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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 13,593 6.0 790 △34.6 627 △37.6 323 △42.5

20年3月期 12,823 1.1 1,210 10.2 1,004 15.9 563 19.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 85.22 85.09 6.5 3.6 5.8
20年3月期 169.91 ― 14.0 6.1 9.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 17,485 5,055 28.8 1,327.52
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  5,044百万円 20年3月期  4,891百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 956 △1,553 96 758
20年3月期 1,412 △1,738 478 1,259

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 114 17.7 2.6
21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 114 35.2 2.3

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 34.5

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

7,050 5.6 190 △40.1 90 △62.2 50 △57.8 13.15

通期 14,150 4.1 600 △24.1 400 △36.2 220 △32.1 57.89

－ 1 －



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、19ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  ―株 20年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  （将来に関する記述等についてのご注意） 
   本資料に掲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可能性があります。 
   業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

－ 2 －
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,259,356 758,343

売掛金 89,353 96,952

商品 135,834 165,794

前払費用 296,033 319,374

繰延税金資産 92,747 89,913

その他 11,777 7,582

貸倒引当金 △6,400 △7,400

流動資産合計 1,878,703 1,430,561

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,041,239 12,451,011

減価償却累計額 △1,592,053 △2,173,686

建物（純額） 9,449,185 10,277,324

構築物 375,348 413,967

減価償却累計額 △127,124 △156,673

構築物（純額） 248,224 257,293

車両運搬具 － 9,942

減価償却累計額 － △3,728

車両運搬具（純額） － 6,214

工具、器具及び備品 661,022 786,738

減価償却累計額 △395,243 △508,309

工具、器具及び備品（純額） 265,779 278,428

リース資産 － 295,889

減価償却累計額 － △32,496

リース資産（純額） － 263,393

建設仮勘定 235,622 88,987

有形固定資産合計 10,198,811 11,171,642

無形固定資産   

ソフトウエア 370,529 299,610

その他 34,819 33,978

無形固定資産合計 405,348 333,589

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,202,953 4,306,357

長期前払費用 242,909 230,239

その他 27,885 13,500

投資その他の資産合計 4,473,748 4,550,097

固定資産合計 15,077,909 16,055,329

資産合計 16,956,612 17,485,890

－ 10 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 78,379 73,348

短期借入金 1,500,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 － 2,000,000

リース債務 － 60,423

未払金 422,545 393,190

未払費用 182,667 202,015

未払法人税等 310,952 204,159

未払事業所税 36,231 41,004

未払消費税等 78,950 4,282

前受金 467,795 455,941

預り金 25,621 25,770

賞与引当金 96,381 85,716

役員賞与引当金 29,700 19,400

商品割引券引当金 2,145 642

その他 1,806 1,759

流動負債合計 3,233,177 4,767,654

固定負債   

長期借入金 8,800,000 7,400,000

リース債務 － 218,561

受入敷金保証金 16,700 39,818

繰延税金負債 8,461 4,325

その他 6,500 －

固定負債合計 8,831,661 7,662,705

負債合計 12,064,838 12,430,359

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 2,349,234 2,502,071

利益剰余金合計 2,351,374 2,504,211

株主資本合計 4,891,774 5,044,611

新株予約権 － 10,919

純資産合計 4,891,774 5,055,531

負債純資産合計 16,956,612 17,485,890

－ 11 －
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

フィットネス売上高 11,828,781 12,738,689

商品売上高 994,504 855,189

売上高合計 12,823,286 13,593,879

売上原価   

フィットネス営業原価 9,745,719 10,891,116

商品売上原価   

商品期首たな卸高 154,257 135,834

当期商品仕入高 673,749 647,065

合計 828,006 782,900

他勘定振替高 ※1  23,455 ※1  27,977

商品期末たな卸高 135,834 ※2  165,794

商品売上原価 668,716 589,128

売上原価合計 10,414,436 11,480,244

売上総利益 2,408,850 2,113,634

