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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 11,599 ― 379 ― 389 ― 231 ―

20年3月期第1四半期 11,216 1.9 194 △76.5 218 △72.9 131 △69.0

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 20.38 20.31
20年3月期第1四半期 11.64 11.49

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 39,588 12,824 32.4 1,127.69
20年3月期 40,540 12,816 31.6 1,128.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,817百万円 20年3月期  12,808百万円

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 ― 17.50 ― 10.00 27.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 12.50 ― 12.50 25.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 24,590 7.3 800 △9.1 720 △25.7 350 △7.4 30.83
通期 50,000 9.3 1,770 61.3 1,600 38.8 770 76.7 67.84

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想については、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  11,366,500株 20年3月期  11,349,100株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  123株 20年3月期  123株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  11,349,373株 20年3月期第1四半期  11,286,793株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、米国経済の失速、原油・原材料価格の高騰による企業収益の悪化など、景気

減速の下で推移いたしました。当フィットネス業界は、中高年齢層を中心に健康志向は一段と高まっているものの、

物価上昇に対する生活防衛意識から個人の消費活動は停滞しており、建設コストをはじめ燃料等の上昇も相俟って、

非常に厳しい経営環境が続いております。

　このような環境の下、当社グループは平成20年度の取り組みとして「安心・安全・信頼のクラブ運営」を目指して

おります。店舗数につきましては、新規に直営１店舗の営業と業務受託２ヶ所の運営を開始いたしました。この結果、

当第１四半期末の店舗数は直営109店舗、業務受託47店舗の合計156店舗となりました。会員動向につきましては、新

規店舗は緩やかに会員数を伸ばしましたが、既存店舗は新規入会者減少傾向にやや下げ止まった感があるものの、回

復までには至らない状況で推移いたしました。

　以上の結果、当第１四半期の連結売上高は11,599百万円（前年同期比3.4％増）、連結経常利益は389百万円（前年

同期比78.5％増）、連結四半期純利益は231百万円（前年同期比76.0％増）となりました。

（セグメント情報）

　事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。

① 会員制スポーツクラブ経営事業は、前年度開業した新規店舗の増収と既存店舗の会費値上げ効果等で、売上高は

　 10,333百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は新規開業費用の支出減等もあり、602百万円（前年同期比

   46.6％増）となりました。

② 物販事業は、主にグループ外への販売減の影響で、売上高は811百万円（前年同期比10.2％減）となったものの、

   グループ内店舗での販売は順調に推移し、営業利益は203百万円（前年同期比10.7％増）となりました。

③ その他の事業は、指定管理者及びＰＦＩ等の受託事業が貢献し、売上高454百万円（前年同期比20.5％増）、営業

   利益56百万円（前年同期比37.6％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における資産合計は前連結会計年度末に比べ952百万円減少し、39,588百万円となりました。その主

な要因は、現金及び預金が減少したことによるものです。

　負債合計は前連結会計年度末に比べ959百万円減少し、26,764百万円となりました。その主な要因は、前受金が減少

したことによるものです。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ7百万円増加し、12,824百万円となりました。この結果、自己資本比率は

32.4％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ662百万円減少し、

3,075百万円となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は58百万円の収入となりました。これは前受金の減少813百万円、税金等調

整前四半期純利益414百万円、減価償却費383百万円、法人税等の還付額191百万円等によるものです。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は496百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出

447百万円、敷金及び保証金の差入による支出157百万円等によるものです。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は210百万円の支出となりました。これは借入金の減少104百万円、配当金

の支払120百万円等によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第1四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、平成20年５月９日に公表いたしました第２四半期累計期

間及び通期の業績予想は変更しておりません。　
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

・簡便な会計処理

① 固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法に

よっております。

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しく変化がないため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。　

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理　

　該当事項はありません。

（３）四半期連結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　当連結会計年度より「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、「四半期連結

　財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

　したが、当第１四半期連結会計期間より「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、主として総平均法による原価法（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。これによる損益に与える影響はありませ

