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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 34,846 △2.5 1,649 63.7 1,190 43.1 673 42.6
21年3月期第3四半期 35,749 ― 1,007 ― 831 ― 472 ―

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 58.75 ―

21年3月期第3四半期 41.36 41.27

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 44,217 13,191 29.8 1,149.70
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3四半期  13,182百万円 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

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 ― 12.50 ― 5.00 17.50
22年3月期 ― 7.50 ―

22年3月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 46,600 △1.2 1,650 40.2 1,200 36.5 520 135.0 45.35



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） 

(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 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 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3四半期  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3四半期 11,466,177株 21年3月期第3四半期 11,416,275株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気底打ち感がでてきているものの、国内の企業業績

は依然低水準で推移しており、景気回復の実感がつかめないまま、先行き不透明な状況が続いております。 

 当フィットネス業界では、消費者の雇用不安や所得減少に対する懸念から、その生活防衛意識の高まりや、デフレ

動向の顕在化など、依然として厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境の中、当社グループは、「０歳から一生涯の健康づくりに貢献する」という経営理念のもと、出店

につきましては、５月の「ウェルネスクラブ我孫子店」に次いで、10月に「ウェルネスクラブココエあまがさき店」

をオープンいたしました。 

 また、直営店２店舗の運営を終了した結果、当第３四半期末の店舗数は直営店111店舗、業務受託43店舗の合計154

店舗となりました。 

 会員動向につきましては、スクール会員が引続き堅調に推移しているもの、フィットネス会員については、既存店

舗で計画を下回る結果となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、既存店舗の会員数の減少等により、34,846百万円（前年同期

比2.5％減）となりました。また、利益面では、本社経費の圧縮に努めるとともに、効率的な業務運営を進める中

で、諸経費全般でコスト削減が実現できました。その結果、連結営業利益は1,649百万円（前年同期比63.7％増）、

連結経常利益は1,190百万円（前年同期比43.1％増）、連結四半期純利益は673百万円（前年同期比42.6％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減少したことにより、売上高は30,423百万円（前年同期

比1.8％減）となりましたが、営業利益は諸経費削減等の効果により1,877百万円（前年同期比64.8％増）となり

ました。 

②物販事業は、グループ内店舗での販売は前年並みの水準で推移しましたが、公共施設等の外部への販売が前年を

下回ったことにより、売上高2,568百万円（前年同期比6.9％減）、営業利益は616百万円（前年同期比0.5％減）

となりました。 

③その他の事業は、個人消費の低迷の影響を受け、旅行事業が前年を下回ったことにより、売上高は1,854百万円

（前年同期比7.9％減）となったものの、公共施設等の管理受託事業が貢献し、営業利益は274百万円（前年同期

比68.7％増）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,894百万円増加し、44,217百万円となりました。 

その主な要因は、現金及び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1,359百万円増加し、31,026百万円となりました。その主な要因は、前受

金、長期借入金等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535百万円増加し、13,191百万円となりました。その要因は、利益剰余金

が増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は29.8％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,009百万円増加し、5,695百万円

となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,721百万円の収入となりました。これは税金等調整前四半期純利益

1,085百万円、減価償却費1,365百万円、前受金の増加392百万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、900百万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1,237百万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、189百万円の収入となりました。これは長期借入金の増加463百万円、

配当金の支払額143百万円等によるものです。 

  

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



  

 通期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成21年５月27日付にて公表いたしました業績予想を

修正いたしました。 

  

平成22年３月期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

（参考）  

平成22年３月期個別業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

  

 該当事項はありません。  

  

１．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。 

２．四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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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

 前回発表予想（Ａ）      48,760  1,530  1,030  420  36.62

 今回発表予想（Ｂ）       46,600  1,650  1,200  520  45.35

 増減額（Ｂ－Ａ）       △2,160  120  170  100   －

 増減率（％）       △4.4      7.8  16.5  23.8   －

  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

 前回発表予想（Ａ）  48,000 1,500 1,000  400 34.88

 今回発表予想（Ｂ）  46,000 1,620 1,170  505 44.04

 増減額（Ｂ－Ａ）  △2,000 120 170  105 －

 増減率（％）  △4.2 8.0 17.0  26.3 －

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）

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,725,369 3,715,705

受取手形及び売掛金 641,063 839,418

商品 484,875 458,534

貯蔵品 35,768 28,884

その他 1,346,007 1,414,879

貸倒引当金 △1,074 △1,268

流動資産合計 8,232,010 6,456,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,549,514 23,529,590