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 85,966 84,816

役員報酬 82,800 90,000

役員賞与引当金繰入額 29,700 19,400

従業員給与賞与 415,805 469,982

賞与引当金繰入額 6,892 3,136

株式報酬費用 － 10,919

福利厚生費 102,511 109,445

旅費及び交通費 30,560 40,845

通信運搬費 19,256 18,912

器具・備品費 99,784 98,323

委託顧問費 133,864 169,787

不動産関連費 71,599 74,061

減価償却費 24,000 31,936

租税公課 38,784 43,794

貸倒引当金繰入額 6,400 7,400

貸倒損失 1,378 1,111

商品割引券引当金繰入額 2,145 －

その他 47,400 48,855

販売費及び一般管理費合計 1,198,849 1,322,728

営業利益 1,210,000 790,905

－ 12 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 33,659 32,745

違約金収入 6,493 －

その他 6,539 3,864

営業外収益合計 46,692 36,610

営業外費用   

支払利息 188,461 193,833

固定資産除却損 ※3  26,988 646

その他 ※4  36,496 6,016

営業外費用合計 251,946 200,495

経常利益 1,004,746 627,020

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 14,385

特別損失合計 － 14,385

税引前当期純利益 1,004,746 612,634

法人税、住民税及び事業税 442,804 290,098

法人税等調整額 △1,667 △1,302

法人税等合計 441,136 288,796

当期純利益 563,610 323,837

－ 13 －
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 825,000 1,420,200

当期変動額   

新株の発行 595,200 －

当期変動額合計 595,200 －

当期末残高 1,420,200 1,420,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 525,000 1,120,200

当期変動額   

新株の発行 595,200 －

当期変動額合計 595,200 －

当期末残高 1,120,200 1,120,200

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,140 2,140

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,140 2,140

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,785,624 2,349,234

当期変動額   

剰余金の配当 － △171,000

当期純利益 563,610 323,837

当期変動額合計 563,610 152,837

当期末残高 2,349,234 2,502,071

利益剰余金合計   

前期末残高 1,787,764 2,351,374

当期変動額   

剰余金の配当 － △171,000

当期純利益 563,610 323,837

当期変動額合計 563,610 152,837

当期末残高 2,351,374 2,504,211

株主資本合計   

前期末残高 3,137,764 4,891,774

当期変動額   

新株の発行 1,190,400 －

剰余金の配当 － △171,000

当期純利益 563,610 323,837

当期変動額合計 1,754,010 152,837

当期末残高 4,891,774 5,044,611

－ 15 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 10,919

当期変動額合計 － 10,919

当期末残高 － 10,919

純資産合計   

前期末残高 3,137,764 4,891,774

当期変動額   

新株の発行 1,190,400 －

剰余金の配当 － △171,000

当期純利益 563,610 323,837

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 10,919

当期変動額合計 1,754,010 163,757

当期末残高 4,891,774 5,055,531

－ 16 －
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,004,746 612,634

減価償却費 704,501 854,599

ゴルフ会員権評価損 － 14,385

固定資産除却損 12,193 646

貸倒引当金の増減額（△は減少） △500 1,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,881 △10,665

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,700 △10,300

受取利息及び受取配当金 △33,659 △32,745

支払利息 188,461 193,833

売上債権の増減額（△は増加） 10,222 △7,599

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,422 △29,959

仕入債務の増減額（△は減少） △7,247 △5,030

未払金の増減額（△は減少） △10,925 6,590

未払費用の増減額（△は減少） △20,291 18,103

前受金の増減額（△は減少） 49,635 △11,854

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,850 △74,668

預り金の増減額（△は減少） △16,238 149

その他 △32,819 15,919

小計 1,873,931 1,535,040

利息及び配当金の受取額 9,549 10,491

利息の支払額 △189,046 △192,588

法人税等の支払額 △282,165 △396,450

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,412,269 956,492

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 △1,243,596 △1,479,454

無形固定資産の取得による支出 △223,024 △17,897

敷金及び保証金の差入による支出 △343,826 △171,994

敷金及び保証金の回収による収入 87,262 92,472

その他 △15,310 23,124

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,738,496 △1,553,749

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） △1,500,000 △300,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △32,755

