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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 11,561 △0.3 516 36.0 371 △4.7 252 9.0
21年3月期第1四半期 11,599 ― 379 ― 389 ― 231 ―

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 21.98 ―

21年3月期第1四半期 20.38 20.31

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 44,091 12,907 29.3 1,125.02
21年3月期 42,323 12,655 29.9 1,103.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,899百万円 21年3月期  12,647百万円

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 ― 12.50 ― 5.00 17.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

24,400 2.8 840 30.6 620 10.0 230 △26.4 20.05

通期 48,760 3.3 1,530 30.0 1,030 17.1 420 89.8 36.62



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、４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、４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 

 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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 11,466,300株 21年3月期  11,466,300株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  123株 21年3月期  123株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,466,177株 21年3月期第1四半期 11,349,373株



 当第１四半期におけるわが国経済は、在庫調整の進展や生産の回復が見られたものの、雇用、所得環境が厳しさを

増す中、生活防衛意識の高まりから、個人消費が低迷するなど、依然として景況感の回復には不確実な状況が続きま

した。当フィットネス業界におきましても、その社会的役割は拡大傾向にあるものの、景気悪化による消費マインド

の落込みや節約志向の一段の高まりなどから、新規入会者の獲得に苦戦を強いられており、厳しい経営環境が続いて

おります。 

 このような環境下、健康産業の一翼を担う当社としては、そのサービス業としての原点に立ち還り、お客さまに

「安心、安全、信頼」をご提供できる健全なクラブ運営に注力しております。店舗数につきましては、新規に直営１

店舗（我孫子店）の運営を開始し、閉鎖店舗がなかったこともあり、当第１四半期末の店舗数は、直営112店舗、業

務受託43店舗の合計155店舗となりました。また会員動向につきましては、既存店舗の会員の減少があったものの、

スクール会員の堅調な推移や新規店舗での会員増加もあり、全体としては昨年を上回る水準で推移しました。 

 以上の結果、当第１四半期の連結売上高は11,561百万円（前年同期比0.3％減）、連結経常利益371百万円（前年同

期比4.7％減）、連結四半期純利益は252百万円（前年同期比9.0％増）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、既存店舗の会員数が昨年を下回る水準で推移したものの、新規店舗の効果によ

り、売上高としてはほぼ前年並の水準にとどまりました。具体的には、売上高10,340百万円（前年同期比0.1％

増）、営業利益は固定費等の削減効果もあり、758百万円（前年同期比26.0％増）となりました。 

②物販事業は、個人消費の低迷の影響を受け、売上高は794百万円（前年同期比2.1％減）となったものの、営業利益

は各種経費削減効果もあり、215百万円（前年同期比5.7％増）となりました。 

③その他の事業は、同様の傾向により、売上高426百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益94百万円（前年同期比

67.9％増）となりました。 

    

  

 当第１四半期末における資産合計は前連結会計年度末に比べ1,768百万円増加し、44,091百万円となりました。そ

の主な要因は、現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、1,516百万円増加し、31,184百万円となりました。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251百万円増加し、12,907百万円となりました。この結果、自己資本比率

は、29.3％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期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、1,326百万円増加

し、5,012百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は500百万円の収入となりました。これは減価償却費439百万円、税金等調

整前四半期純利益374百万円、未払金の減少額333百万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586百万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

610百万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1,406百万円の収入となりました。これは借入金の増加1,507百万円等に

よるものです。 

  

  

 当第１四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、平成21年５月27日付「（訂正・数値データ訂正あり）

「平成21年３月期決算短信」の一部訂正について」にて公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想は

変更しておりません。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

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

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）



  

・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。 

  

・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。      

  

・表示方法の変更 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示し

ておりました「支払利息」、「売上債権の増減額（△は増加）」、「未払金の増減額（△は減少）」は重要性

が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。なお、前第１四半期連結累計期間の

「その他」に含まれる「支払利息」は88,741千円、「売上債権の増減額（△は増加）」は4,321千円、「未払

金の増減額（△は減少）」は△99,348千円であります。  

  

