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

23年3月期第3四半期 35,032 0.5 1,779 7.9 1,281 7.7 367 △45.5

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

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 32.03 ―

22年3月期第3四半期 58.75 ―

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 43,008 13,249 30.8 1,155.22
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3四半期  13,245百万円 22年3月期  13,156百万円

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 ― 7.50 ― 12.50 20.00
23年3月期 ― 7.50 ―

23年3月期 
（予想）

7.50 15.00

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） 
（％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 47,730 2.4 2,130 9.6 1,530 11.5 400 △36.7 34.88



(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 

（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 
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。 

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 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  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3Q  355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3Q  11,466,024株 22年3月期3Q  11,466,177株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による緊急経済対策の効果や新興国向け輸出拡大に伴う

企業収益の改善など一部に明るさが見られたものの、依然としてデフレの進行や深刻な雇用情勢等への不安が残

り、景気の回復は力強さを欠いたまま推移しました。 

 当フィットネス業界では、健康志向という強い潜在ニーズはあるものの、個人の節約志向は依然として根強く、

厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況下、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

化するお客様ニーズに対応する新しいプログラム（アクアヨガＨＯＴ、ナチュラルヨガＨＯＴ、ダイエットプラス

１など）の開発・充実に注力するとともに、12月には日本 大級のインドアバイクイベントを開催し、大きな反響

を呼び起こすなど、その満足度向上に努めております。 

 当第３四半期連結累計期間の出店につきましては、直営店としてウェルネスクラブ蒲生店をオープンするととも

に、業務受託３店舗の運営を新たに開始いたしました。 

 また、これまで業務受託店として運営しておりました３店舗を直営化し、お客様へのサービス強化を図りまし

た。退店につきましては、業務受託１店舗の運営を終了いたしました。その結果、当該四半期末の店舗数は、直営

店舗、業務受託 店舗の合計 店舗となりました。 

 会員動向につきましては、既存店舗で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、全体としては前年並みの水準で推移しました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、連結経常利益は

百万円（前年同期比 ％増）となりました。また、「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ため、連結四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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、前年度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。その主な要因は、現金及び預金の増加 百万円、受取手形及び売掛金の減少 百万円等によるものです。

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ、 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は、買掛

金の減少 百万円、借入金の減少 百万円、及び「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、 百万円増加し、 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３四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

増加し、 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利

益 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３四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月期の連結業績予想につきましては、平

成22年11月５日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更しておりません。 

  

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  

 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利益は 千円減

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 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３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

  

  

２．その他の情報

24,916 547,173

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,949,505 4,748,321

受取手形及び売掛金 846,360 1,211,837

商品 365,892 393,980

貯蔵品 26,987 22,817

その他 1,292,723 1,362,603

貸倒引当金 △1,481 △1,896

流動資産合計 7,479,988 7,737,663

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,153,691 24,392,925

工具、器具及び備品 5,162,017 5,054,253

土地 7,081,293 7,113,775

その他 3,717,394 3,208,146

減価償却累計額 △19,413,231 △18,164,297

有形固定資産合計 21,701,166 21,604,803

無形固定資産 312,443 325,003

投資その他の資産   

敷金及び保証金 11,866,980 11,975,161

その他 1,696,057 1,545,546

貸倒引当金 △47,850 △47,089

投資その他の資産合計 13,515,188 13,473,617

固定資産合計 35,528,799 35,403,424

資産合計 43,008,787 43,141,088

負債の部   

流動負債   

買掛金 200,565 420,797

1年内返済予定の長期借入金 6,599,861 6,442,612

賞与引当金 331,655 473,286

役員賞与引当金 21,150 24,570

前受金 2,946,773 2,910,583

その他 3,662,537 4,003,803

流動負債合計 13,762,542 14,275,652

固定負債   

長期借入金 11,073,508 12,176,313

役員退職慰労引当金 115,440 115,440

資産除去債務 904,489 －

その他 3,902,936 3,408,590

固定負債合計 15,996,373 15,700,343

負債合計 29,758,915 29,975,995



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 8,869,091 8,731,042

自己株式 △432 △250

株主資本合計 13,402,871 13,265,005

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,773 12,675

為替換算調整勘定 △160,847 △121,132

評価・換算差額等合計 △157,074 △108,456

少数株主持分 4,073 8,544

純資産合計 13,249,871 13,165,093

負債純資産合計 43,008,787 43,141,088



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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

売上高 34,846,505 35,032,626

売上原価 30,850,527 31,003,877

売上総利益 3,995,978 4,028,748

販売費及び一般管理費 2,346,838 2,249,216

営業利益 1,649,139 1,779,531

営業外収益   

補助金収入 － 15,795

保険配当金 － 14,958

その他 94,331 42,009

営業外収益合計 94,331 72,763

営業外費用   

支払利息 520,842 525,575

その他 32,401 45,078

営業外費用合計 553,244 570,653

経常利益 1,190,227 1,281,640

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,073 1,289

受取補償金 － 20,726

特別利益合計 4,073 22,016

特別損失   

固定資産除却損 6,342 35,099

店舗閉鎖損失 9,896 －

減損損失 92,162 25,531

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 108,401 582,888

税金等調整前四半期純利益 1,085,899 720,768

法人税、住民税及び事業税 408,977 423,118

法人税等調整額 3,094 △65,248

法人税等合計 412,072 357,869

少数株主損益調整前四半期純利益 － 362,899

少数株主利益又は少数株主損失（△） 178 △4,470

四半期純利益 673,647 367,370



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 1,085,899 720,768

減価償却費 1,365,905 1,327,358

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） △72,585 △141,631

支払利息 520,842 525,575

売上債権の増減額（△は増加） 174,303 364,776

仕入債務の増減額（△は減少） － △220,176

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） 221,835 －

前受金の増減額（△は減少） 392,921 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） － 132,359

その他 △54,085 79,297

小計 3,507,132 3,310,586

利息の支払額 △531,835 △527,921

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △102,126 △910,560

店舗閉鎖に伴う支払額 △286,929 －

その他 134,991 70,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,721,233 1,942,643

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 △1,237,370 △495,728

敷金及び保証金の差入による支出 △308,554 △175,215

敷金及び保証金の回収による収入 616,946 283,395

その他 28,736 △9,087

投資活動によるキャッシュ・フロー △900,242 △396,635

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 8,100,000

短期借入金の返済による支出 △3,000,000 △8,100,000

長期借入れによる収入 5,850,000 4,400,000

長期借入金の返済による支出 △5,386,589 △5,345,556

配当金の支払額 △143,327 △229,321

その他 △130,711 △159,591

財務活動によるキャッシュ・フロー 189,371 △1,334,469

現金及び現金同等物に係る換算差額 △699 △10,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,009,663 201,184

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 5,695,369 4,919,505



 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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