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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 6,885 3.1 335 5.9 246 3.3 124 5.4
21年3月期第2四半期 6,678 ― 317 ― 238 ― 118 ―

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2四半期 32.81 32.60
21年3月期第2四半期 31.14 ―

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2四半期 17,117 5,132 29.9 1,345.34
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2四半期  5,112百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 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  有  
 

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 13,750 1.1 600 △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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 3,800,000株 21年3月期第2四半期 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、
４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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    当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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、健康増進、疾病予防への国民意識の高まり等を背景として、健康サービ

スに対する国民のニーズは引き続き高まりつつあるものの、賃金の減少や雇用情勢の悪化の影響を受け、消費者マ

インドは低水準で推移しており、企業間の競争はますます激しくなり、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。 

    新規入会者の獲得策として、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、及び

休館日を利用した体験会等を行ってまいりました。また、会員定着率の向上を図るため、新規入会者向け初期対応

の強化、ダンス発表会やキャンプ等の各種イベントの実施、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。 

    施設面では、以下の施設についてリニューアル工事を実施し、設備の入替えや、トレーニングマシンの刷新等を

行い、店舗の競争力低下・陳腐化の防止に努めてまいりました。 

   

   ＜リニューアル実施店舗＞ 

     メガロス田端店（東京都北区）  平成21年８月 

     メガロス調布店（東京都調布市） 平成21年８月 

  

 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。また、積極的な販促活動や、２店舗のリニューアル工事実施の効果により、新規入会者の

獲得が前年同水準まで回復傾向にあります。しかしながら、第１四半期会計期間に落ち込んだ影響を回復するまで

には至らず、既存店の会員数は平成21年９月30日時点で前年同期比4.7％減となりました。新規店舗につきまして 

は、緩やかではありますが、会員数が増加しております。 

        一方、効果的な人員配置や、設備管理費の見直し等による原価圧縮、並びに本社コストの圧縮等に努め、併せて

原油価格が落ち着いたことにより水道光熱費が前年を下回ったこともあり、費用については削減を図ることができ

ました。 

        以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は6,885百万円（前年同期比3.1％増）、経常利益246百万円（前年

同期比3.3％増）、四半期純利益124百万円（前年同期比5.4％増）となり、増収増益を達成しました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 総資産は17,117百万円となり、前事業年度末に比べ368百万円減少いたしました。これは主に、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一方で、減価償却費が有形固定資産及び無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ことによるものであります。 

 総負債は11,984百万円となり、前事業年度末に比べ445百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金を返

済したこと等によるものであります。 

 純資産は5,132百万円となり、前事業年度末に比べ77百万円増加いたしました。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一方で、四半期純利益を計上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２四半期会計期間末（平成21年９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、838百万円となり、前事業年度末と比較して80百万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、560百万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、10百万円の資金の増加となりました。これは主に、有形固定資産を取

得した一方で、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、490百万円の資金の減少となりました。これは主に、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を支払ったこと等によるものであります。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期の業績の見通しについては、第２四半期累計期間の結果を受けて、想定会費収入の下方修正を行い

ました。その結果、売上高につきましては、計画比2.8%減の13,750百万円となる見込みであります。なお、売上高の

減収をカバーする費用の削減が図れる見込みのため、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、変更はあ

りません。 

  

該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

   （単位：百万円）

 
  

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 

 前回発表予想（Ａ） 14,150 600 400 220 57.89

 今回修正予想（Ｂ） 13,750 600 400 220 57.89

 増減額（Ｂ－Ａ） △400 ― ― ― ―

 増減率（％） △2.8 ― ― ― ―

 前期実績 13,593 790 627  323 85.22

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

（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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 838,969 758,343

売掛金 82,970 96,952

商品及び製品 160,895 165,794

前払費用 296,121 319,374

繰延税金資産 78,187 89,913

その他 5,987 7,582

貸倒引当金 △6,300 △7,400

流動資産合計 1,456,831 1,430,561

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,464,657 12,451,011

減価償却累計額 △2,485,439 △2,173,686

建物（純額） 9,979,218 10,277,324

構築物 413,967 413,967

減価償却累計額 △171,936 △156,673

構築物（純額） 242,031 257,293

車両運搬具 9,942 9,942

減価償却累計額 △5,282 △3,728

車両運搬具（純額） 4,660 6,214

工具、器具及び備品 799,798 786,738

減価償却累計額 △552,312 △508,309

工具、器具及び備品（純額） 247,486 278,428

リース資産 361,268 295,889

減価償却累計額 △65,448 △32,496

リース資産（純額） 295,820 263,393

建設仮勘定 99,382 88,987

有形固定資産合計 10,868,598 11,171,642

無形固定資産   

ソフトウエア 255,780 299,610

その他 35,043 33,978

無形固定資産合計 290,824 333,589

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,265,186 4,306,357

長期前払費用 222,196 230,239

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,500,883 4,550,097

固定資産合計 15,660,306 16,055,329

資産合計 17,117,137 17,485,890
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 52,524 73,348

