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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 6,678 ― 317 ― 238 ― 118 ―

20年3月期第2四半期 6,448 0.9 761 14.0 678 21.9 390 29.6

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2四半期 31.14 ―

20年3月期第2四半期 130.13 ―

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2四半期 16,469 4,896 29.7 1,288.45
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2四半期  4,896百万円 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 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 13,850 8.0 950 △21.5 800 △20.4 450 △20.2 118.42

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．その他をご覧ください。  

(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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  3,800,000株 20年3月期第2四半期  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。  

- 1 -



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２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）における我が国経済は、アメリカにおけ

る金融不安の高まりや株式・為替市場の変動等により、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中で、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

利用した体験会等を行い、新規入会者の獲得に向け、販売促進活動を強化してまいりました。消費者マインドの悪化、

諸物価の高騰等の影響もあり、会員数の構成割合が廉価商品に傾いたため、会費単価が前年を下回ったものの、会員

数は順調に確保し、既存店会員数は前年を上回って推移いたしました。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

のための営業も強化してまいりました。

　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）」、

９月に女性限定の施設「ビヴィオ恵比寿店（東京都渋谷区）」を新規オープンし、店舗数は平成20年９月30日現在、

首都圏に20店舗、中京圏に１店舗、合計21店舗となりました。10月１日に新規オープンしました「メガロスガーデン

浜松店（静岡県浜松市東区）」のオープン前募集も実施し、順調に会員数を獲得いたしました。

　以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は6,678百万円（前年同期比3.6％増）、経常利益は238百万円（前年同

期比64.9％減）、四半期純利益118百万円（前年同期比69.7％減）となりました。経常利益及び四半期純利益が前年同

期と比較して減少しておりますが、これは「ビヴィオ恵比寿店」及び「メガロスガーデン浜松店」の新規出店にとも

なう開業経費の計上、内部統制強化に伴う経費の増加等が、大きな要因となっております。

　なお、前年同期増減率は参考として記載しております。

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２四半期会計期間末（平成20年９月30日）の総資産は、前事業年度末に比べ487百万円減少し、16,469百万円

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たことなどにより、841百万円減少しました。固定資産

については、新規出店投資により有形固定資産及び投資その他の資産が増加したことなどにより、353百万円増加し

ました。

（負債）

　当第２四半期会計期間末の負債総額は、前事業年度末に比べ491百万円減少し、11,573百万円となりました。これ

は主に短期借入金の返済などによるものです。

（純資産）

　純資産については、前事業年度末に比べ４百万円増加し、4,896百万円となりました。これは四半期純利益118百

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。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）における現金及び現金同等物（以下「資

金」という。）は、852百万円減少し、406百万円となりました。

　当第２四半期累計期間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、284百万円となりました。これは主として、税引前四半期純利益238百万円、減価

償却費397百万円、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、722百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出633百万

円、敷金及び保証金の差入による支出142百万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、短期借入金の返済300百万円、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。

３．業績予想に関する定性的情報

　今後の我が国経済は、アメリカにおける金融不安の高まりや株式・為替市場の変動等により、景気は引き続き弱含

みで推移するものと予想されます。

　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るものの、

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、スポーツクラブ業界の先行きも不透明な状況です。

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出現しているため、同業種・異業種問わず、企

業間の競争はますます激しくなっており、引き続き厳しい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なか、当社は10月にメガロスガーデン浜松店（静岡県浜松市東区）、平成21年３月に（仮称）

メガロス鷺沼店（神奈川県川崎市宮前区）の新規出店を予定しており、当期の新規出店数は合計４店舗となり、引き

続き業容拡大に努めてまいります。

　既存店につきましては、積極的な販売促進活動を行なってきたこと等により、当第２四半期累計期間（自　平成20

年４月１日　至　平成20年９月30日）の会員数は前年を上回って推移してきております。今後も引き続き効果的な販

売促進活動により新規入会者を獲得するととともに、来館促進のための様々な施策を実施することにより会員定着率

の向上に努め、収益力の維持に努めてまいります。また、法人会員につきましても、需要を適確に捉えるための体制

を整備し、法人会員獲得の営業に注力してまいります。

　以上により、当期の業績見通しにつきまして、売上高13,850百万円（前事業年度比８％増）、営業利益950百万円

（前事業年度比21.5％減）、経常利益800百万円（前事業年度比20.4％減）、当期純利益450百万円（前事業年度比

20.2％減）を見込んでおります。

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及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準については、従来、原価法によっておりましたが、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、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。この変更により当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）の営業利益、経

常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ1,219千円減少しております。

　また、通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価方法については、従来、主に個別法によっておりましたが、

第１四半期会計期間より総平均法に変更しております。この変更は、新たな商品管理システムを含む基幹システ

ムの導入を機に、業務処理の効率化を図り、月次決算及び期末決算の迅速な確定を目的として行ったものであり

ます。なお、この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 406,700 1,259,356

売掛金 85,491 89,353

商品 154,592 135,834

前払費用 312,900 296,033

繰延税金資産 78,478 92,747

その他 4,951 11,777

貸倒引当金 △5,700 △6,400

流動資産合計 1,037,414 1,878,703

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,340,575 11,041,239

減価償却累計額 △1,876,376 △1,592,053

建物（純額） 9,464,199 9,449,185

構築物 396,195 375,348

減価償却累計額 △141,653 △127,124

構築物（純額） 254,541 248,224

車両運搬具 9,942 －

減価償却累計額 △1,242 －

車両運搬具（純額） 8,700 －

工具、器具及び備品 735,963 661,022

減価償却累計額 △447,522 △395,243

工具、器具及び備品（純額） 288,440 265,779

建設仮勘定 460,230 235,622

有形固定資産合計 10,476,112 10,198,811

無形固定資産   

ソフトウエア 341,987 370,529

その他 34,468 34,819

無形固定資産合計 376,456 405,348

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,312,986 4,202,953

長期前払費用 238,283 242,909

その他 27,885 27,885

投資その他の資産合計 4,579,155 4,473,748

固定資産合計 15,431,724 15,077,909

資産合計 16,469,139 16,956,612
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 62,238 78,379