工具、器具及び備品 5,086,314 5,132,032

土地 7,108,422 7,130,892

その他 3,202,404 2,620,467

減価償却累計額 △17,613,529 △16,516,237

有形固定資産合計 22,333,125 21,896,744

無形固定資産 310,980 350,762

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,003,954 12,288,306

その他 1,385,363 1,381,333

貸倒引当金 △47,736 △50,270

投資その他の資産合計 13,341,582 13,619,369

固定資産合計 35,985,688 35,866,876

資産合計 44,217,698 42,323,030

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,360 177,160

1年内返済予定の長期借入金 6,735,189 6,374,372

賞与引当金 300,260 372,845

役員賞与引当金 13,650 14,560

前受金 2,868,152 2,475,686

その他 3,809,129 3,919,882

流動負債合計 13,929,741 13,334,506

固定負債   

長期借入金 13,682,319 13,579,725

役員退職慰労引当金 115,440 124,490

その他 3,299,025 2,628,634

固定負債合計 17,096,784 16,332,849

負債合計 31,026,525 29,667,356



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 8,772,476 8,242,155

自己株式 △232 △232

株主資本合計 13,306,456 12,776,135

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,613 5,788

為替換算調整勘定 △132,396 △134,571

評価・換算差額等合計 △123,782 △128,783

少数株主持分 8,499 8,320

純資産合計 13,191,173 12,655,673

負債純資産合計 44,217,698 42,323,030



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 35,749,219 34,846,505

売上原価 32,464,685 30,850,527

売上総利益 3,284,533 3,995,978

販売費及び一般管理費 2,277,035 2,346,838

営業利益 1,007,498 1,649,139

営業外収益   

補助金収入 50,380 －

持分法による投資利益 36,056 －

その他 121,794 94,331

営業外収益合計 208,231 94,331

営業外費用   

支払利息 318,652 520,842

その他 65,400 32,401

営業外費用合計 384,053 553,244

経常利益 831,677 1,190,227

特別利益   

貸倒引当金戻入額 24,790 4,073

関連会社持分売却益 38,440 －

収用補償金 27,883 －

特別利益合計 91,115 4,073

特別損失   

固定資産除却損 7,829 6,342

店舗閉鎖損失 50,133 9,896

投資有価証券評価損 13,622 －

ゴルフ会員権評価損 10,300 －

減損損失 58,195 92,162

特別損失合計 140,080 108,401

税金等調整前四半期純利益 782,712 1,085,899

法人税、住民税及び事業税 114,869 408,977

法人税等調整額 195,068 3,094

法人税等合計 309,937 412,072

少数株主利益 485 178

四半期純利益 472,288 673,647



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 782,712 1,085,899

減価償却費 1,258,248 1,365,905

賞与引当金の増減額（△は減少） △339,212 △72,585

支払利息 318,652 520,842

売上債権の増減額（△は増加） － 174,303

未払金の増減額（△は減少） － △127,904

未払消費税等の増減額（△は減少） 249,519 221,835

前受金の増減額（△は減少） 497,188 392,921

その他 △148,398 △54,085

小計 2,618,711 3,507,132

利息の支払額 △328,491 △531,835

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 58,484 △102,126

店舗閉鎖に伴う支払額 － △286,929

その他 82,347 134,991

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,431,052 2,721,233

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 △1,558,145 △1,237,370

関連会社持分の売却による収入 155,430 －

敷金及び保証金の差入による支出 △446,159 △308,554

敷金及び保証金の回収による収入 343,270 616,946

長期貸付けによる支出 △212,602 －

その他 △163,398 28,736

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,881,604 △900,242

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 6,500,000 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △9,523,205 △3,000,000

長期借入れによる収入 10,050,000 5,850,000

長期借入金の返済による支出 △5,581,810 △5,386,589

社債の償還による支出 △300,000 －

株式の発行による収入 96,690 －

配当金の支払額 △256,817 △143,327

その他 － △130,711

財務活動によるキャッシュ・フロー 984,857 189,371

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,338 △699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,523,967 2,009,663

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 5,262,552 5,695,369



 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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