省略しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

６．中間キャッシュ・

フロー計算書（キ

ャッシュ・フロー

計算書）における

資金の範囲 

中間キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲は、手許

現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっておりま

す。 

同左 キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっておりま

す。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他中間財務諸

表（財務諸表）作

成のための基本と

なる重要な事項 

 税抜方式を採用しております。 同左 同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

当中間会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は2,966,925千円であり、この変更によ

る損益に与える影響はありません。 

なお、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、中間

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

当事業年度より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は3,137,764千円であり、この変更によ

る損益に与える影響はありません。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 
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中間財務諸表に関する注記事項 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息      19,132千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     130,456千円 

 

３．減価償却実施額 

   有形固定資産   287,353千円 

   無形固定資産    3,150千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息      16,538千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      95,107千円 

 

３．減価償却実施額 

   有形固定資産   312,992千円 

   無形固定資産    13,109千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息      45,290千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     268,761千円 

 

３．減価償却実施額 

有形固定資産   602,575千円 

無形固定資産    10,627千円 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 7,500 ― ― 7,500

 

   ２ 自己株式に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

   ３ 新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

   ４ 配当に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 7,500 2,992,500 ― 3,000,000

 (注) 当中間会計期間における普通株式2,992,500株の増加は、平成19年４月１日付で普通株式１株につき400株の株式分割を行

ったことによるものであります。 

 

   ２ 自己株式に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

   ３ 新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 
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   ４ 配当に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 7,500 ― ― 7,500

 

   ２ 自己株式に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

   ３ 新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

   ４ 配当に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金      165,310千円 

関係会社預け金     550,000千円 

現金及び現金同等物   715,310千円 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金       784,601千円

関係会社預け金        ― 千円

現金及び現金同等物    784,601千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金      1,107,434千円

関係会社預け金        ― 千円

現金及び現金同等物   1,107,434千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

（借主側） 

(1)  リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)  リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 

(1)  リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

中間期末

残高相当

額 

(千円) 

建物 17,006 9,337 7,669 

工具器具備品 2,060,880 1,153,409 907,471 

機械装置 69,000 33,203 35,796 

ソフトウェア 164,016 93,268 70,748 

合計 2,310,904 1,289,218 1,021,686 
 

 

取得価額

相当額 

(千円)

減価償却

累計額相

当額 

(千円)

中間期末

残高相当

額 

(千円)

建物 13,520 8,208 5,311

工具器具備品 1,640,570 712,204 928,366

機械装置 69,000 40,870 28,129

ソフトウェア 139,108 98,677 40,431

合計 1,862,199 859,960 1,002,239
 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

(千円)

建物 15,856 9,482 6,374

工具器具備品 1,967,087 1,004,992 962,095

機械装置 69,000 37,036 31,963

ソフトウェア 139,116 84,769 54,346

合計 2,191,061 1,136,281 1,054,779

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 372,111千円

１年超 633,956千円

合計 1,006,067千円

  

 

１年内 345,688千円

１年超 675,197千円

合計 1,020,885千円

  

 

１年内 337,688千円

１年超 706,340千円

合計 1,044,028千円

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

 

支払リース料 263,684千円

減価償却費相当額 254,047千円

支払利息相当額 8,252千円

  

 

支払リース料 204,522千円

減価償却費相当額 195,029千円

支払利息相当額 9,120千円

  

 

支払リース料 496,968千円

減価償却費相当額 479,616千円

支払利息相当額 15,911千円

  

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によ

っております。 

２．オペレーティング・リース取引 

  （借主側） 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２．オペレーティング・リース取引 

  （借主側） 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２．オペレーティング・リース取引 

  （借主側） 

未経過リース料 

 １年内         968,445千円 

 １年超       10,997,870千円 

  合計       11,966,315千円 

未経過リース料 

 １年内                 820,590千円

 １年超               8,805,289千円

  合計        9,625,880千円

未経過リース料 

 １年内         835,228千円

 １年超        9,158,713千円

  合計        9,993,941千円
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（有価証券関係） 

   前中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

    該当事項はありません。 

 

   当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

    該当事項はありません。 

 

   前事業年度末（平成 19 年３月 31 日） 

    該当事項はありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

   前中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

  なお、当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除い

ております。 

 

前事業年度末（平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

なお、当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除い

ております。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

    該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

    該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

  関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

  関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等関係） 

 前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額   395,590円10銭 

１株当たり中間純利益   40,177円64銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

１株当たり純資産額    1,176円05銭

１株当たり中間純利益     130円13銭

 

 当社は、平成19年４月１日付で普通株

式１株につき400株の株式分割を行って

おります。なお、当該株式分割が前事業

年度の期首に行われたと仮定した場合の

前中間会計期間及び前事業年度における

１株当たり情報は、それぞれ次のとおり

であります。 

 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり 

純資産額 

988円97銭

１株当たり 

中間純利益 

100円44銭

 

なお潜在株式

調整後１株当た

り中間純利益に

ついては、潜在

株式が存在しな

いため記載して

おりません。 

１株当たり 

純資産額 

1,045円92銭

１株当たり 

当期純利益 

157円39銭

 

 なお潜在株式

調整後１株当た

り当期純利益に

ついては、潜在

株式が存在しな

いため記載して

おりません。 
 

１株当たり純資産額   418,368円53銭

１株当たり当期純利益   62,956円07銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 （注） 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,966,925  3,528,171 3,137,764 

普通株式に係る純資産額（千円） 2,966,925 3,528,171 3,137,764 

普通株式の発行済株式数（株）  7,500 3,000,000  7,500 

１株当たり純資産の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 
7,500 3,000,000 7,500 

