
  

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

  

  

（２）連結財政状態 

  

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月期の連結業績予想（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）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 ％ 

23年3月期第1四半期  11,475  △0.7  590  14.4  415  11.9  △88  －

22年3月期第1四半期  11,561  △0.3  516  36.0  371  △4.7  252  9.0

  
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  △7  72  －  －

22年3月期第1四半期  21  98  －  －

  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  43,456  12,937  29.8  1,127  97

22年3月期  43,141  13,165  30.5  1,147  42

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 12,933百万円 22年3月期 13,156百万円

  
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  －  －  7 50 － － 12 50  20  00

23年3月期  －  －

23年3月期（予想）  7 50 － － 7 50  15  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）  23,890  2.2  1,120  9.3  850  6.1  30  △92.8  2  62

通期  47,730  2.4  2,130  9.6  1,530  11.5  250  △60.5  21  80



４．その他（詳細は、［添付資料］3ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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に基づき作成したもの

であり、実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に

関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 11,466,300株 22年３月期 11,466,300株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 234株 22年３月期 143株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,466,127株 22年３月期１Ｑ 11,466,177株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、穏やかに景気が持ち直し、国内企業業績に一部回復の兆しが

見られる一方、雇用環境や所得に対する先行きの不透明感を背景に、当フィットネス業界を取り巻く経済環境は、

引き続き厳しい状況が続きました。 

 このような環境下、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、多様

化する会員のニーズにお応えすべく、個人のライフスタイルに合わせた新ダイエットプログラム「ダイエット プ

ラス１」を開発し、また当社「40周年特別キャンペーン」の一環として各クラブにて、会員のみならず地元の方々

の参加もいただいた「セントラル祭」の実施により、クラブの新しい役割の創造に注力いたしました。 

 店舗数につきましては、新規に業務受託２店舗の運営を開始し、当第１四半期末の店舗数は、直営111店舗、業

務受託43店舗の合計154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、新規店舗の会員の増加もあり、全体としてほぼ前年並みの水準で推移しまし

た。 

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

同期比 ％増）となりました。また、連結四半期純損失は、「資産除去債務に関する会計基準」が適用されたこ

と等により、 百万円の特別損失を計上した結果、 百万円（前年同期は連結四半期純利益 百万円）となりま

した。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産合計は、前年度連結会計年度末に比べ、 百万円増加し、 百万円となりま

した。その主な要因は、受取手形及び売掛金が 百万円減少しましたが、建物及び構築物が 百万円増加したこ

と等によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ、 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、賞与

引当金が 百万円減少しましたが、「資産除去債務に関する会計基準」の適用により資産除去債務を 百万円計

上したこと等によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、 百万円減少し、 百万円となりました。この結果、自己資本

比率は、 ％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、前年連結会計年度末に比べ、 百万円減

少し、 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 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損失

百万円、減価償却費 百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 百万円、売上債権の減少額 百

万円、仕入債務の減少額 百万円、法人税等の支払額 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 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 百万円、敷金及び保証金の増加による支出 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 百万円の支出となりました。これは、借入金の減少による支出

百万円、配当金の支払額 百万円等によるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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23年３月期の業績予想につきましては、本資料

の公開時点において、平成22年５月13日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想

に変更はありません。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・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。 

・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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「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、経常利益はそれぞれ 千円減少し、税金等調整前四半期純損失は 千円増加

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 千円であります。  

  

②表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

２．その他の情報

8,215 530,472

874,642



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,740,825 4,748,321

受取手形及び売掛金 713,235 1,211,837

商品 387,468 393,980

貯蔵品 24,932 22,817

その他 1,583,644 1,362,603

貸倒引当金 △1,127 △1,896

流動資産合計 7,448,980 7,737,663

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,122,057 24,392,925

工具、器具及び備品 5,113,648 5,054,253

土地 7,116,240 7,113,775

その他 3,160,454 3,208,146

減価償却累計額 △18,570,193 △18,164,297

有形固定資産合計 21,942,207 21,604,803

無形固定資産 314,494 325,003

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,071,273 11,975,161

その他 1,727,393 1,545,546

貸倒引当金 △47,474 △47,089

投資その他の資産合計 13,751,192 13,473,617

固定資産合計 36,007,895 35,403,424

資産合計 43,456,875 43,141,088

負債の部   

流動負債   

買掛金 211,622 420,797

短期借入金 1,500,000 －

1年内返済予定の長期借入金 6,185,035 6,442,612

賞与引当金 266,500 473,286

役員賞与引当金 7,050 24,570

前受金 3,114,634 2,910,583

その他 4,192,853 4,003,803

流動負債合計 15,477,695 14,275,652

固定負債   

長期借入金 10,730,307 12,176,313

役員退職慰労引当金 115,440 115,440

資産除去債務 879,669 －

その他 3,316,502 3,408,590

固定負債合計 15,041,918 15,700,343

負債合計 30,519,614 29,975,995



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 8,499,103 8,731,042

自己株式 △327 △250

株主資本合計 13,032,988 13,265,005

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,994 12,675

為替換算調整勘定 △106,493 △121,132

評価・換算差額等合計 △99,499 △108,456

少数株主持分 3,772 8,544

純資産合計 12,937,261 13,165,093

負債純資産合計 43,456,875 43,141,088



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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

売上高 11,561,665 11,475,568

売上原価 10,226,024 10,122,809

売上総利益 1,335,641 1,352,759

販売費及び一般管理費 819,482 762,469

営業利益 516,158 590,289

営業外収益   

補助金収入 3,469 4,140

受取手数料 3,279 2,331

その他 17,747 10,206

営業外収益合計 24,495 16,679

営業外費用   

支払利息 165,005 174,614

その他 4,256 16,642

営業外費用合計 169,261 191,257

経常利益 371,392 415,711

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,236 1,059

特別利益合計 4,236 1,059

特別損失   

固定資産除却損 1,242 4,824

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 522,257

特別損失合計 1,242 527,081

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

374,386 △110,310

法人税、住民税及び事業税 219,521 211,177

法人税等調整額 △96,545 △228,103

法人税等合計 122,975 △16,925

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △93,384

少数株主損失（△） △638 △4,772

四半期純利益又は四半期純損失（△） 252,049 △88,612



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

374,386 △110,310

減価償却費 439,357 421,043

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 522,257

賞与引当金の増減額（△は減少） － △206,786

支払利息 165,005 174,614

売上債権の増減額（△は増加） 250,692 498,683

仕入債務の増減額（△は減少） － △209,181

未払金の増減額（△は減少） △333,593 △148,934

前受金の増減額（△は減少） △244,002 203,586

その他 15,107 147,676

小計 666,953 1,292,650

利息の支払額 △169,464 △181,899

法人税等の支払額 △20,617 △577,914

その他 23,965 15,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 500,838 548,663

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 △610,531 △60,114

敷金及び保証金の差入による支出 △157,889 △160,987

敷金及び保証金の回収による収入 164,855 64,874

その他 16,925 △2,069

投資活動によるキャッシュ・フロー △586,638 △158,297

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 3,000,000 4,300,000

短期借入金の返済による支出 △3,000,000 △2,800,000

長期借入れによる収入 3,200,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,692,949 △1,703,583

配当金の支払額 △57,330 △143,326

その他 △43,564 △52,167

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,406,155 △399,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,389 1,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,326,743 △7,495

現金及び現金同等物の期首残高 3,685,705 4,718,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,012,449 4,710,825



 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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