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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,177 ― 598 ― 479 ― 253 ―

20年3月期第3四半期 9,680 0.5 1,066 6.9 919 11.9 530 17.7

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3四半期 66.60 66.57
20年3月期第3四半期 167.98 ―

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3四半期 16,573 4,984 30.0 1,308.91
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3四半期  4,973百万円 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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  3,800,000株 20年3月期第3四半期  3,157,090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、２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３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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、景気の減速傾向は一層強まり、企業収益の悪化並びに景気の

後退がより鮮明となりました。 

 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、賃金の伸び悩みや雇用情勢の急速な悪化の影響を受け、消費者マインドは

悪化する等、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。 

 当社は、新規入会者獲得に向けて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、販

売促進活動を強化してまいりました。景気後退による消費者マインドの悪化等の影響もあり、会員構成割合が廉価商

品に傾いたため、会費単価は前年を下回りました。一方、10月以降の急速な景気の落ち込みを受けて、入会者の獲得

は厳しい状況にありましたが、高い顧客満足度を維持しつつ、積極的な販売促進活動を行ったことにより、既存店の

会員数は前年同期比1.7％増（平成20年12月31日現在）となり、前年を維持して推移いたしました。その他、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）」、10月に「メガロスガーデン浜松店（静岡県

浜松市東区）」を新規オープンし、店舗数は平成20年12月31日現在、首都圏に20店舗、静岡県に１店舗、愛知県に１

店舗、合計22店舗となりました。その他、３月に新規出店を予定している「メガロス鷺沼店（神奈川県川崎市宮前

区）」のオープン前募集も開始いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は10,177百万円（前年同期比5.1％増）、経常利益は479百万円（前年

同期比47.9％減）、四半期純利益253百万円（前年同期比52.3％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」、「メガロスガーデン浜松店」及び「メガロス

鷺沼店」の新規出店による開業経費の計上、内部統制強化に伴う経費の増加、及び新店の開業直後の負担が大きな要

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 

  総資産は16,573百万円となり、前事業年度末に比べ383百万円減少いたしました。これは主に、新規出店投資に

伴う有形固定資産及び投資その他の資産の増加等により、固定資産が149百万円増加した一方で、現金及び預金が

減少したこと等により、流動資産が532百万円減少したことによるものであります。 

  総負債は11,589百万円となり、前事業年度末に比べ475百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金の返

済、未払法人税等が減少したこと等によるものであります。 

  純資産は4,984百万円となり、前事業年度末に比べ92百万円増加いたしました。これは主に、四半期純利益を計

上する一方で、前事業年度決算に係る期末配当金及び当事業年度決算に係る中間配当金により利益剰余金が減少し

たこと等によるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）における現金及び現金同等物の残高は、619百万円となり、前事

業年度末と比較して639百万円の減少となりました。 

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、590百万円の資金の増加となりました。これは主に、税引前四半期

純利益、減価償却費を計上したこと、法人税等を支払ったこと等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」は、759百万円の資金の減少となりました。これは主に、有形固定資産

を取得したこと、敷金及び保証金を差入れたこと等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」は、471百万円の資金の減少となりました。これは、短期借入金を返済

したこと、前事業年度決算に係る期末配当金及び当事業年度決算に係る中間配当金を支払ったことによるものであ

ります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

   平成21年３月期の業績予想は、平成20年10月29日の公表数値から変更いたしておりません。 
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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３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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1,063千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３四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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 619,672 1,259,356

売掛金 74,584 89,353

商品 192,979 135,834

前払費用 396,850 296,033

繰延税金資産 58,834 92,747

その他 8,148 11,777

貸倒引当金 △5,200 △6,400

流動資産合計 1,345,869 1,878,703

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,353,911 11,041,239

減価償却累計額 △2,021,423 △1,592,053

建物（純額） 9,332,488 9,449,185

構築物 396,195 375,348

減価償却累計額 △149,587 △127,124

構築物（純額） 246,608 248,224

車両運搬具 9,942 －

減価償却累計額 △2,485 －

車両運搬具（純額） 7,457 －

工具、器具及び備品 737,378 661,022

減価償却累計額 △477,611 △395,243

工具、器具及び備品（純額） 259,766 265,779

建設仮勘定 460,226 235,622

有形固定資産合計 10,306,547 10,198,811

無形固定資産   

ソフトウエア 321,468 370,529

その他 34,024 34,819

無形固定資産合計 355,492 405,348

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,303,409 4,202,953

長期前払費用 234,261 242,909

その他 27,885 27,885

投資その他の資産合計 4,565,557 4,473,748

固定資産合計 15,227,597 15,077,909

資産合計 16,573,467 16,956,612
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 101,203 78,379

