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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 10,319 1.4 537 △10.2 404 △15.6 208 △17.7

21年3月期第3四半期 10,177 ― 598 ― 479 ― 253 ―

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3四半期 54.78 54.42
21年3月期第3四半期 66.60 66.57

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3四半期 17,311 5,179 29.8 1,354.97
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3四半期  5,165百万円 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  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 13,750 1.1 600 △24.1 400 △36.2 220 △32.1 57.83
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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3四半期 3,812,000株 21年3月期  3,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―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3四半期 3,801,336株 21年3月期第3四半期 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 

１．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。 
２．平成22年３月期の業績予想に記載の1株当たり当期純利益の計算の基礎となる期中平均株式数につきましては、当第３四半期までの新株予約権の行
使による増加株式数を反映させております。 
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   当第３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）における我が国経済は、海外経済の改

善や、緊急経済対策の効果などを背景に、一部持ち直しの動きがみられるものの、企業収益は大幅な減少が続いて

おり、また雇用情勢においても失業率が高水準にあるなど、景気は依然として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、企業間の競争は依然として激しく、厳しい経営環境が続いております。 

    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を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

の強化やクリスマスパーティー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、店舗の競争力向上、クオリティの維持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、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

得も前年同水準まで回復しております。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12月31日時点で前年同期比4.5％減となりました。 

  一方、効果的な人員配置等による原価圧縮、並びに本社コストの圧縮等に努め、併せて水道光熱費が落ち着いた

こともあり、費用については想定通りの削減を図ることができました。         

  以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は10,319百万円（前年同期比1.4％増）、経常利益404百万円（前年

同期比15.6％減）、四半期純利益208百万円（前年同期比17.7％減）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 総資産は17,311百万円となり、前事業年度末に比べ174百万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12,131百万円となり、前事業年度末に比べ298百万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5,179百万円となり、前事業年度末に比べ124百万円増加いたしました。これは主に、前事業年度決算に

係る期末配当金及び当事業年度決算に係る中間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３四半期会計期間末（平成21年12月31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

1,065百万円となり、前事業年度末と比較して307百万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889百万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134百万円の資金の減少となりました。これは主に、敷金及び保証金を

回収した一方で、有形固定資産を取得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447百万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及び当事業年度決算に係る中間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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    当第３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）の業績は、想定範囲内での進捗となっ

ておりますので、平成22年３月期の業績予想は、平成21年10月28日の公表数値から変更いたしておりません。な

お、第４四半期会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）において、平成22年５月に新規出店予

定の「メガロス三鷹店（東京都武蔵野市）」のオープン前募集に伴う開業経費の支出、並びに「メガロス八王子店

（東京都八王子市）」の設備のリニューアル工事に伴う支出等を見込んでおります。 

  

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

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,065,624 758,343

売掛金 74,294 96,952

商品及び製品 178,748 165,794

前払費用 356,174 319,374

繰延税金資産 59,480 89,913

その他 5,358 7,582

貸倒引当金 △5,600 △7,400

流動資産合計 1,734,081 1,430,561

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,488,566 12,451,011

減価償却累計額 △2,641,544 △2,173,686

建物（純額） 9,847,021 10,277,324

構築物 413,967 413,967

減価償却累計額 △179,567 △156,673

構築物（純額） 234,400 257,293

車両運搬具 9,942 9,942

減価償却累計額 △6,058 △3,728

車両運搬具（純額） 3,883 6,214

工具、器具及び備品 802,791 786,738

減価償却累計額 △577,704 △508,309

工具、器具及び備品（純額） 225,086 278,428

リース資産 361,268 295,889

減価償却累計額 △83,511 △32,496

リース資産（純額） 277,756 263,393

建設仮勘定 233,047 88,987

有形固定資産合計 10,821,196 11,171,642

無形固定資産   

ソフトウエア 234,505 299,610

その他 34,278 33,978

無形固定資産合計 268,783 333,589

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,255,418 4,306,357

長期前払費用 218,174 230,239

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,487,092 4,550,097

固定資産合計 15,577,073 16,055,329

資産合計 17,311,154 17,485,890
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 89,616 73,348

