
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年10月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 メガロス 上場取引所 大 
コード番号 2165 URL http://www.megalos.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木皿儀 邦夫
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 高越 忠尚 TEL 03-5720-7500
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 6,813 △2.7 61 8.9 △15 ― △24 ―
23年3月期第2四半期 6,998 1.6 56 △83.1 △24 ― △101 ―

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

24年3月期第2四半期 △6.50 ―
23年3月期第2四半期 △26.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 17,840 5,140 28.6
23年3月期 16,762 5,192 30.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,110百万円 23年3月期  5,173百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 13,950 0.2 400 △14.5 180 △44.2 50 △30.8 13.05



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 3,830,300 株 23年3月期 3,830,300 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 50 株 23年3月期 50 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 3,830,250 株 23年3月期2Q 3,817,583 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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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「当四半期決算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。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法及び四半期決算説明会） 
当社は、平成23年10月28日（金）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。 
当日使用する四半期決算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

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

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

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

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

４．生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………………  7

- 1 -

㈱メガロス（2165） 平成24年３月期 第２四半期決算短信（非連結）



（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23年４月１日 至 平成23年９月30日）における我が国経済は、東日本大震災

の影響や電力需給対策等により、企業の経済活動に混乱が生じ、先行き不透明な状況が続きました。  

 当スポーツクラブ業界におきましても、雇用情勢の悪化等により個人消費は落ち込んでおり、厳しい経営環境で

推移しております。 

 このような経営環境の中、当社は以下の施策を実施してまいりました。 

 個人消費の動向が不透明な状況においては、経費の圧縮を図ることが重要であるため、人員配置や業務内容の見

直しを行い、店舗運営の効率化を図ってまいりました。これによって、各営業店の収益基盤の強化を推進しており

ます。 

 一方、営業体制の強化を図るための組織改正を行い、きめの細かいマーケティングができる体制を構築いたしま

した。そして、夏休みを利用した子供のスイミングスクール短期教室やターゲットを絞ったキャンペーンの実施等

により新規入会者の獲得を促進すると共に、既存会員向けサービスの向上を図るための人材育成に注力し、会員定

着率の向上を図ってまいりました。しかしながら、東日本大震災発生日以降に積極的な営業活動を控えた期間があ

ったこと等の影響により、会員数は減少しており、平成22年３月31日までにオープンした既存店の会員数は、平成

23年９月30日時点で前年同期比5.7％減となっております。なお、全店の会員数が平成23年９月30日時点で前年同

期比3.7％減となっておりますが、これは平成23年３月に、「メガロス恵比寿店（東京都渋谷区）」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の変更を行ったことにより、受け入れ可能な会員数が大幅に減少し

た影響が含まれております。 

施設面では、平成23年８月に「メガロス吉祥寺店（東京都武蔵野市）」の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。  

 その他、平成23年９月に予定どおり「メガロス葛飾店（東京都葛飾区）」をオープンし、平成23年12月に新規出

店を予定している「メガロス上永谷店（神奈川県横浜市港南区）」について、オープン前会員募集を実施し業容の

拡大にも取組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間におきましては、売上高は6,813百万円（前年同期比2.7％減）となりまし

た。 

 一方、利益面では経費の圧縮を図ったことにより売上高の減収をカバーし、経常利益は△15百万円（前年同期比

8百万円増）、四半期純利益は△24百万円（前年同期比76百万円増）となりました。なお、前年同期においては資

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、99百万円を特別損失として計上し

ております。 

  

（２）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 

 総資産は17,840百万円となり、前事業年度末に比べ1,077百万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、新規出店投資に伴う有形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12,699百万円となり、前事業年度末に比べ1,129百万円増加いたしました。これは主に、設備投資等の

資金需要に合わせて借入金が増加したこと、リース債務が増加したこと等によるものであります。 

 純資産は5,140百万円となり、前事業年度末に比べ52百万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。 

  

１．当四半期決算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24年３月期の業績の見通しについては、第２四半期累計期間の結果を受けて、想定会費収入の下方修正を行い

ました。その結果、売上高につきましては、計画比1.4％減の13,950百万円となる見込みであります。なお、売上高

の減収をカバーする費用の削減が図れる見込みのため、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、変更は

ありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

    

 
  

