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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 10,533 2.1 262 △51.1 154 △61.7 △13 ―
22年3月期第3四半期 10,319 1.4 537 △10.2 404 △15.6 208 △17.7

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3四半期 △3.57 ―
22年3月期第3四半期 54.78 54.42

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3四半期 17,224 5,106 29.5 1,328.37
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3四半期  5,088百万円 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 36.62



(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3Q 3,830,300株 22年3月期  3,816,400株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 3,820,180株 22年3月期3Q 3,801,336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３四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）における我が国経済は、一時持ち直しの

動きがみられましたが、失業率が高水準にあるなど足踏み状態が続いており、個人消費は弱含みで推移しました。

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

て高い一方、特定のサービスに絞った小型店舗が多数出現するなど、競争は激しくなっており、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、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）」をオープンいたしました。

一方、「ビヴィオ恵比寿店（東京都渋谷区）」につきまして、１階部分をパーソナルトレーニングに特化した店舗

に営業コンセプトを変更し、２階部分に本社を移転するため、平成22年11月30日にて一旦営業を停止しておりま

す。以上の結果、平成22年12月31日現在、「ビヴィオ恵比寿店」を除いた店舗数は、首都圏に21店舗、静岡県に１

店舗、愛知県に１店舗、合計23店舗となりました。なお、「ビヴィオ恵比寿店」は、「メガロス恵比寿店」に名称

を変更した上で、平成23年３月１日に新たに営業を開始する予定としております。 

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、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 

  

上記のほか、メガロス綱島店（神奈川県横浜市）についてもリニューアルを実施し、平成23年１月にリニュー

アルオープンをしております。 

これらの施策により、会員数は平成22年12月31日時点で前年同期比3,323名増加し、130,886名となりました。

なお、平成21年３月31日までにオープンした既存店の会員数は、平成22年12月31日時点で前年同期比0.2％減とな

っております。 

また、当期より適用される資産除去債務に関する会計基準に対応するための過年度分の一括処理費用として99

百万円、本社移転に係る費用として15百万円を、それぞれ特別損失として計上しております。 

  以上の結果、当第３四半期累計期間におきまして、売上高は10,533百万円（前年同期比2.1％増）となりまし

た。利益面では、ビヴィオ恵比寿店の営業コンセプトの変更並びに本社移転に係る費用負担、この夏の猛暑の影響

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店舗のリニューアル実施等により、経常利益は154百万円（前年同期比61.7％減）

となり、また、特別損失（合計115百万円）の影響により四半期純利益は△13百万円（前年同期比221百万円減）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17,224百万円となり、前事業年度末に比べ388百万円増加いたしました。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ことによるものであります。 

 総負債は12,118百万円となり、前事業年度末に比べ461百万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5,106百万円となり、前事業年度末に比べ72百万円減少いたしました。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22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546百万円となり、前事業年度末と比較して292百万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711百万円の資金の増加となりました。これは主に、減価償却費を計上

し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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「投資活動によるキャッシュ・フロー」は276百万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142百万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。 

  

（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、営業利益及び経常利益はそれぞれ22百万円減少し、税引前四半期純利益は122百万円減少しており

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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 546,822 254,709

預け金 147 －

売掛金 81,995 97,550

商品及び製品 180,392 149,061

前払費用 384,206 312,157

繰延税金資産 73,717 78,910

その他 20,383 6,885

貸倒引当金 △7,300 △8,200

流動資産合計 1,280,365 891,076

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,658,790 13,131,626

減価償却累計額 △3,349,013 △2,797,459

建物（純額） 10,309,777 10,334,166

構築物 430,984 413,967

減価償却累計額 △207,003 △187,192

構築物（純額） 223,980 226,774

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △10,147 △7,254

車両運搬具（純額） 4,821 7,713

工具、器具及び備品 908,449 827,665

減価償却累計額 △672,873 △603,231

工具、器具及び備品（純額） 235,576 224,433

リース資産 498,707 367,835

減価償却累計額 △169,663 △101,903

リース資産（純額） 329,043 265,932

建設仮勘定 60,427 22,365

有形固定資産合計 11,163,626 11,081,386

無形固定資産   

ソフトウエア 163,334 229,064

その他 31,214 33,512

無形固定資産合計 194,549 262,576

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,342,108 4,373,506

長期前払費用 202,088 214,153

繰延税金資産 28,489 －

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,586,185 4,601,159

固定資産合計 15,944,361 15,945,122

資産合計 17,224,726 16,836,198
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 82,660 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 105,236 77,104