短期借入金 900,000 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 75,378 60,423

未払金 357,847 393,190

未払費用 290,612 202,015

未払法人税等 61,718 204,159

未払事業所税 33,943 41,004

未払消費税等 113,118 4,282

前受金 395,023 455,941

預り金 76,223 25,770

賞与引当金 51,813 85,716

役員賞与引当金 13,725 19,400

商品割引券引当金 683 642

その他 1,787 1,759

流動負債合計 4,461,491 4,767,654

固定負債   

長期借入金 7,400,000 7,400,000

リース債務 222,947 218,561

受入敷金保証金 39,818 39,818

繰延税金負債 7,272 4,325

固定負債合計 7,670,038 7,662,705

負債合計 12,131,529 12,430,359

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,423,842 1,420,200

資本剰余金 1,123,842 1,120,200

利益剰余金 2,617,474 2,504,211

株主資本合計 5,165,158 5,044,611

新株予約権 14,466 10,919

純資産合計 5,179,624 5,055,531

負債純資産合計 17,311,154 17,485,890
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,177,766 10,319,766

売上原価 8,580,951 8,899,874

売上総利益 1,596,814 1,419,892

販売費及び一般管理費 998,575 882,832

営業利益 598,239 537,059

営業外収益   

受取利息 24,805 22,483

その他 3,346 2,320

営業外収益合計 28,151 24,803

営業外費用   

支払利息 142,362 151,621

その他 4,374 5,525

営業外費用合計 146,737 157,147

経常利益 479,653 404,716

税引前四半期純利益 479,653 404,716

法人税、住民税及び事業税 194,197 163,073

法人税等調整額 32,341 33,380

法人税等合計 226,539 196,453

四半期純利益 253,114 208,262
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 479,653 404,716

減価償却費 604,241 684,796

固定資産除却損 10 1,522

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,200 △1,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,808 △33,903

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,425 △5,675

受取利息及び受取配当金 △24,805 △22,483

支払利息 142,362 151,621

売上債権の増減額（△は増加） 14,768 22,658

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,144 △12,954

仕入債務の増減額（△は減少） 22,824 16,267

未払金の増減額（△は減少） △16,829 △41,581

未払費用の増減額（△は減少） 39,022 36,780

前受金の増減額（△は減少） △30,430 △60,918

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,525 108,836

預り金の増減額（△は減少） 49,445 50,452

その他 △88,844 △16,458

小計 1,075,317 1,281,878

利息及び配当金の受取額 6,074 3,434

利息の支払額 △94,094 △99,805

法人税等の支払額 △396,322 △296,168

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,975 889,339

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 △682,938 △203,177

無形固定資産の取得による支出 △17,296 －

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 59,455 74,206

その他 23,118 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △759,660 △134,901

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 △300,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △52,169

株式の発行による収入 － 12

配当金の支払額 △171,000 △95,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,000 △447,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △639,684 307,280

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 619,672 1,065,624
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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
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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12月31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３四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日） 

前年同期比（％）

フィットネス部門                        6,936,096  +0.2 

 スイミングスクール     972,033 +5.5 

 テニススクール  857,054 +3.7 

 その他スクール  399,811 +11.8 

スクール部門合計  2,228,899 +5.8 

プロショップ部門  647,250 △0.9 

その他の収入（注）２  507,519 +1.8 

合計  10,319,766 +1.4 

 部 門 
当第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日現在） 

前年同期比（％）

フィットネス部門 91,629 △4.8 

 スイミングスクール 18,707 +0.3 

 テニススクール 11,609 △1.9 

 その他スクール 5,618 +1.5 

スクール部門合計 35,934 △0.2 

合計 127,563 △3.6 

㈱メガロス(2165)　平成22年３月期　第３四半期決算短信(非連結)
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