短期借入金 1,200,000 1,500,000

未払金 373,329 422,545

未払費用 269,958 182,667

未払法人税等 99,378 310,952

未払事業所税 30,515 36,231

未払消費税等 76,425 78,950

前受金 437,365 467,795

預り金 75,066 25,621

賞与引当金 48,573 96,381

役員賞与引当金 22,275 29,700

商品割引券引当金 323 2,145

その他 1,771 1,806

流動負債合計 2,736,186 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 6,889 8,461

その他 6,500 6,500

固定負債合計 8,853,208 8,831,661

負債合計 11,589,394 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 2,433,488 2,351,374

株主資本合計 4,973,888 4,891,774

新株予約権 10,183 －

純資産合計 4,984,072 4,891,774

負債純資産合計 16,573,467 16,956,612
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,177,766

売上原価 8,580,951

売上総利益 1,596,814

販売費及び一般管理費 998,575

営業利益 598,239

営業外収益  

受取利息 24,805

その他 3,346

営業外収益合計 28,151

営業外費用  

支払利息 142,362

その他 4,374

営業外費用合計 146,737

経常利益 479,653

税引前四半期純利益 479,653

法人税、住民税及び事業税 194,197

法人税等調整額 32,341

法人税等合計 226,539

四半期純利益 253,114
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 479,653

減価償却費 604,241

固定資産除却損 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,200

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,808

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,425

受取利息及び受取配当金 △24,805

支払利息 142,362

売上債権の増減額（△は増加） 14,768

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,144

仕入債務の増減額（△は減少） 22,824

未払金の増減額（△は減少） △16,829

未払費用の増減額（△は減少） 39,022

前受金の増減額（△は減少） △30,430

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,525

預り金の増減額（△は減少） 49,445

その他 △88,844

小計 1,075,317

利息及び配当金の受取額 6,074

利息の支払額 △94,094

法人税等の支払額 △396,322

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,975

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 △682,938

無形固定資産の取得による支出 △17,296

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 59,455

その他 23,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △759,660

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 △171,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △639,684

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 619,672
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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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 
百分比  

（％） 

Ⅰ 売上高   9,680,712 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,741,943 80.0 

売上総利益   1,938,768 20.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   872,025 9.0 

営業利益   1,066,742 11.0 

Ⅳ 営業外収益   27,145 0.3 

Ⅴ 営業外費用   174,025 1.8 

経常利益   919,862 9.5 

  税引前四半期純利益   919,862 9.5 

  法人税、住民税及び事業税 365,435     

法人税等調整額 24,079 389,514 4.0 

四半期純利益   530,348 5.5 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 919,862 

減価償却費  509,579 

固定資産除却損  1,604 

貸倒引当金の増減額 △1,000

賞与引当金の増減額 △42,248

役員賞与引当金の増減額  △8,200

役員退職慰労引当金の増減額               －

受取利息及び受取配当金  △24,511

支払利息  142,273 

売上債権の増減額  21,640 

たな卸資産の増減額 △13,300

仕入債務の増減額  11,772 

未払金の増減額  △55,576

未払費用の増減額  △1,470

前受金の増減額  △31,395

未払消費税等の増減額  26,564 

預り金の増減額  27,382 

その他  △84,586

小計 1,398,391 

利息及び配当金の受取額  3,270 

利息の支払額  △102,084

法人税等の支払額  △281,629

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,017,948 

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 △605,265

 無形固定資産の取得による支出  △146,541

敷金保証金の差入による支出  △268,998

敷金保証金の回収による収入  54,565 

その他  △26,770

投資活動によるキャッシュ・フロー △993,009 

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 △900,000

長期借入れによる収入               －

長期借入金返済による支出                － 

株式発行による収入 1,179,900 

財務活動によるキャッシュ・フロー 279,900 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 304,838 

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３四半期末残高 1,412,273 
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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） 

 （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） 

 （注）１．平成20年12月31日現在、在籍されている会員数です。 

  

 部 門 
 当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門合計 6,920,603 +6.5  

 スイミングスクール 921,255 +6.7  

 テニススクール 826,856 +5.5  

 その他スクール 357,640 +24.1  

スクール部門合計 2,105,753 +8.8  

プロショップ部門 652,912 △15.3  

その他の収入（注）２ 498,497 +4.2  

売上高合計 10,177,766 +5.1  

 部 門 
当第３四半期会計期間末 
（平成20年12月31日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門合計 96,292 +9.6 

 スイミングスクール 18,647 +9.7 

 テニススクール 11,830 +11.8 

 その他スクール 5,533 +29.5 

スクール部門合計 36,010 +13.0 

合計 132,302 +10.5 
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