　ん。

③　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成

　18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる損益に与える影響は軽微で

　す。　
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,105,993 3,768,585

受取手形及び売掛金 568,386 573,479

商品 510,331 477,241

貯蔵品 15,353 17,896

その他 1,692,043 1,938,054

貸倒引当金 △10,020 △9,981

流動資産合計 5,882,087 6,765,275

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,530,257 22,389,270

工具、器具及び備品 5,279,820 5,282,520

土地 7,195,191 7,243,863

その他 269,470 86,822

減価償却累計額 △15,511,706 △15,222,444

有形固定資産合計 19,763,033 19,780,033

無形固定資産   

無形固定資産合計 355,654 334,034

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,414,489 12,308,516

その他 1,283,591 1,473,898

貸倒引当金 △110,479 △121,318

投資その他の資産合計 13,587,602 13,661,095

固定資産合計 33,706,290 33,775,163

資産合計 39,588,377 40,540,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 170,765 226,657

短期借入金 1,500,000 4,000,000

1年内返済予定の長期借入金 6,493,976 6,198,307

賞与引当金 245,800 639,040

役員賞与引当金 7,143 17,290

前受金 1,311,171 2,133,985

その他 3,658,021 3,092,354

流動負債合計 13,386,876 16,307,634

固定負債   

長期借入金 12,519,546 10,449,006

役員退職慰労引当金 124,490 124,490

その他 733,117 842,860

固定負債合計 13,377,153 11,416,356

負債合計 26,764,030 27,723,990



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,219,952 2,212,766

資本剰余金 2,231,924 2,224,756

利益剰余金 8,429,859 8,318,873

自己株式 △232 △232

株主資本合計 12,881,504 12,756,163

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,338 28,326

為替換算調整勘定 △95,065 24,265

評価・換算差額等合計 △63,726 52,592

少数株主持分 6,569 7,691

純資産合計 12,824,347 12,816,447

負債純資産合計 39,588,377 40,540,438



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 11,599,401

売上原価 10,375,028

売上総利益 1,224,373

販売費及び一般管理費 844,727

営業利益 379,645

営業外収益  

補助金収入 13,330

受取手数料 3,350

持分法による投資利益 34,856

為替差益 20,737

その他 38,006

営業外収益合計 110,281

営業外費用  

支払利息 88,741

その他 11,482

営業外費用合計 100,224

経常利益 389,702

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,191

収用補償金 27,883

特別利益合計 36,075

特別損失  

固定資産除却損 2,199

投資有価証券評価損 9,461

特別損失合計 11,660

税金等調整前四半期純利益 414,116

法人税、住民税及び事業税 182,674

法人税等調整額 1,239

法人税等合計 183,914

少数株主損失（△） △1,121

四半期純利益 231,324



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 414,116

減価償却費 383,352

前受金の増減額（△は減少） △813,885

その他 △103,249

小計 △119,665

利息の支払額 △93,940

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 191,337

その他 80,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,044

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 △447,323

敷金及び保証金の差入による支出 △157,342

敷金及び保証金の回収による収入 51,369

その他 57,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △496,256

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,500,000

短期借入金の返済による支出 △4,000,000

長期借入れによる収入 4,050,000

長期借入金の返済による支出 △1,654,670

株式の発行による収入 14,355

配当金の支払額 △120,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,653

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △662,592

現金及び現金同等物の期首残高 3,738,585

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,075,993



（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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 11,216,266

Ⅱ　売上原価 10,092,703

売上総利益 1,123,562

Ⅲ　販売費及び一般管理費 929,049

営業利益 194,513

Ⅳ　営業外収益 87,005

Ⅴ　営業外費用 63,198

経常利益 218,320

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 4,055

税金等調整前四半期純利益 214,264

税金費用 83,779

少数株主損益（△：損失） △948

四半期純利益 131,433
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額(千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 214,264

 減価償却費　 289,643

 賞与引当金の増加額　 382,600

 売上債権の増加額（増加：△）　 121,403

 未払金の増減額（減少：△）　 562,858

 仕入債務の増減額（減少：△）　 △41,749

 前受金の増減額（減少：△）　 46,934

 その他　 △227,280

小計 1,348,676

 利息の支払額　 △70,849

 法人税等の支払額　 △681,745

 その他　 143,383

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,464

Ⅱ　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　 △1,700,484

 敷金・差入保証金の差入による支出　 △219,906

 敷金・差入保証金の回収による収入　 71,485

 その他 △41,282

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,890,186

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入による収入 5,340,000

 短期借入金の返済による支出　 △2,840,000

 長期借入金による収入　 1,150,000

 長期借入金の返済による支出　 △1,507,484

 株式の発行による収入　 13,927

 配当金の支払額　 △197,492

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,958,950

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,022

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少額：△） 807,206

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,704,549

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,511,755

－ 3 －
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