長期借入れによる収入 800,000 600,000

株式の発行による収入 1,178,149 －

配当金の支払額 － △171,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 478,149 96,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,922 △501,012

現金及び現金同等物の期首残高 1,107,434 1,259,356

現金及び現金同等物の期末残高 1,259,356 758,343

－ 17 －
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（５）継続企業の前提に関する注記

　  　　　該当事項はありません。

－ 18 －
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（６）重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

主に個別法に基づく原価法

商品

総平均法に基づく原価法

 　　　　　　────── （会計方針の変更）

  たな卸資産評価基準及び評価方法

  　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、当事業年度より「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、当事業年度の営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益はそれぞれ302千

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、当事業年度よ

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、

この変更による当事業年度の損益に与える

影響額は軽微であります。

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

建物　　　定額法

建物以外　定率法

　なお、主な耐用年数は下記のとおり

であります。

建物及び構築物・・・３～47年

工具器具備品・・・・２～15年

 (会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。これにより、従来の方法によった

場合に比べて営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が6,279千円減少しており

ます。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

建物　　　定額法

建物以外　定率法

　なお、主な耐用年数は下記のとおり

であります。

建物及び構築物・・・２～47年

工具器具備品・・・・２～20年　

　　　　　　　──────
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (追加情報)

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。この変更に伴い、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。

　　　　　　　──────

 (2) 無形固定資産

 　　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

　　　　　　同左

 　　　　　　────── (3) リース資産(所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産)

　リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。

 　　　　　　────── （会計方針の変更）

  リース取引に関する会計基準

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりましたが、

当事業年度より、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号　平成５年

６月17日）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号　平成６年１月18日）を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。この変更により、営業

利益は1,849千円増加し、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ1,497千円減少

しております。

５．繰延資産の処理方法  株式交付費

 支出時に全額費用処理しております。

　　　　　　──────
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

事業年度の負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

 (3) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

同左

 (4) 商品割引券引当金

　将来の商品割引券の使用による費用発

生に備えるため、当事業年度末において

将来利用されることにより見込まれる費

用発生額を計上しております。

(4) 商品割引券引当金

同左

   

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

──────　

８．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

条件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 (3) ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

(3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、有効性の判定を省略して

おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

同左
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（７）注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．他勘定振替高は、主としてフィットネス営業原価に

振り替えたものであります。

※１．　　　　　　　　 同左

  

※２.　　　　　　　────── ※２. 期末たな卸高は収益性の低下に伴う、簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。

 302千円

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３.              ──────

建物 328千円

工具器具備品 2,247千円

ソフトウェア 24,412千円

計 26,988千円

 

 ※４．営業外費用のその他の内訳は、次のとおりでありま

す。

株式交付費 12,250千円

株式上場費用 16,182千円

その他 8,064千円

計 36,496千円

 　

　  

  

      

 

 ※４．　　　　　　 ──────
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 7,500 3,792,500 － 3,800,000

（注）普通株式の発行済株式総数の増加3,792,500株は、株式分割による増加2,992,500株、公募増資による増加800,000株

であります。

２．自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

　　　　　　　　該当事項はありません。

　　　　　４．配当に関する事項

　　　　　　(1) 配当金支払額

　　　　　　　　該当事項はありません。

　　　　　　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 114 30 平成20年３月31日 平成20年６月25日 利益剰余金

 

　　　　当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　　　　　１．発行済株式の種類及び総数並びに株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,800,000 － － 3,800,000

　　　　　２．自己株式に関する事項

　　　　　　　　該当事項はありません。

　　　　　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　　　　　　　新株予約権の当事業年度末残高　　　10,919千円

