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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 35,749 ― 1,007 ― 831 ― 472 ―

20年3月期第3四半期 34,384 2.0 1,065 △58.0 1,173 △52.6 508 △58.8

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 41.36 41.27
20年3月期第3四半期 44.92 44.54

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 42,131 12,997 30.8 1,132.88
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3四半期  12,989百万円 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  

（注）21年3月期第2四半期末配当金の内訳 普通配当8円50銭 記念配当4円00銭  

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 ― 12.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 17.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 47,840 4.5 750 △31.6 570 △50.6 260 △40.3 22.74

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．本資料に記載されている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3四半期  11,466,300株 20年3月期  11,349,100株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  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3四半期  11,416,275株 20年3月期第3四半期  11,322,163株



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機による世界的な景気減速と急激な円高・株安の影

響を受けて、輸出関連企業を中心に企業収益は大幅に減少し、雇用情勢も急速に悪化するなど、日を追うごとに景気

後退が顕著になってまいりました。 

 当フィットネス業界は、個人消費の冷え込みに加え、嗜好の多様化から企業間の競争はますます激化する未曾有の

経営環境にありました。 

 このような厳しい環境の中、当社グループは『０歳から一生涯の健康づくりに貢献する』という経営理念のもと、

創業の原点に立ち返り、お客様に“安心・安全・信頼”というサービスを提供するクラブ運営に取り組んでまいりま

した。当第３四半期累計期間の出店につきましては、ウェルネスクラブを中心に直営５店舗を新規にオープン、また

業務受託２ヶ所の運営を開始いたしました。退店につきましては、直営３店舗の営業と業務受託３ヶ所の運営を終了

いたしました。この結果、当第３四半期末の店舗数は直営113店舗、業務受託43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、スクール会員の入会は好調だったものの、フィットネス会員の入会は依然として厳しい状況

が続き、既存店舗の在籍会員数は前年を下回った状態で停滞しております。また、新規店舗は会員数の伸びが緩やか

な上昇カーブで推移しており、収益に貢献する時期は来期以降と予想しております。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は35,749百万円（前年同期比4.0％増）、連結営業利益は1,007百

万円（前年同期比5.4％減）、連結経常利益は831百万円（前年同期比29.1％減）、連結四半期純利益は472百万円

（前年同期比7.1％減）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、新規店舗の増収、既存店舗の会費値上げ効果等で、売上高は30,976百万円

（前年同期比4.4％増）となりましたが、営業利益は水道光熱費等の売上原価上昇、また新規店舗の立ち上りの遅

れなどが収益を圧迫し、1,139百万円（前年同期比29.3％減）となりました。 

② 物販事業は、施設利用者の増加等で販売は順調に推移し、売上高は2,759百万円（前年同期比1.5％増）、営業利

益は619百万円（前年同期比4.4％増）となりました。 

③ その他の事業は、旅行事業、施設管理事業などで、売上高2,013百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益162百万

円（前年同期比20.2％増）となりました。 

 なお、前年同期比につきましては、当連結会計年度より会計基準が変更されているため、参考として記載して

おります。 

   

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期末における資産合計は前連結会計年度末に比べ1,591百万円増加し、42,131百万円となりました。その

主な要因は、現金及び預金が増加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1,409百万円増加し、29,133百万円となりました。その主な要因は、長期借入

金が増加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181百万円増加し、12,997百万円となりました。その主な要因は、利益剰余

金が増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は30.8％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期累計期間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1,523百

万円増加し、5,262百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は2,431百万円の収入となりました。これは前受金の増加497百万円、税金

等調整前四半期純利益782百万円、減価償却費1,258百万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1,881百万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1,558百万円、長期貸付けによる支出212百万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984百万円の収入となりました。これは長期借入金の増加4,468百万円、

短期借入金の減少3,023百万円、社債の償還による支出300百万円等によるものです。 

   



 世界的不況の流れのなか、当社グループを取り巻く事業環境は、さらに厳しい状況が続くものと予想されますが、

効率運営を徹底し安定した収益を確保できる体制の構築に努めてまいります。 

 なお、連結業績予想につきましては、平成20年11月10日付「平成21年３月期第２四半期決算短信」において発表し

ました業績予想から変更しておりません。 

   

 該当事項はありません。  

   

１．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。 

２．四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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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、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。

