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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 6,998 1.6 56 △83.1 △24 ― △101 ―

22年3月期第2四半期 6,885 3.1 335 5.9 246 3.3 124 5.4

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2四半期 △26.54 ―

22年3月期第2四半期 32.81 32.60

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2四半期 16,960 5,050 29.7 1,316.33
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2四半期  5,031百万円 22年3月期  5,165百万円

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  
 

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 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 14,150 3.3 650 9.9 400 △4.7 140 △32.1 36.65



(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 

（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） 

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  3,822,100株 22年3月期  3,816,400株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q  3,817,583株 22年3月期2Q  3,800,000株

※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.3「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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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、各種政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９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２四半期累計期間においても

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。 

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、店舗のクオリティの向上に努めてまいりました。 

  

＜リニューアル実施店舗＞ 

 メガロス草加店 （埼玉県草加市） 平成22年８月 

 メガロス八王子店（東京都八王子市）平成22年８月 

 メガロス千種店 （愛知県名古屋市）平成22年８月 

 メガロス本八幡店（千葉県市川市） 平成22年８月 

  

これらの施策の効果により、会員数は平成22年９月30日時点で前年同期比5,575名増加し、137,119名となりま

した。平成21年３月31日までにオープンした既存店におきましても、平成22年９月30日時点で前年同期比0.3％増

まで回復しております。 

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２四半期累計期間におきまして、売上高は6,998百万円（前年同期比1.6％増）となりました。

利益面では、この夏の猛暑の影響による電気、ガス等の使用量の増加や燃料価格の上昇による水道光熱費の増加、

積極的な販売促進活動による営業経費の増加、メガロス三鷹店の新規出店に伴う開業経費の負担及び４店舗のリニ

ューアル実施等により、経常利益は△24百万円（前年同期比270百万円減）、特別損失の影響により四半期純利益

は△101百万円（前年同期比226百万円減）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16,960百万円となり、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、資産除去債務に

関する会計基準の適用により固定資産が増加したこと等によるものであります。 

 総負債は11,909百万円となり、前事業年度末に比べ252百万円増加いたしました。これは主に、資産除去債務に

関する会計基準の適用により固定負債が増加したこと等によるものであります。 

 純資産は5,050百万円となり、前事業年度末に比べ128百万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２四半期会計期間末（平成22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232百万円となり、前事業年度末と比較して22百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は283百万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222百万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82百万円の資金の減少となりました。これは主に、ファイナンス・リー

ス債務を返済したこと、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。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（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。 
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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12百万円減少し、経常損失が12百万円、税引前四半期純損失が112百万円それぞれ増加

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
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３．四半期財務諸表 
（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22年９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 232,363 254,709

預け金 8,082 －

売掛金 87,093 97,550

商品及び製品 155,850 149,061

前払費用 309,437 312,157

繰延税金資産 79,367 78,910

その他 13,737 6,885

貸倒引当金 △6,100 △8,200

流動資産合計 879,831 891,076

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,622,485 13,131,626

減価償却累計額 △3,181,296 △2,797,459

建物（純額） 10,441,189 10,334,166

構築物 415,238 413,967

減価償却累計額 △200,370 △187,192

構築物（純額） 214,868 226,774

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △9,182 △7,254

車両運搬具（純額） 5,785 7,713

工具、器具及び備品 895,257 827,665

減価償却累計額 △645,030 △603,231

工具、器具及び備品（純額） 250,226 224,433

リース資産 498,740 367,835

減価償却累計額 △144,728 △101,903

リース資産（純額） 354,012 265,932

建設仮勘定 28,927 22,365

有形固定資産合計 11,295,009 11,081,386

無形固定資産   

ソフトウエア 185,411 229,064

その他 31,980 33,512

無形固定資産合計 217,392 262,576

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,321,089 4,373,506

長期前払費用 206,109 214,153

繰延税金資産 27,282 －

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,567,981 4,601,159

固定資産合計 16,080,382 15,945,122

資産合計 16,960,214 16,836,198
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 46,353 77,591