 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 301,332 390,407 472,170 

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―   ―   

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
301,332 390,407 472,170 

期中平均株式数（株） 7,500 3,000,000 7,500 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

――――― 

１．公募による新株発行 

当社は、平成19年10月４日及び平成19

年10月19日開催の取締役会において、下

記のとおり新株式の発行を決議し、平成

19年11月８日に払込が完了いたしまし

た。 

① 募集方法   ：一般募集 

(ブックビルディング方式による募集) 

② 発行する株式の：普通株式 800,000株

種類及び数 

③ 発行価格   ：１株につき 1,600円

  一般募集はこの価格にて行いました。

④ 引受価額   ：１株につき 1,488円

  この価額は当社が引受人より１株当た

りの新株式払込金として受取った金額で

あります。 

  なお、発行価格と引受価額との差額の

総額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額   ：１株につき 1,326円

⑥ 発行価額の総額：   1,060,800千円

⑦ 払込金額の総額：   1,190,400千円

⑧ 資本組入額  ：１株につき  744円

⑨ 資本組入額の ：    595,200千円

  総額 

⑩ 払込期日   ：平成19年11月８日 

⑪ 資金の使途  ：新規出店のための設

備投資に充当する予

定であります。 

 

２．第三者割当増資による新株発行 

当社は、平成19年10月４日及び平成19

年10月19日開催の取締役会において、オ

ーバーアロットメントによる当社株式の

売出し（野村證券㈱が当社株主から借入

れる当社普通株式120,000株の売出し）

に関連する第三者割当増資を実施するこ

とを決議しております。 

① 募集方法：野村證券㈱を割当先とする

第三者割当増資 

② 発行する株式の：普通株式 120,000株

  種類及び数 

③ 割当価格   ：１株につき 1,488円

④ 発行価額   ：１株につき 1,326円

⑤ 発行価額の総額：    159,120千円

⑥ 払込金額の総額：    178,560千円

⑦ 資本組入額  ：１株につき  744円

⑧ 資本組入額の ：     89,280千円

  総額 

⑨ 払込期日   ：平成19年12月10日 

⑩ 資金の使途  ：新規出店のための設

備投資に充当する予

定であります。    

株式分割 

平成19年２月21日開催の取締役会にお

いて、平成19年４月１日付をもって、当

社普通株式１株を400株に分割すること

を決議いたしました。 

１．分割により増加する株式数 

   普通株式     2,992,500株 

 

２．分割方法 

   平成19年３月31日 終の株主名簿

に記載された株主の所有株式数を、

１株につき400株の割合をもって分

割いたしました。 

 

当該株式分割が前事業年度の期首に

行われたと仮定した場合の前事業年度

及び当事業年度における１株当たり情

報は、それぞれ次のとおりでありま

す。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり 

純資産額 

888円53銭 

１株当たり 

当期純利益 

188円09銭 

 

なお潜在株式

調整後１株当た

り当期純利益に

ついては、潜在

株式が存在しな

いため記載して

おりません。 

１株当たり 

純資産額 

1,045円92銭

１株当たり 

当期純利益 

157円39銭

 

 なお潜在株式

調整後１株当た

り当期純利益に

ついては、潜在

株式が存在しな

いため記載して

おりません。 
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前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

――――― 

(注) 本新株発行は、当社普通株式の㈱ジ

ャスダック証券取引所への上場に際

し、公募による募集株式発行に伴い、

その需要状況を勘案したうえで野村證

券㈱が行ったオーバーアロットメント

による売出しに関連して行う第三者割

当増資（以下「本第三者割当増資」と

いう。）であります。野村證券㈱は、

平成19年11月９日から平成19年12月３

日までの間、上記のオーバーアロット

メントによる売出しのために当社株主

である野村不動産ホールディングス㈱

から借入れた株式の返却を目的とし

て、㈱ジャスダック証券取引所におい

てオーバーアロットメントによる売出

しに係る売出株式数を上限とするシン

ジケートカバー取引を行う場合があり

ます。 

   野村證券㈱は、上記シンジケートカ

バー取引がなされた場合、本第三者割

当増資に係る割当においては、係るシ

ンジケートカバー取引により取得した

株式数に対応する株式について、割当

に応じない予定でありますので、その

場合には本第三者割当増資における発

行数の全部又は一部につき申込みが行

われず、その結果、発行数が変更され

る可能性があります。 

――――― 

 



㈱メガロス(2165) 平成20年３月期 中間決算短信(非連結) 

 27

５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 部門別売上高の状況（単位：千円） 

 平成18年９月期 平成19年９月期 前年同期比(％) 

フィットネス部門合計 4,311,513 4,330,747 ＋0.4 

 スイミングスクール 554,216 562,939 ＋1.6 

 テニススクール 499,789 520,116 ＋4.1 

 その他スクール 175,371 189,014 ＋7.8 

スクール部門合計 1,229,378 1,272,070 ＋3.5 

プロショップ部門 520,265 526,571 ＋1.2 

その他の収入 (注)２ 331,069 319,430 △3.5 

売上高合計 6,392,226 6,448,820 ＋0.9 

(注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．スポーツクラブ施設に付帯する駐車料金、プライベートロッカー等の収入であります。 

 

(2) 部門別会員数の状況（単位：名） 

 平成18年９月末 平成19年９月末 前年同期比(％) 

フィットネス部門合計 89,345 87,033 △2.6 

 スイミングスクール 16,365 16,850 ＋3.0 

 テニススクール 10,977 11,172 ＋1.8 

 その他スクール 3,751 4,177 ＋11.4 

スクール部門合計 31,093 32,199 ＋3.6 

合計 120,438 119,232 △1.0 

 


