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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,265 ― 97 ― 58 ― 21 ―

20年3月期第1四半期 3,230 3.2 373 21.6 331 29.7 190 41.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 5.61 ―

20年3月期第1四半期 63.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 16,880 4,799 28.4 1,262.92
20年3月期 16,956 4,891 28.8 1,287.30

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,799百万円 20年3月期  4,891百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期累計期間 6,831 ― 439 ― 347 ― 195 ― 51.44
通期 14,128 10.2 1,195 △1.2 1,004 0.0 565 0.4 148.94

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  3,800,000株 20年3月期  3,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  3,800,000株 20年3月期第1四半期  3,000,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる場合があります。業績予想の前提となる条件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「定性的情報・財
務諸表等」 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　　 当第１四半期（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）における我が国経済は、サブプライム住宅ロー

ン問題を背景とするアメリカ経済の減速や、株式・為替市場の変動、原油価格の上昇等により景気の減速傾向は強

まり、先行き不透明な状況で推移いたしました。個人消費につきましても、雇用情勢が厳しく推移しており、賃金

の伸び悩みに加え景気減速傾向を受け、消費者マインドは悪化しております。

　当スポーツクラブ業界におきましても、平成20年４月より特定健診・保健指導が義務化されるなど、スポーツク

ラブの社会的役割は拡大傾向にあるものの、消費者マインドの悪化等の影響により市場規模は横ばいで推移し、ま

た、健康増進やダイエット等の観点から当社の事業と競合するサービスも相次いで出現しているため、企業間の競

争はますます激しくなり、厳しい経営環境が続いております。

　このような経営環境のなかで、当社は以下の施策を実施してまいりました。

　競合施設等の影響により入会獲得が厳しさを増すなか、当社は各年齢層に応じたキャンペーンの実施や、休館日

を使用した体験会等を行い、新規入会者の獲得に努めてまいりました。また、平成20年４月から医療保険者に義務

付けられた生活習慣病予防推進のための特定健診・保健指導により、法人会員のニーズも高まっており、法人会員

獲得のための営業を強化いたしました。

　一方、積極的に業容の拡大にも取り組み、平成20年４月に「メガロス市ヶ尾オーキッド店（神奈川県横浜市青葉

区）」を新規オープンし、店舗数は平成20年６月30日現在、首都圏に19店舗、中京圏に１店舗、合計20店舗となり

ました。その他、秋に新規出店を予定している「ビヴィオ恵比寿店（東京都渋谷区）」、「メガロスガーデン浜松

店（静岡県浜松市東区）」のオープン前会員募集も開始いたしました。

　以上の結果、当第１四半期の売上高は3,265百万円（前年同期比1.1％増）、経常利益58百万円（前年同期比

82.5％減）、四半期純利益21百万円（前年同期比88.8％減）となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　　 (1) 資産、負債及び純資産の状況

　      (資産)

　　　　 当第１四半期末（平成20年６月30日）の総資産は、前事業年度末に比べ76百万円減少し、16,880百万円となりま

した。流動資産については、現金及び預金が減少しましたが、商品が増加したことなどにより、55百万円増加しま

した。固定資産については、新規出店投資により建設仮勘定が増加しましたが、減価償却費の計上などにより、

131百万円減少しました。

　      (負債)

　　　　 当第１四半期末の負債総額は、前事業年度末に比べ16百万増加し、12,081百万円となりました。これは主に受入

敷金保証金の増加によるものです。

　　　　(純資産)

　　　　 純資産については、前事業年度末に比べ92百万円減少し、4,799百万円となりました。これは、四半期純利益21

百万円を計上する一方、前事業年度決算に係る配当金114百万円により利益剰余金が減少したことによるものです。

　　 (2) キャッシュ・フローの状況

　　　　 当第１四半期（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）における現金及び現金同等物は（以下「資金」

