
１．平成23年3月期第1四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第1四半期  3,469  1.9  19  △85.2  △20  －  △82  －

22年3月期第1四半期  3,403  4.2  132  36.3  88  52.4  42  98.1

  
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 

23年3月期第1四半期  △21  60        －

22年3月期第1四半期  11  12  11  07

  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 

23年3月期第1四半期  17,284  5,059  29.2  1,321  92

22年3月期  16,836  5,178  30.7  1,353  53

（参考）自己資本 23年3月期第1四半期 5,045百万円 22年3月期 5,165百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期        －  10 00      － 10 00  20  00

23年3月期        －

23年3月期（予想）  10 00      － 10 00  20  00

  （％表示は、通期は対前期、第2四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  7,000  1.7  150  △55.3  50  △79.7  △40  －  △10  48

通期  14,150  3.3  650  9.9  400  △4.7  140  △32.1  36  68
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ.5「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

   この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意）  

 本資料に掲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可能性があります。 

 業績予想の前提となる仮定等については、［添付資料］Ｐ.4「当四半期の業績等に関する定性的情報」(3)業績予

想に関する定性的情報をご覧下さい。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期1Ｑ 3,816,400株 22年3月期 3,816,400株

②  期末自己株式数 23年3月期1Ｑ －株 22年3月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 3,816,400株 22年3月期1Ｑ 3,800,000株
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（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22年４月１日 至 平成22年６月30日）における我が国経済は、失業率が高

水準にあるなど依然として厳しい状況にあるものの、海外経済の改善や、緊急経済対策の効果などを背景に、景気

持ち直しの動きがみられました。 

当スポーツクラブ業界におきましても、健康増進や疾病予防のための健康サービスに対するニーズは依然とし

て高く、消費者マインドの改善の動きもみられ、回復の兆しが緩やかながら見え始めております。 

このような経営環境のなか、当社は以下の施策を実施してまいりました。 

新規出店につきましては、平成22年５月に「メガロス三鷹店（東京都武蔵野市）」をオープンし、店舗数は平

成22年６月30日現在、首都圏に22店舗、静岡県に１店舗、愛知県に１店舗、合計24店舗となりました。メガロス三

鷹店につきましては、オープン前集客が好調に推移し、想定を上回る会員数を獲得しております。 

店舗運営面におきましては、前事業年度後半から会員数が回復基調にあり、当第１四半期会計期間においても

積極的な販売促進活動を実施し、新規入会者の獲得に注力しました。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アクアズンバ等の新規プログラムの導入、品質維持向上に向けての人材育成等も積極的

に行ってまいりました。 

これらの施策の効果により、会員数を順調に増加させることができ、平成21年３月31日までにオープンした既

存店につきまして、平成22年６月30日時点で前年同期比0.3％増まで回復させることができました。 

また、当期より資産除去債務に関する会計基準が適用されるため、過年度分について当第１四半期会計期間に

一括して処理を行い99百万円の特別損失を計上しております。  

 以上の結果、当第１四半期会計期間におきまして、売上高は3,469百万円（前年同期比1.9％増）となりました。

利益面では、積極的な販売促進活動による経費の増加及びメガロス三鷹店の新規出店に伴う開業経費の負担等によ

り、経常利益は△20百万円（前年同期比109百万円減）、特別損失の影響により四半期純利益は△82百万円（前年

同期比124百万円減）となりました。 

  

（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17,284百万円となり、前事業年度末に比べ447百万円増加いたしました。これは主に、商品及び製品が

増加したこと等により流動資産が増加したこと、有形固定資産を取得したこと等により固定資産が増加したことに

よるものであります。 

 総負債は12,224百万円となり、前事業年度末に比べ567百万円増加いたしました。これは主に、未払費用及び資

産除去債務が増加したこと等によるものであります。 

 純資産は5,059百万円となり、前事業年度末に比べ119百万円減少いたしました。これは主に、四半期純損失を計

上したこと、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。 

  

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22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287百万円となり、前事業年度末と比較して33百万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216百万円の資金の増加となりました。これは主に、税引前四半期純損

失を計上したこと、法人税等を支払った一方で、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124百万円の資金の減少となりました。これは主に、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59百万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23年３月期の業績予想は、平成22年４月27日の公表数値から変更いたしておりません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

㈱メガロス（2165） 平成23年３月期 第１四半期決算短信（非連結）
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(資産除去債務に関する会計基準の適用)  

  当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用しており

ます。  

 これにより、営業利益が６百万円減少し、経常損失が６百万円、税引前四半期純損失が106百万円それぞれ増加

しております。 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は444百万円であります。 

２．その他の情報

㈱メガロス（2165） 平成23年３月期 第１四半期決算短信（非連結）
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３．四半期財務諸表等 
（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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 287,878 254,709