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 114 30 平成20年３月31日 平成20年６月25日 利益剰余金

平成20年10月29日

取締役会
普通株式 57 15 平成20年９月30日 平成20年12月12日 利益剰余金
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 　　　　　 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　　　　　　　　次のとおり、付議いたします。

 
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月24日

定時株主総会
普通株式 57  利益剰余金 15 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成20年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成21年３月31日）

現金及び預金 1,259,356千円

現金及び現金同等物 1,259,356千円

現金及び預金      758,343千円

現金及び現金同等物      758,343千円
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(リース取引関係)

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（有価証券関係）

　　　　前事業年度（平成20年３月31日現在)

 　　　　 該当事項はありません。

　　　　当事業年度（平成21年３月31日現在)

 　　　　 該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。

１．取引の内容

同左

２．取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利変動リスクを回避す

る目的に限定しており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

２．取引に対する取組方針

同左

３．取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引利用は、資金調達に伴い発生

する負債について、将来発生する金利等の変動リスクを

回避する目的で利用しております。

３．取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

③　有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

有効性の判定を省略しております。

③　有効性評価の方法

同左

４．取引に係るリスクの内容

　当社の利用するデリバティブ取引は、金利変動等から

生じる市場リスクを有しております。

　当社が行っているデリバティブ取引の契約先は、信用

力の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行によ

るリスクは、ほとんどないと考えております。

４．取引に係るリスクの内容

同左

　

５．取引に関するリスク管理体制

　デリバティブ取引は、社内管理規程に基づき、取締役

会の承認を得たうえで実施し、経理部が管理を行ってお

ります。

５．取引に関するリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップを行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象か

ら除いております。

当事業年度（平成21年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップを行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象か

ら除いております。

（退職給付関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　      １．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

　　　　　　販売費及び一般管理費　　　10,919千円

 

　　　　２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　（１）ストック・オプションの内容

 
株式会社メガロス　

2008年度第１回新株予約権
株式会社メガロス　

2008年度第２回新株予約権　

　付与対象者の区分及び人数　 取締役　３名　 　取締役３名、従業員14名

　株式の種類別のストック・オプショ
　
　ンの付与数（注）

普通株式　16,400株　 普通株式　32,000株　

　付与日 平成20年12月１日　 同　左　

　権利確定条件 権利確定条件は付されていません。 同　左　

　対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同　左　

 権利行使期間
自　平成21年12月１日

至　平成26年11月30日

自　平成22年12月１日

至　平成27年11月30日

　（注）株式数に換算して記載しております。　

　　　　　（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　　　　　　当事業年度（平成21年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

　　　　　　　①ストック・オプションの数

 
株式会社メガロス　

2008年度第１回新株予約権
株式会社メガロス　

2008年度第２回新株予約権　

　権利確定前　　　　　　　（株）   

　　前事業年度末 ― ―

　　付与 16,400 32,000

　　失効 ― ―

　　権利確定 16,400 ―

　　未確定残 ― 32,000

　権利確定後　　　　　　　（株）   

　　前事業年度末 ― ―

　　権利確定 16,400 ―

　　権利行使 ― ―

　　失効 ― ―

　　未行使残 16,400 ―
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　　　　　　　②単価情報

 
株式会社メガロス　

2008年度第１回新株予約権
株式会社メガロス　

2008年度第２回新株予約権　

　権利行使価格　　　　　　（円） 1 740

　行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

　付与日における公正な評価単価（円） 606 184

　      ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　　　　　当事業年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおり