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 

 前回発表予想（Ａ） 
百万円

14,150

百万円

400

百万円

180

百万円

50

円 銭

13.05

 今回修正予想（Ｂ） 13,950 400 180 50 13.05

 増減額（Ｂ－Ａ） △200 ― ― ― ― 

 増減率（％） △1.4 ― ― ― ― 

 前期実績 13,927  467 322  72 18.90

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 265,293 554,264

預け金 6,376 11,595

売掛金 87,298 104,605

商品及び製品 158,295 176,610

前払費用 329,052 329,261

繰延税金資産 92,441 86,189

その他 53,793 50,619

貸倒引当金 △6,100 △3,800

流動資産合計 986,452 1,309,346

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,712,597 14,267,432

減価償却累計額 △3,503,085 △3,838,191

建物（純額） 10,209,511 10,429,240

構築物 432,010 433,215

減価償却累計額 △214,056 △225,010

構築物（純額） 217,953 208,205

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △11,111 △12,075

車両運搬具（純額） 3,856 2,892

工具、器具及び備品 908,167 1,007,729

減価償却累計額 △693,884 △738,135

工具、器具及び備品（純額） 214,282 269,593

リース資産 537,167 1,021,410

減価償却累計額 △195,805 △254,323

リース資産（純額） 341,362 767,087

建設仮勘定 100,170 231,518

有形固定資産合計 11,087,137 11,908,538

無形固定資産   

ソフトウエア 147,157 102,435

その他 31,076 29,711

無形固定資産合計 178,233 132,146

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,268,620 4,250,126

長期前払費用 198,066 190,112

繰延税金資産 30,334 36,308

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,510,521 4,490,046

固定資産合計 15,775,892 16,530,732

資産合計 16,762,344 17,840,078
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,372 54,422

短期借入金 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 3,050,000 3,050,000

リース債務 113,575 140,247

未払金 362,735 535,826

未払費用 179,726 196,856

未払法人税等 177,480 25,414

未払事業所税 47,197 23,877

未払消費税等 55,759 －

前受金 391,062 493,026

預り金 23,079 22,740

賞与引当金 99,147 114,666

役員賞与引当金 12,800 6,404

商品割引券引当金 772 896

災害損失引当金 8,210 350

その他 5,812 5,938

流動負債合計 4,575,730 4,970,665

固定負債   

長期借入金 6,225,000 6,500,000

リース債務 253,163 701,996

受入敷金保証金 62,942 63,102

資産除去債務 452,805 463,656

固定負債合計 6,993,911 7,728,755

負債合計 11,569,642 12,699,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,431,441 1,431,441

資本剰余金 1,131,441 1,131,441

利益剰余金 2,611,134 2,547,918

自己株式 △54 △54

株主資本合計 5,173,963 5,110,746

新株予約権 18,739 29,912

純資産合計 5,192,702 5,140,658

負債純資産合計 16,762,344 17,840,078
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,998,666 6,813,108

売上原価 6,361,033 6,130,819

売上総利益 637,632 682,289

販売費及び一般管理費 581,072 620,722

営業利益 56,560 61,566

営業外収益   

受取利息 13,162 12,207

その他 839 1,947

営業外収益合計 14,001 14,154

営業外費用   

支払利息 92,682 89,364

その他 2,452 2,184

営業外費用合計 95,135 91,549

経常損失（△） △24,573 △15,828

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 －

税引前四半期純損失（△） △124,483 △15,828

法人税、住民税及び事業税 13,642 8,807

法人税等調整額 △36,786 278

法人税等合計 △23,143 9,085

四半期純損失（△） △101,340 △24,914
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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23年９月30日現在、在籍されている会員数です。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門                       4,469,563  △4.3 

 スイミングスクール  726,379 ＋6.5 

 テニススクール  552,826 △1.0 

 その他スクール  270,747 △3.4 

スクール部門合計  1,549,953 ＋1.9 

プロショップ部門  413,092 △8.7 

その他の収入（注）２  380,498 ＋7.6 

合計  6,813,108 △2.7 

 部 門 
当第２四半期会計期間末 
（平成23年９月30日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 92,653 △5.8 

 スイミングスクール 21,690 ＋6.5 

 テニススクール 11,519 △4.7 

 その他スクール 6,141 △1.8 

スクール部門合計 39,350 ＋1.7 

合計 132,003 △3.7 
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