預け金 66,212 －

売掛金 120,631 97,550

商品及び製品 253,391 149,061

前払費用 318,694 312,157

繰延税金資産 84,648 78,910

その他 4,806 6,885

貸倒引当金 △9,900 △8,200

流動資産合計 1,126,364 891,076

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,532,784 13,131,626

減価償却累計額 △3,014,666 △2,797,459

建物（純額） 10,518,118 10,334,166

構築物 413,967 413,967

減価償却累計額 △193,759 △187,192

構築物（純額） 220,208 226,774

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △8,218 △7,254

車両運搬具（純額） 6,749 7,713

工具、器具及び備品 853,368 827,665

減価償却累計額 △623,700 △603,231

工具、器具及び備品（純額） 229,668 224,433

リース資産 425,736 367,835

減価償却累計額 △122,225 △101,903

リース資産（純額） 303,511 265,932

建設仮勘定 26,040 22,365

有形固定資産合計 11,304,296 11,081,386

無形固定資産   

ソフトウエア 206,976 229,064

その他 32,746 33,512

無形固定資産合計 239,723 262,576

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,358,869 4,373,506

長期前払費用 210,131 214,153

繰延税金資産 31,144 －

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,613,645 4,601,159

固定資産合計 16,157,665 15,945,122

資産合計 17,284,029 16,836,198

㈱メガロス（2165） 平成23年３月期 第１四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 168,501 77,591

1年内返済予定の長期借入金 3,025,000 3,025,000

リース債務 89,371 77,104

未払金 407,556 498,844

未払費用 432,078 214,114

未払法人税等 16,285 101,933

未払事業所税 11,571 45,101

未払消費税等 54,477 83,747

前受金 494,076 447,113

預り金 32,845 20,462

賞与引当金 54,504 89,269

役員賞与引当金 3,206 12,800

商品割引券引当金 1,543 2,515

資産除去債務 8,017 －

その他 5,802 5,799

流動負債合計 4,804,837 4,701,397

固定負債   

長期借入金 6,675,000 6,675,000

リース債務 236,618 209,082

受入敷金保証金 62,942 62,942

繰延税金負債 － 9,047

資産除去債務 445,134 －

固定負債合計 7,419,695 6,956,072

負債合計 12,224,533 11,657,469

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,425,177 1,425,177

資本剰余金 1,125,177 1,125,177

利益剰余金 2,494,652 2,615,265

株主資本合計 5,045,007 5,165,620

新株予約権 14,488 13,108

純資産合計 5,059,496 5,178,728

負債純資産合計 17,284,029 16,836,198

㈱メガロス（2165） 平成23年３月期 第１四半期決算短信（非連結）
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,403,909 3,469,590

売上原価 2,976,844 3,163,162

売上総利益 427,064 306,427

販売費及び一般管理費 294,553 286,865

営業利益 132,511 19,562

営業外収益   

受取利息 7,516 6,548

その他 780 601

営業外収益合計 8,297 7,150

営業外費用   

支払利息 50,764 46,110

その他 1,304 1,169

営業外費用合計 52,068 47,279

経常利益又は経常損失（△） 88,739 △20,566

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 99,909

特別損失合計 － 99,909

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 88,739 △120,475

法人税、住民税及び事業税 37,701 7,903

法人税等調整額 8,748 △45,930

法人税等合計 46,450 △38,026

四半期純利益又は四半期純損失（△） 42,289 △82,449

㈱メガロス（2165） 平成23年３月期 第１四半期決算短信（非連結）
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税引前四半期純損失
（△）

88,739 △120,475

減価償却費 225,606 240,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600 1,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,869 △34,765

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,825 △9,594

受取利息及び受取配当金 △7,516 △6,548

支払利息 50,764 46,110

売上債権の増減額（△は増加） △12,014 △23,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,178 △104,329

仕入債務の増減額（△は減少） 87,908 90,909

未払金の増減額（△は減少） △44,610 △10,199

未払費用の増減額（△は減少） 167,626 173,428

前受金の増減額（△は減少） 53,331 46,962

未払消費税等の増減額（△は減少） 57,156 △29,269

預り金の増減額（△は減少） 14,599 12,383

その他 4,216 28,221

小計 565,535 302,428

利息及び配当金の受取額 632 56

利息の支払額 △1,517 △1,574

法人税等の支払額 △185,905 △84,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 378,744 216,567

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 △3,570 △139,295

無形固定資産の取得による支出 － △4,961

敷金及び保証金の回収による収入 15,547 20,120

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,976 △124,136

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 △21,097

配当金の支払額 △57,000 △38,164

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,758 △59,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 317,963 33,169

現金及び現金同等物の期首残高 758,343 254,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,076,306 287,878
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

(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22年６月30日現在、在籍されている会員数です。 

  

  

（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

４．生産、受注及び販売の状況

 部 門 
 当第１四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日） 

前年同期比（％）

フィットネス部門                        2,312,612  +0.3 

 スイミングスクール     324,896 +5.4 

 テニススクール  279,236 △0.8  

 その他スクール  138,086 +6.0 

スクール部門合計  742,218 +3.1 

プロショップ部門  236,645 +13.5 

その他の収入（注）２  178,114 +4.3 

合計  3,469,590 +1.9 

 部 門 
当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日現在） 

前年同期比（％）

フィットネス部門 98,157 +3.9 

 スイミングスクール 19,296 +7.0 

 テニススクール 11,458 △1.2 

 その他スクール 6,219 +10.3 

スクール部門合計 36,973 +4.8 

合計 135,130 +4.2 
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