であります。　

　　　　　　　①使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ式　

　　　　　　　②主な基礎数値及び見積方法

 
株式会社メガロス　

2008年度第１回新株予約権
株式会社メガロス　

2008年度第２回新株予約権　

　株価変動性　　　　　（注）１ 　45.3％ 　　45.3％

　予想残存期間　　　　（注）２ 3.5年 4.5年

　予想配当　　　　　　（注）３ 30円/株 30円/株

　無リスク利子率　　　（注）４ 0.734％ 　0.836％

　　　　　　　（注）１．平成19年11月９日より平成20年12月１日までの株価実績に基づき算定しております。

　　　　　　　　　　２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点におい

て行使されるものと推定して見積もっております。

　　　　　　　　　　３．平成20年３月期の配当実績によっております。

　　　　　　　　　　４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　      ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　　　　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（流動の部）  

繰延税金資産  

賞与引当金 39,227千円

未払事業税 26,911千円

未払事業所税 14,746千円

一括償却資産限度超過額 1,561千円

その他 10,300千円

繰延税金資産合計 92,747千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産の純額 92,747千円

（固定の部）  

繰延税金資産  

一括償却資産限度超過額 527千円

役員退職慰労金 2,645千円

繰延税金資産合計 3,173千円

繰延税金負債  

建設協力金評価差額 11,634千円

繰延税金負債合計 11,634千円

繰延税金負債の純額 8,461千円

（流動の部）  

繰延税金資産  

賞与引当金       34,886千円

未払事業税       19,669千円

未払事業所税       16,688千円

一括償却資産限度超過額      1,421千円

役員退職慰労金　 2,645千円

その他       14,602千円

繰延税金資産合計       89,913千円

繰延税金負債合計  －千円

繰延税金資産の純額       89,913千円

（固定の部）  

繰延税金資産  

一括償却資産限度超過額    894千円

ゴルフ会員権評価損　 5,854千円

その他      4,140千円

繰延税金資産合計      10,889千円

繰延税金負債  

建設協力金評価差額       15,214千円

繰延税金負債合計       15,214千円

繰延税金負債の純額      4,325千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.7％

住民税均等割等 2.2％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
43.9％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
 2.3％

住民税均等割等  3.8％

その他  0.3％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
 47.1％

（持分法損益等）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　関連会社がないため、該当事項はありません。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　関連会社がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 　　　　 該当事項はありません。

　　　　当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　　　　　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,287円30銭

１株当たり当期純利益金額 169円91銭

１株当たり純資産額      1,327円52銭

１株当たり当期純利益金額    85円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 85円09銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　当社は、平成19年４月１日付で株式１株につき400株の

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

 

 

１株当たり純資産額 1,045円92銭

１株当たり当期純利益 157円39銭

  

  

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(注)１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 563,610 323,837

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 563,610 323,837

普通株式の期中平均株式数（株） 3,316,939 3,800,000

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 5,429

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前事業年度末から重要な

変動があったものの概要

－

株式会社メガロス　2008年度第２回新

株予約権(新株予約権の数320個)

なお、概要は「注記事項(ストック・

オプション等関係)」に記載のとおり

であります。
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（重要な後発事象）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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５．その他

(1）役員の異動

　役員の異動については、平成21年３月６日に開示済であります。

  (2) 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 平成20年３月期 平成21年３月期 前期比（％）

 フィットネス部門合計 8,614,371 9,235,800 +7.2　

 スイミングスクール 1,155,294 1,240,941 +7.4　

 テニススクール 1,040,797 1,111,367 +6.8　

 その他スクール 389,395 488,234 +25.4　

 スクール部門合計 2,585,487 2,840,543 +9.9　

 プロショップ部門 994,504 855,189 △14.0　

 その他の収入（注２） 628,922 662,345 +5.3　

 合　計 12,823,286 13,593,879 +6.0　

　(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）

 平成20年３月末 平成21年３月末 前年同期比（％） 

 フィットネス部門合計 88,266 94,312 +6.8　

 スイミングスクール 16,676 18,000 +7.9　

 テニススクール 11,185 12,113 +8.3　

 その他スクール 4,416 5,519 +25.0　

 スクール部門合計 32,277 35,632 +10.4　

 合　計 120,543 129,944 +7.8　
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