1年内返済予定の長期借入金 3,050,000 3,025,000

リース債務 104,765 77,104

未払金 359,725 498,844

未払費用 223,233 214,114

未払法人税等 30,744 101,933

未払事業所税 23,557 45,101

未払消費税等 37,460 83,747

前受金 446,334 447,113

預り金 23,347 20,462

賞与引当金 107,299 89,269

役員賞与引当金 6,404 12,800

商品割引券引当金 1,334 2,515

資産除去債務 8,345 －

その他 5,820 5,799

流動負債合計 4,474,724 4,701,397

固定負債   

長期借入金 6,650,000 6,675,000

リース債務 274,587 209,082

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 447,691 －

固定負債合計 7,435,221 6,956,072

負債合計 11,909,946 11,657,469

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,427,696 1,425,177

資本剰余金 1,127,696 1,125,177

利益剰余金 2,475,761 2,615,265

株主資本合計 5,031,155 5,165,620

新株予約権 19,112 13,108

純資産合計 5,050,268 5,178,728

負債純資産合計 16,960,214 16,836,198
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,885,186 6,998,666

売上原価 5,960,958 6,361,033

売上総利益 924,227 637,632

販売費及び一般管理費 588,628 581,072

営業利益 335,599 56,560

営業外収益   

受取利息 15,025 13,162

その他 1,256 839

営業外収益合計 16,282 14,001

営業外費用   

支払利息 101,505 92,682

その他 4,169 2,452

営業外費用合計 105,675 95,135

経常利益又は経常損失（△） 246,206 △24,573

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（△） 246,206 △124,483

法人税、住民税及び事業税 110,392 13,642

法人税等調整額 11,128 △36,786

法人税等合計 121,520 △23,143

四半期純利益又は四半期純損失（△） 124,686 △101,340
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税引前四半期純損失
（△）

246,206 △124,483

減価償却費 454,360 489,622

固定資産除却損 1,439 1,024

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,100 △2,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,620 18,030

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,250 △6,396

受取利息及び受取配当金 △15,025 △13,162

支払利息 101,505 92,682

売上債権の増減額（△は増加） 13,982 10,457

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,899 △6,789

仕入債務の増減額（△は減少） △20,824 △31,238

未払金の増減額（△は減少） △75,948 △45,934

未払費用の増減額（△は減少） 6,158 7,387

前受金の増減額（△は減少） 5,708 △779

未払消費税等の増減額（△は減少） 68,927 △46,287

預り金の増減額（△は減少） △4,223 2,885

その他 45,254 111,975

小計 841,690 456,894

利息及び配当金の受取額 2,932 1,688

利息の支払額 △98,261 △90,950

法人税等の支払額 △186,034 △84,404

営業活動によるキャッシュ・フロー 560,327 283,227

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 △41,871 △281,343

無形固定資産の取得による支出 － △4,935

敷金及び保証金の差入による支出 △5,930 －

敷金及び保証金の回収による収入 58,659 63,383

その他 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,857 △222,895

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） △400,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △33,558 △44,520

株式の発行による収入 － 5

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 △490,558 △82,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 80,625 △22,346

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 838,969 232,363
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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９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２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日） 

前年同期比（％）

フィットネス部門                       4,671,855  +0.7 

 スイミングスクール  681,906 +6.0 

 テニススクール  558,193 △1.5 

 その他スクール  280,345 +5.5 

スクール部門合計  1,520,445 +3.1 

プロショップ部門  452,608 +6.0 

その他の収入（注）２  353,756 +3.1 

合計  6,998,666 +1.6 

 部 門 
当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日現在） 

前年同期比（％）

フィットネス部門 98,408 +3.7 

 スイミングスクール 20,374 +8.1 

 テニススクール 12,084 △0.3 

 その他スクール 6,253 +10.6 

スクール部門合計 38,711 +5.7 

合計 137,119 +4.2 
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