という。）50百万円減少し、1,209百万円となりました。

　　　　 当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　　　(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、141百万円となりました。これは主として、税引前四半期純利益58百万円、減価

償却費194百万円、法人税等の支払額295百万円などによるものであります。

　　　　(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、77百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出98百万円、

無形固定資産の取得による支出14百万円、敷金及び保証金の回収による収入17百万円などによるものであります。

　　　　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　　　　 財務活動による資金の減少は、前事業年度決算に係る期末配当金の支払額114百万円によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

平成20年４月から特定健診・保健指導が義務化されるなど、スポーツクラブの社会的役割は増大していくものの、

一方で景気の減速傾向や消費者マインドの悪化等の影響もあり、先行きが不透明な経営環境が続くものと予測され

ます。

　このような経営環境の中、当社は引き続き新規入会者の獲得及び会員定着率の向上に努め、既存店の収益力の維

持を図ってまいります。また、秋に２店舗、来春に１店舗の新規出店を予定しており、業容の拡大にも努めてまい

ります。

　平成21年３月期の業績予想は、平成20年５月１日の公表数値から変更いたしておりません。

 

４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。　

(2) 四半期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

　　　　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

　　　　②たな卸資産の評価基準および評価方法の変更

　　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主に個別法に基づく原価法によっておりましたが、

新システムの導入及び当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純

利益は、それぞれ2,685千円減少しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,209,008 1,259,356

売掛金 109,800 89,353

商品 232,159 135,834

前払費用 299,024 296,033

繰延税金資産 86,385 92,747

その他 5,121 11,777

貸倒引当金 △7,200 △6,400

流動資産合計 1,934,298 1,878,703

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,066,702 11,041,239

減価償却累計額 △1,732,873 △1,592,053

建物（純額） 9,333,828 9,449,185

構築物 375,598 375,348

減価償却累計額 △134,187 △127,124

構築物（純額） 241,411 248,224

工具、器具及び備品 672,322 661,022

減価償却累計額 △419,478 △395,243

工具、器具及び備品（純額） 252,844 265,779

建設仮勘定 262,424 235,622

有形固定資産合計 10,090,508 10,198,811

無形固定資産   

ソフトウエア 363,062 370,529

その他 34,244 34,819

無形固定資産合計 397,306 405,348

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,191,398 4,202,953

長期前払費用 239,137 242,909

その他 27,885 27,885

投資その他の資産合計 4,458,422 4,473,748

固定資産合計 14,946,237 15,077,909

資産合計 16,880,536 16,956,612
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 175,249 78,379

短期借入金 1,500,000 1,500,000

未払金 385,499 422,545

未払費用 318,072 182,667

未払法人税等 33,991 310,952

未払事業所税 9,649 36,231

未払消費税等 55,190 78,950

前受金 551,232 467,795

預り金 42,249 25,621

賞与引当金 147,114 96,381

役員賞与引当金 7,425 29,700

商品割引券引当金 3,263 2,145

その他 1,784 1,806

流動負債合計 3,230,720 3,233,177

固定負債   

長期借入金 8,800,000 8,800,000

受入敷金保証金 34,724 16,700

繰延税金負債 9,474 8,461

その他 6,500 6,500

固定負債合計 8,850,698 8,831,661

負債合計 12,081,419 12,064,838

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,420,200 1,420,200

資本剰余金   

資本準備金 1,120,200 1,120,200

資本剰余金合計 1,120,200 1,120,200

利益剰余金   

利益準備金 2,140 2,140

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,256,576 2,349,234

利益剰余金合計 2,258,716 2,351,374

株主資本合計 4,799,116 4,891,774

純資産合計 4,799,116 4,891,774

負債純資産合計 16,880,536 16,956,612
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,265,404