短期借入金 1,200,000 1,500,000

未払金 404,590 422,545

未払費用 187,231 182,667

未払法人税等 117,047 310,952

未払事業所税 19,754 36,231

未払消費税等 40,414 78,950

前受金 540,333 467,795

預り金 22,540 25,621

賞与引当金 105,017 96,381

役員賞与引当金 14,850 29,700

商品割引券引当金 761 2,145

その他 1,772 1,806

流動負債合計 2,716,552 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 39,818 16,700

繰延税金負債 10,146 8,461

その他 6,500 6,500

固定負債合計 8,856,465 8,831,661

負債合計 11,573,017 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 1,120,200 1,120,200

利益剰余金 2,355,721 2,351,374

株主資本合計 4,896,121 4,891,774

純資産合計 4,896,121 4,891,774

負債純資産合計 16,469,139 16,956,612
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,678,137

売上原価 5,691,705

売上総利益 986,431

販売費及び一般管理費 669,414

営業利益 317,016

営業外収益  

受取利息 17,001

その他 2,222

営業外収益合計 19,223

営業外費用  

支払利息 95,229

その他 2,712

営業外費用合計 97,942

経常利益 238,297

税引前四半期純利益 238,297

法人税、住民税及び事業税 103,995

法人税等調整額 15,954

法人税等合計 119,950

四半期純利益 118,347
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 238,297

減価償却費 397,162

貸倒引当金の増減額（△は減少） △700

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,636

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,850

受取利息及び受取配当金 △17,001

支払利息 95,229

売上債権の増減額（△は増加） 3,861

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,757

仕入債務の増減額（△は減少） △16,140

未払金の増減額（△は減少） △32,162

未払費用の増減額（△は減少） 3,428

前受金の増減額（△は減少） 72,538

未払消費税等の増減額（△は減少） △38,536

預り金の増減額（△は減少） △3,080

その他 △9,214

小計 668,710

利息及び配当金の受取額 5,396

利息の支払額 △94,094

法人税等の支払額 △295,854

営業活動によるキャッシュ・フロー 284,157

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 △633,151

無形固定資産の取得による支出 △14,688

敷金及び保証金の差入による支出 △142,000

敷金及び保証金の回収による収入 43,907

その他 23,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △722,813

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △300,000

配当金の支払額 △114,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △414,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △852,655

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 406,700
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　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。

－ 8 －
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日）

区分 金額（千円）
百分比　　

　（％）

Ⅰ　売上高  6,448,820 100.0

Ⅱ　売上原価  5,123,922 79.5

売上総利益  1,324,898 20.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  563,772 8.7

営業利益  761,126 11.8

Ⅳ　営業外収益  18,574 0.3

Ⅴ　営業外費用  101,618 1.6

経常利益  678,081 10.5

　　税引前中間純利益  678,081 10.5

　　法人税、住民税及び事業税 294,533   

法人税等調整額 △6,859 287,673 4.4

中間純利益  390,407 6.1

－ 9 －
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年4月1日
至　平成19年9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  

税引前中間純利益 678,081

減価償却費　 326,101

固定資産除却損　 1,351

貸倒引当金の増減額　 △500

賞与引当金の増減額　 7,855

役員賞与引当金の増減額　 △14,800

役員退職慰労引当金の増減額 　　　　　　　　　　　　　　　－

受取利息及び受取配当金　 △16,538

支払利息　 95,107

売上債権の増減額　 14,482

たな卸資産の増減額　 △7,153

仕入債務の増減額　 △31,460

未払金の増減額　 △49,795

未払費用の増減額　 △14,207

前受金の増減額　 60,607

未払消費税等の増減額　 △2,772

預り金の増減額　 495

その他　 △17,938

小計 1,028,917

利息及び配当金の受取額　 3,059

利息の支払額　 △94,349

法人税等の支払額　 △126,335

営業活動によるキャッシュ・フロー 811,292

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 △389,532

　無形固定資産の取得による支出　 △104,501

敷金保証金の差入による支出　 △159,060

敷金保証金の回収による収入　 38,365

その他　 △19,395

投資活動によるキャッシュ・フロー △634,124

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額　 △500,000

長期借入れによる収入 　　　　　　　　　　　　　　　－

長期借入金返済による支出 　　　　　　　　　　　　　　　－

財務活動によるキャッシュ・フロー △500,000

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △322,832

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中間期末残高 784,601

－ 10 －
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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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日）

前年同期比（％）

フィットネス部門合計 4,543,152 +4.9　

 スイミングスクール 598,663 +6.3　

 テニススクール 536,653 +3.2　

 その他スクール 226,875 +20.0　

スクール部門合計 1,362,191 +7.1　

プロショップ部門 436,582 △17.1　

その他の収入（注）２ 336,209 +5.3　

売上高合計 6,678,137 +3.6　

　（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２四半期会計期間末
（平成20年９月30日現在）

前年同期比（％）

フィットネス部門合計 96,589 +11.0

 スイミングスクール 17,936 +6.4

 テニススクール 11,280 +1.0

 その他スクール 5,068 +21.3

スクール部門合計 34,284 +6.5

合計 130,873 +9.8

　（注）１．平成20年９月30日現在、在籍されている会員数です。
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