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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 3,403 4.2 132 36.3 88 52.4 42 98.1
21年3月期第1四半期 3,265 ― 97 ― 58 ― 21 ―

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

22年3月期第1四半期 11.12 11.07
21年3月期第1四半期 5.61 ―

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

22年3月期第1四半期 17,665 5,042 28.5 1,323.65
21年3月期 17,485 5,055 28.8 1,327.52

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,029百万円 21年3月期  5,044百万円

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

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成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）

（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

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
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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  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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 3,800,000株 21年3月期  3,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 3,800,000株 21年3月期第1四半期 3,800,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 
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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１四半期会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）における我が国経済は、昨年からの世

界的な金融危機に端を発した景気の後退等により、企業収益は大幅に減少し、景気は厳しい状況が続いておりま

す。 

 当スポーツクラブ業界におきましても、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、賃金の減少や雇用情勢の悪化の影響を受け、消費者マインドの落ち込み等、引き続き厳

しい経営環境となっております。 

 このような経営環境のなかで、当社は以下の施策を実施してまいりました。 

 急速な景気の落ち込みの影響や企業間の競争激化等により入会獲得が厳しさを増すなか、年齢層に応じたキャン

ペーンの実施や利用時間帯に区切った会員種別の増設、また、休館日を利用した体験会等を行い、新規入会者の獲

得に努めてまいりました。また、会員定着率の向上を図るため、チアダンスやストリートジャズの発表会等の各種

イベントの実施や、品質維持向上に向けての人材育成等を積極的に行ってまいりました。 

 これらの施策を実施し、平成20年３月31日までにオープンいたしました既存店につきましては、退会率は前年と

同水準を維持してまいりました。しかしながら、新規入会者の獲得が前年を下回る傾向が続いており、既存店の会

員数は平成21年６月30日時点で前年同期比4.1％減となりました。一方、新規店舗につきましては、緩やかではあ

りますが、会員数が増加いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は3,403百万円（前年同期比4.2％増）、経常利益88百万円（前年同

期比52.4％増）、四半期純利益42百万円（前年同期比98.1％増）となりました。売上高増収の主な要因は、前期オ

ープンした新店の稼動によるものであります。また、経常利益及び四半期純利益の増益の主な要因は、前年同期は

３店舗の新規出店に伴う開業経費の計上をしておりましたが、当第１四半期会計期間はその負担がなかったことに

よるものであります。 

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17,665百万円となり、前事業年度末に比べ179百万円増加いたしました。これは主に、減価償却費が有

形固定資産の取得を上回ったこと等により固定資産が減少した一方で、現金及び預金が増加したこと等により流動

資産が増加したことによるものであります。 

 総負債は12,622百万円となり、前事業年度末に比べ192百万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が

減少した一方で、未払費用が増加したこと等によるものであります。 

 純資産は5,042百万円となり、前事業年度末に比べ13百万円減少いたしました。これは主に、四半期純利益を計

上した一方で、前事業年度決算に係る期末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１四半期会計期間末（平成21年６月30日）における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高

は、1,076百万円となり、前事業年度末と比較して317百万円の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、378百万円の資金の増加となりました。これは主に、法人税等を支払

った一方で、税引前四半期純利益、減価償却費を計上し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、11百万円の資金の増加となりました。これは主に、敷金及び保証金を

回収し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、72百万円の資金の減少となりました。これは主に、前事業年度決算に

係る期末配当金を支払ったこと等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22年３月期の業績予想は、平成21年４月30日の公表数値から変更いたしておりません。 

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 

 該当事項はありません。 
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,076,306 758,343

売掛金 108,967 96,952

商品及び製品 239,972 165,794

前払費用 316,184 319,374

繰延税金資産 82,745 89,913

その他 4,566 7,582

貸倒引当金 △8,000 △7,400

流動資産合計 1,820,742 1,430,561

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,452,218 12,451,011

減価償却累計額 △2,329,501 △2,173,686

建物（純額） 10,122,716 10,277,324

構築物 413,967 413,967

減価償却累計額 △164,305 △156,673

構築物（純額） 249,662 257,293

車両運搬具 9,942 9,942

減価償却累計額 △4,505 △3,728

車両運搬具（純額） 5,437 6,214

工具、器具及び備品 788,081 786,738

減価償却累計額 △531,437 △508,309

工具、器具及び備品（純額） 256,643 278,428

リース資産 318,942 295,889

減価償却累計額 △48,090 △32,496

リース資産（純額） 270,852 263,393

建設仮勘定 88,987 88,987

有形固定資産合計 10,994,300 11,171,642

無形固定資産   

ソフトウエア 277,966 299,610

その他 35,809 33,978

無形固定資産合計 313,775 333,589

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,296,588 4,306,357

長期前払費用 226,218 230,239

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,536,306 4,550,097

固定資産合計 15,844,383 16,055,329

資産合計 17,665,126 17,485,890
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 161,257 73,348