売上原価 2,818,146

売上総利益 447,258

販売費及び一般管理費 350,065

営業利益 97,192

営業外収益  

受取利息 8,452

その他 1,310

営業外収益合計 9,762

営業外費用  

支払利息 47,589

その他 1,136

営業外費用合計 48,725

経常利益 58,229

税引前四半期純利益 58,229

法人税、住民税及び事業税 29,510

法人税等調整額 7,376

法人税等合計 36,886

四半期純利益 21,342
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 58,229

減価償却費 194,486

貸倒引当金の増減額（△は減少） 800

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,733

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,275

受取利息及び受取配当金 △8,452

支払利息 47,589

売上債権の増減額（△は増加） △20,447

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,324

仕入債務の増減額（△は減少） 96,870

未払金の増減額（△は減少） △28,554

未払費用の増減額（△は減少） 87,815

前受金の増減額（△は減少） 83,437

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,760

預り金の増減額（△は減少） 16,628

その他 △1,379

小計 435,395

利息及び配当金の受取額 1,322

法人税等の支払額 △295,401

営業活動によるキャッシュ・フロー 141,317

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △98,964

無形固定資産の取得による支出 △14,251

敷金及び保証金の回収による収入 17,525

その他 18,024

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,665

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △114,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,348

現金及び現金同等物の期首残高 1,259,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,209,008

㈱メガロス(2165)　平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

- 7 -



当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前第１四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,230,254

Ⅱ　売上原価 2,569,988

  売上総利益 660,266

Ⅲ　販売費及び一般管理費 286,324

  営業利益 373,942

Ⅳ　営業外収益 8,427

Ⅴ　営業外費用 50,402

  経常利益 331,966

Ⅵ　特別利益 ―

Ⅶ　特別損失 ―

　  税引前四半期純利益 331,966

　  税金費用 141,123

　  四半期純利益 190,842
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　１．税引前四半期純利益 331,966

　２．減価償却費 160,193

　３．固定資産除却損 24

　４．貸倒引当金の増減額 ―

　５．賞与引当金の増減額 42,022

　６．役員賞与引当金の増減額 △21,001

　７．役員退職慰労引当金の増減額 ―

　８．受取利息及び受取配当金 △7,714

　９．支払利息 47,271

　10．売上債権の増減額 △20,665

　11．たな卸資産の増減額 △91,120

　12．仕入債務の増減額 88,512

　13．未払金の増減額 △70,179

　14．未払費用の増減額 66,278

　15．前受金の増減額 73,601

　16．未払消費税等の増減額 △8,021

　17．預り金の増減額 689

　18．その他 △13,492

  小計 578,365

　19. 利息及び配当金の受取額 2

　20. 利息の支払額 ―

　21. 法人税等の支払額 △126,114

  営業活動によるキャッシュ・フロー 452,253

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 △165,550

　２. 無形固定資産の取得による支出 △83,820

　３. 敷金保証金の差入による支出 △130,652

　４. 敷金保証金の回収による収入 15,547

　５. その他 1,865

  投資活動によるキャッシュ・フロー △362,611

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 ―

　２. 長期借入れによる収入 ―

　３. 長期借入金返済による支出 ―

　４. 株式発行による収入 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー ―

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 89,642

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,107,434

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末残高 1,197,076
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　６．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）

　部　門
　当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

フィットネス部門合計 2,226,870 +2.9

 スイミングスクール 281,487 +6.8

 テニススクール 270,280 +3.4

 その他スクール 108,217 +16.7

スクール部門合計 659,985 +6.9

プロショップ部門 210,540 △26.7

その他の収入（注）２ 168,007 3.6

売上高合計 3,265,404 1.1

　（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）

　部　門
当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日現在）

前年同期比（％）

フィットネス部門合計 93,881 +8.1

 スイミングスクール 17,121 +7.8

 テニススクール 10,735 +2.7

 その他スクール 4,893 +22.7

スクール部門合計 32,749 +8.0

合計 126,630 +8.1

　（注）１．平成20年６月30日現在、在籍されている会員数です。
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