（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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,042,449 3,715,705

受取手形及び売掛金 565,191 839,418

商品 498,061 458,534

貯蔵品 27,133 28,884

その他 1,671,009 1,414,879

貸倒引当金 △888 △1,268

流動資産合計 7,802,958 6,456,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,114,331 23,529,590

工具、器具及び備品 5,193,848 5,132,032

土地 7,153,668 7,130,892

その他 2,727,710 2,620,467

減価償却累計額 △16,917,976 △16,516,237

有形固定資産合計 22,271,582 21,896,744

無形固定資産 338,371 350,762

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,314,339 12,288,306

その他 1,410,039 1,381,333

貸倒引当金 △45,599 △50,270

投資その他の資産合計 13,678,780 13,619,369

固定資産合計 36,288,734 35,866,876

資産合計 44,091,692 42,323,030

負債の部   

流動負債   

買掛金 204,727 177,160

1年内返済予定の長期借入金 6,720,206 6,374,372

賞与引当金 244,700 372,845

役員賞与引当金 4,550 14,560

前受金 2,235,849 2,475,686

その他 3,912,081 3,919,882

流動負債合計 13,322,115 13,334,506

固定負債   

長期借入金 14,740,942 13,579,725

役員退職慰労引当金 124,490 124,490

その他 2,996,711 2,628,634

固定負債合計 17,862,143 16,332,849

負債合計 31,184,258 29,667,356



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,261,170 2,261,170

資本剰余金 2,273,042 2,273,042

利益剰余金 8,436,874 8,242,155

自己株式 △232 △232

株主資本合計 12,970,854 12,776,135

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,344 5,788

為替換算調整勘定 △84,448 △134,571

評価・換算差額等合計 △71,103 △128,783

少数株主持分 7,682 8,320

純資産合計 12,907,433 12,655,673

負債純資産合計 44,091,692 42,323,030



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 11,599,401 11,561,665

売上原価 10,375,028 10,226,024

売上総利益 1,224,373 1,335,641

販売費及び一般管理費 844,727 819,482

営業利益 379,645 516,158

営業外収益   

補助金収入 13,330 3,469

受取手数料 3,350 3,279

持分法による投資利益 34,856 －

為替差益 20,737 －

その他 38,006 17,747

営業外収益合計 110,281 24,495

営業外費用   

支払利息 88,741 165,005

その他 11,482 4,256

営業外費用合計 100,224 169,261

経常利益 389,702 371,392

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,191 4,236

収用補償金 27,883 －

特別利益合計 36,075 4,236

特別損失   

固定資産除却損 2,199 1,242

投資有価証券評価損 9,461 －

特別損失合計 11,660 1,242

税金等調整前四半期純利益 414,116 374,386

法人税、住民税及び事業税 182,674 219,521

法人税等調整額 1,239 △96,545

法人税等合計 183,914 122,975

少数株主損失（△） △1,121 △638

四半期純利益 231,324 252,049



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 414,116 374,386

減価償却費 383,352 439,357

支払利息 － 165,005

売上債権の増減額（△は増加） － 250,692

未払金の増減額（△は減少） － △333,593

前受金の増減額（△は減少） △813,885 △244,002

その他 △103,249 15,107

小計 △119,665 666,953

利息の支払額 △93,940 △169,464

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 191,337 △20,617

その他 80,313 23,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,044 500,838

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 △447,323 △610,531

敷金及び保証金の差入による支出 △157,342 △157,889

敷金及び保証金の回収による収入 51,369 164,855

その他 57,040 16,925

投資活動によるキャッシュ・フロー △496,256 △586,638

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 1,500,000 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △4,000,000 △3,000,000

長期借入れによる収入 4,050,000 3,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,654,670 △1,692,949

株式の発行による収入 14,355 －

配当金の支払額 △120,338 △57,330

その他 － △43,564

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,653 1,406,155

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,725 6,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △662,592 1,326,743

現金及び現金同等物の期首残高 3,738,585 3,685,705

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,075,993 5,012,449



 該当事項はありません。 

  

 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
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