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,292,552 3,768,585

受取手形及び売掛金 680,011 573,479

商品 616,577 477,241

貯蔵品 16,441 17,896

その他 1,480,777 1,938,054

貸倒引当金 △9,393 △9,981

流動資産合計 8,076,967 6,765,275

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,631,726 22,389,270

工具、器具及び備品 5,325,767 5,282,520

土地 7,195,791 7,243,863

その他 74,752 86,822

減価償却累計額 △16,238,343 △15,222,444

有形固定資産合計 19,989,695 19,780,033

無形固定資産 347,684 334,034

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,411,405 12,308,516

その他 1,377,529 1,473,898

貸倒引当金 △71,643 △121,318

投資その他の資産合計 13,717,292 13,661,095

固定資産合計 34,054,672 33,775,163

資産合計 42,131,639 40,540,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 315,499 226,657

短期借入金 1,000,000 4,000,000

1年内返済予定の長期借入金 6,686,487 6,198,307

賞与引当金 299,828 639,040

役員賞与引当金 21,429 17,290

前受金 2,624,449 2,133,985

その他 2,954,202 3,092,354

流動負債合計 13,901,894 16,307,634

固定負債   

長期借入金 14,401,448 10,449,006

役員退職慰労引当金 124,490 124,490

その他 705,815 842,860

固定負債合計 15,231,753 11,416,356

負債合計 29,133,648 27,723,990



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,261,170 2,212,766

資本剰余金 2,273,042 2,224,756

利益剰余金 8,493,168 8,318,873

自己株式 △232 △232

株主資本合計 13,027,148 12,756,163

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,357 28,326

為替換算調整勘定 △47,692 24,265

評価・換算差額等合計 △37,334 52,592

少数株主持分 8,177 7,691

純資産合計 12,997,991 12,816,447

負債純資産合計 42,131,639 40,540,438



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 35,749,219

売上原価 32,464,685

売上総利益 3,284,533

販売費及び一般管理費 2,277,035

営業利益 1,007,498

営業外収益  

補助金収入 50,380

持分法による投資利益 36,056

その他 121,794

営業外収益合計 208,231

営業外費用  

支払利息 318,652

その他 65,400

営業外費用合計 384,053

経常利益 831,677

特別利益  

貸倒引当金戻入額 24,790

関連会社持分売却益 38,440

収用補償金 27,883

特別利益合計 91,115

特別損失  

固定資産除却損 7,829

店舗閉鎖損失 50,133

投資有価証券評価損 13,622

ゴルフ会員権評価損 10,300

減損損失 58,195

特別損失合計 140,080

税金等調整前四半期純利益 782,712

法人税、住民税及び事業税 114,869

法人税等調整額 195,068

法人税等合計 309,937

少数株主利益 485

四半期純利益 472,288



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 782,712

減価償却費 1,258,248

賞与引当金の増減額（△は減少） △339,212

支払利息 318,652

未払消費税等の増減額（△は減少） 249,519

前受金の増減額（△は減少） 497,188

その他 △148,398

小計 2,618,711

利息の支払額 △328,491

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 58,484

その他 82,347

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,431,052

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 △1,558,145

関連会社持分の売却による収入 155,430

敷金及び保証金の差入による支出 △446,159

敷金及び保証金の回収による収入 343,270

長期貸付けによる支出 △212,602

その他 △163,398

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,881,604

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 6,500,000

短期借入金の返済による支出 △9,523,205

長期借入れによる収入 10,050,000

長期借入金の返済による支出 △5,581,810

社債の償還による支出 △300,000

株式の発行による収入 96,690

配当金の支払額 △256,817

財務活動によるキャッシュ・フロー 984,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,523,967

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 5,262,552



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  34,384,262

Ⅱ 売上原価  30,747,812

売上総利益  3,636,449

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,571,421

営業利益  1,065,028

Ⅳ 営業外収益  363,384

Ⅴ 営業外費用  255,308

経常利益  1,173,103

Ⅵ 特別利益  26,079

Ⅶ 特別損失  274,772

税金等調整前四半期純利益  924,411

税金費用  416,327

少数株主持分損益 △523

四半期純利益  508,607



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（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      

税金等調整前四半期純利益   924,411

減価償却費  1,051,549

支払利息   234,541

賞与引当金の増加額 △288,964

減損損失  235,915

前受金の増加額（減少：△）  △1,793,315

その他  △733,654

小計 △369,514

利息の支払額  △255,876

法人税等の支払額  △1,126,500

その他   358,167

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,393,724

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  △3,274,305

敷金・差入保証金の差入による支出  △734,538

敷金・差入保証金の回収による収入   515,649

その他  △133,295

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,626,490

Ⅲ 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   14,850,000

短期借入金の返済による支出  △13,150,000

長期借入れによる収入   7,850,000

長期借入金の返済による支出  △4,869,260

株式の発行による収入   53,405

配当金の支払額  △396,080

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,338,064

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,662

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △685,813

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  3,018,736
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