短期借入金 1,200,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 2,000,000 2,000,000

リース債務 65,968 60,423

未払金 377,372 393,190

未払費用 418,888 202,015

未払法人税等 45,914 204,159

未払事業所税 11,190 41,004

未払消費税等 61,438 4,282

前受金 509,273 455,941

預り金 40,370 25,770

賞与引当金 53,847 85,716

役員賞与引当金 4,575 19,400

商品割引券引当金 962 642

その他 1,753 1,759

流動負債合計 4,952,812 4,767,654

固定負債   

長期借入金 7,400,000 7,400,000

リース債務 224,251 218,561

受入敷金保証金 39,818 39,818

繰延税金負債 5,905 4,325

固定負債合計 7,669,975 7,662,705

負債合計 12,622,787 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 1,120,200 1,120,200

利益剰余金 2,489,501 2,504,211

株主資本合計 5,029,901 5,044,611

新株予約権 12,437 10,919

純資産合計 5,042,338 5,055,531

負債純資産合計 17,665,126 17,485,890
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,265,404 3,403,909

売上原価 2,818,146 2,976,844

売上総利益 447,258 427,064

販売費及び一般管理費 350,065 294,553

営業利益 97,192 132,511

営業外収益   

受取利息 8,452 7,516

その他 1,310 780

営業外収益合計 9,762 8,297

営業外費用   

支払利息 47,589 50,764

その他 1,136 1,304

営業外費用合計 48,725 52,068

経常利益 58,229 88,739

税引前四半期純利益 58,229 88,739

法人税、住民税及び事業税 29,510 37,701

法人税等調整額 7,376 8,748

法人税等合計 36,886 46,450

四半期純利益 21,342 42,289
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 58,229 88,739

減価償却費 194,486 225,606

貸倒引当金の増減額（△は減少） 800 600

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,733 △31,869

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,275 △14,825

受取利息及び受取配当金 △8,452 △7,516

支払利息 47,589 50,764

売上債権の増減額（△は増加） △20,447 △12,014

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,324 △74,178

仕入債務の増減額（△は減少） 96,870 87,908

未払金の増減額（△は減少） △28,554 △44,610

未払費用の増減額（△は減少） 87,815 167,626

前受金の増減額（△は減少） 83,437 53,331

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,760 57,156

預り金の増減額（△は減少） 16,628 14,599

その他 △1,379 4,216

小計 435,395 565,535

利息及び配当金の受取額 1,322 632

利息の支払額 － △1,517

法人税等の支払額 △295,401 △185,905

営業活動によるキャッシュ・フロー 141,317 378,744

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 △98,964 △3,570

無形固定資産の取得による支出 △14,251 －

敷金及び保証金の回収による収入 17,525 15,547

その他 18,024 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,665 11,976

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △15,758

配当金の支払額 △114,000 △57,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,000 △72,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,348 317,963

現金及び現金同等物の期首残高 1,259,356 758,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,209,008 1,076,306
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（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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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）平成21年６月30日現在、在籍されている会員数です。 

  

 部 門 
 当第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 2,304,653 +3.5 

 スイミングスクール 308,182 +9.5 

 テニススクール 281,551 +4.2 

 その他スクール 130,273 +20.4 

スクール部門合計 720,007 +9.1 

プロショップ部門 208,417 △1.0 

その他の収入（注）２ 170,830 +1.7 

合計 3,403,909 +4.2 

 部 門 
当第１四半期会計期間末 
（平成21年６月30日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 94,463 +0.6 

 スイミングスクール 18,032 +5.3 

 テニススクール 11,600 +8.1 

 その他スクール 5,640 +15.3 

スクール部門合計 35,272 +7.7 

合計 129,735 +2.5 
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