未払金 452,155 498,844

未払費用 286,039 214,114

未払法人税等 79,225 101,933

未払事業所税 35,524 45,101

未払消費税等 68,028 83,747

前受金 392,126 447,113

預り金 76,033 20,462

賞与引当金 51,978 89,269

役員賞与引当金 9,602 12,800

商品割引券引当金 567 2,515

資産除去債務 12,338 －

その他 5,812 5,799

流動負債合計 4,707,328 4,701,397

固定負債   

長期借入金 6,650,000 6,675,000

リース債務 248,070 209,082

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 450,248 －

固定負債合計 7,411,261 6,956,072

負債合計 12,118,590 11,657,469

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,431,441 1,425,177

資本剰余金 1,131,441 1,125,177

利益剰余金 2,525,209 2,615,265

株主資本合計 5,088,092 5,165,620

新株予約権 18,044 13,108

純資産合計 5,106,136 5,178,728

負債純資産合計 17,224,726 16,836,198

㈱メガロス（2165） 平成23年３月期 第３四半期決算短信（非連結）

- 6 -



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 10,319,766 10,533,510

売上原価 8,899,874 9,397,989

売上総利益 1,419,892 1,135,520

販売費及び一般管理費 882,832 872,637

営業利益 537,059 262,882

営業外収益   

受取利息 22,483 19,683

補助金収入 － 12,791

その他 2,320 1,487

営業外収益合計 24,803 33,962

営業外費用   

支払利息 151,621 139,326

その他 5,525 2,581

営業外費用合計 157,147 141,907

経常利益 404,716 154,937

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

本社移転費用 － 15,994

特別損失合計 － 115,903

税引前四半期純利益 404,716 39,033

法人税、住民税及び事業税 163,073 85,048

法人税等調整額 33,380 △32,343

法人税等合計 196,453 52,705

四半期純利益又は四半期純損失（△） 208,262 △13,671
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 404,716 39,033

減価償却費 684,796 747,358

固定資産除却損 1,522 1,024

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,800 △900

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,903 △37,291

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,675 △3,198

受取利息及び受取配当金 △22,483 △19,683

支払利息 151,621 139,326

売上債権の増減額（△は増加） 22,658 15,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,954 △31,331

仕入債務の増減額（△は減少） 16,267 5,068

未払金の増減額（△は減少） △41,581 69

未払費用の増減額（△は減少） 36,780 25,167

前受金の増減額（△は減少） △60,918 △54,986

未払消費税等の増減額（△は減少） 108,836 △15,719

預り金の増減額（△は減少） 50,452 55,571

その他 △16,458 36,944

小計 1,281,878 902,010

利息及び配当金の受取額 3,434 1,737

利息の支払額 △99,805 △92,568

法人税等の支払額 △296,168 △99,816

営業活動によるキャッシュ・フロー 889,339 711,363

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 △203,177 △319,148

無形固定資産の取得による支出 － △5,480

敷金及び保証金の差入による支出 △5,930 △31,082

敷金及び保証金の回収による収入 74,206 78,931

その他 0 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,901 △276,746

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 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △52,169 △70,566

株式の発行による収入 12 4,447

配当金の支払額 △95,000 △76,385

財務活動によるキャッシュ・フロー △447,157 △142,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 307,280 292,113

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 1,065,624 546,822
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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12月31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３四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門                       7,001,447  +0.9 

 スイミングスクール  1,044,680 +7.5 

 テニススクール  847,401 △1.1 

 その他スクール  425,574 +6.4 

スクール部門合計  2,317,656 +4.0 

プロショップ部門  684,512 +5.8 

その他の収入（注）２  529,894 +4.4 

合計  10,533,510 +2.1 

 部 門 
当第３四半期会計期間末 
（平成22年12月31日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 92,630 +1.1 

 スイミングスクール 20,467 +9.4 

 テニススクール 11,590 △0.2 

 その他スクール 6,199 +10.3 

スクール部門合計 38,256 +6.5 

合計 130,886 +2.6 
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