短期借入金 800,000 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 75,003 60,423

未払金 335,348 393,190

未払費用 211,417 202,015

未払法人税等 127,664 204,159

未払事業所税 22,556 41,004

未払消費税等 73,209 4,282

前受金 461,649 455,941

預り金 21,547 25,770

賞与引当金 106,336 85,716

役員賞与引当金 9,150 19,400

商品割引券引当金 770 642

その他 1,753 1,759

流動負債合計 4,298,931 4,767,654

固定負債   

長期借入金 7,400,000 7,400,000

リース債務 241,933 218,561

受入敷金保証金 39,818 39,818

繰延税金負債 3,726 4,325

固定負債合計 7,685,478 7,662,705

負債合計 11,984,409 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 2,571,897 2,504,211

株主資本合計 5,112,297 5,044,611

新株予約権 20,430 10,919

純資産合計 5,132,727 5,055,531

負債純資産合計 17,117,137 17,485,890
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,678,137 6,885,186

売上原価 5,691,705 5,960,958

売上総利益 986,431 924,227

販売費及び一般管理費 669,414 588,628

営業利益 317,016 335,599

営業外収益   

受取利息 17,001 15,025

その他 2,222 1,256

営業外収益合計 19,223 16,282

営業外費用   

支払利息 95,229 101,505

その他 2,712 4,169

営業外費用合計 97,942 105,675

経常利益 238,297 246,206

税引前四半期純利益 238,297 246,206

法人税、住民税及び事業税 103,995 110,392

法人税等調整額 15,954 11,128

法人税等合計 119,950 121,520

四半期純利益 118,347 124,686
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 238,297 246,206

減価償却費 397,162 454,360

固定資産除却損 － 1,439

貸倒引当金の増減額（△は減少） △700 △1,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,636 20,620

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,850 △10,250

受取利息及び受取配当金 △17,001 △15,025

支払利息 95,229 101,505

売上債権の増減額（△は増加） 3,861 13,982

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,757 4,899

仕入債務の増減額（△は減少） △16,140 △20,824

未払金の増減額（△は減少） △32,162 △75,948

未払費用の増減額（△は減少） 3,428 6,158

前受金の増減額（△は減少） 72,538 5,708

未払消費税等の増減額（△は減少） △38,536 68,927

預り金の増減額（△は減少） △3,080 △4,223

その他 △9,214 45,254

小計 668,710 841,690

利息及び配当金の受取額 5,396 2,932

利息の支払額 △94,094 △98,261

法人税等の支払額 △295,854 △186,034

営業活動によるキャッシュ・フロー 284,157 560,327

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 △633,151 △41,871

無形固定資産の取得による支出 △14,688 －

敷金及び保証金の差入による支出 △142,000 △5,930

敷金及び保証金の回収による収入 43,907 58,659

その他 23,118 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △722,813 10,857

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 △400,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △33,558

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 △414,000 △490,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △852,655 80,625

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 406,700 838,969
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 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

㈱メガロス（2165） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）
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(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９月30日現在、在籍されている会員数です。 

６．生産、受注及び販売の状況

 部 門 
 当第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 4,639,589 +2.1 

 スイミングスクール 643,387 +7.5 

 テニススクール 566,448 +5.6 

 その他スクール 265,607 +17.1 

スクール部門合計 1,475,443 +8.3 

プロショップ部門 427,045 △2.2 

その他の収入（注）２ 343,106 +2.1 

合計 6,885,186 +3.1 

 部 門 
当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 94,919 △1.7 

 スイミングスクール 18,848 +5.1 

 テニススクール 12,121 +7.5 

 その他スクール 5,656 +11.6 

スクール部門合計 36,625 +6.8 

合計 131,544 +0.5 

㈱メガロス（2165） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）
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