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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 34,771 △0.7 1,827 2.7 1,416 10.5 647 76.2
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 622百万円 （98.0％） 23年3月期第3四半期 314百万円 （―％）

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3四半期 56.46 ―

23年3月期第3四半期 32.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 41,542 13,726 33.0
23年3月期 41,896 13,304 31.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,717百万円 23年3月期  13,297百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ― 10.00 ―

24年3月期（予想） 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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  ：  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 45,650 △1.1 2,300 0.0 1,770 2.9 820 86.4 71.51



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

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3Q 11,466,300 株 23年3月期 11,466,300 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 398 株 23年3月期 355 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 11,465,902 株 23年3月期3Q 11,466,024 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、東日本大震災の影響により厳しい状況にあるものの持ち直 

しの動きもみられました。しかしながら、急速な円高の進行や欧米の財政危機など世界的な経済低迷の影響を受 

け、依然として先行きの見通しが困難な状況が続いております。 

当フィットネス業界におきましても、雇用情勢の悪化や今後の消費税増税等の論議を巡る将来への不安感から 

個人消費が冷え込み、引き続き厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、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、地 

域に密着した愛されるクラブづくりに努めてまいりました。 

店舗の状況につきましては、４月に業務受託１店舗（東京辰巳国際水泳場）の運営を開始したほか、成瀬店 

（東京都町田市）をスイミングクラブからウェルネスクラブに運営形態を変更しました。また、７月に「セント 

ラルウェルネスクラブ野間大池店」（福岡県福岡市）を、９月には「セントラルフィットネスクラブ本八幡店」 

（千葉県市川市）を出店しました。さらに、12月には業務受託店舗だった天神店を、新たに「セントラルウェル 

ネスクラブ天神ソラリア店」（福岡県福岡市）として直営化し、店舗網の充実とお客様へのサービス強化を図り 

ました。また、退店につきましては、４月に直営１店舗（函館店）の営業を終了しました。 

 この結果、当第３四半期末の店舗数は、直営116店舗、業務受託41店舗の157店舗となりました。 

会員動向につきましては、震災による影響もだいぶ落ち着きを見せ、当第３四半期末時点の会員数は、ほぼ前 

年並みで推移しております。 

店舗運営につきましては、新プログラム「ボディコアバランス」や「アクアウォークフラダンス」の開発のほ 

か、秋から「ビューティープロジェクト」をスタートし、「小顔エクササイズ」や「姿勢改善エクササイズ」と 

いった従来とは違う“美”をコンセプトとしたプログラム展開を開始しました。また、新入会者への「フィット 

ネスサポートシステム」を各店舗で導入し、お客様の満足度向上に努めました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は34,771百万円（前年同期比0.7％減）、経常利益は1,416百 

万円（前年同期比10.5％増）、四半期純利益は647百万円（前年同期比76.2%増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における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。その主な要因は現金及び預金が 百万円増加しましたが、有形固定資産が 百万円、受取手形及び 

売掛金が 百万円それぞれ減少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、 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は、借入金

が 百万円減少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。 

     

（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24年３月期の連結業績予想につきましては、 

平成23年11月11日に公表いたしました「平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び通 

期業績予想の修正並びに剰余金の配当（中間配当）及び期末配当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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

354 41,542

813 832

74

776 27,816

770

421 13,726

33.0

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,573,856 5,387,741

受取手形及び売掛金 863,808 788,888

商品 333,196 291,641

貯蔵品 20,787 23,160

その他 1,388,349 1,316,501

貸倒引当金 △1,383 △1,081

流動資産合計 7,178,613 7,806,851

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,969,781 25,027,966

工具、器具及び備品 5,151,881 4,874,835

土地 7,073,292 7,057,674

その他 3,714,317 3,787,821

減価償却累計額 △19,842,581 △20,514,500

有形固定資産合計 21,066,691 20,233,797

無形固定資産 301,655 271,789

投資その他の資産   

敷金及び保証金 11,646,624 11,666,846

その他 1,750,864 1,611,804

貸倒引当金 △47,505 △48,827

投資その他の資産合計 13,349,983 13,229,822

固定資産合計 34,718,330 33,735,409

資産合計 41,896,943 41,542,261

負債の部   

流動負債   

買掛金 268,942 192,935

1年内返済予定の長期借入金 6,534,914 6,672,830

賞与引当金 507,869 350,388

役員賞与引当金 32,524 24,675

災害損失引当金 91,194 39,832

前受金 2,723,762 3,013,421

その他 3,659,604 3,860,490

流動負債合計 13,818,811 14,154,573

固定負債   

長期借入金 9,905,999 8,997,280

役員退職慰労引当金 115,440 109,010

資産除去債務 928,012 943,712

その他 3,824,160 3,611,601

固定負債合計 14,773,611 13,661,603

負債合計 28,592,422 27,816,177
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12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 8,941,738 9,388,477

自己株式 △471 △471

株主資本合計 13,475,479 13,922,218

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,113 △358

為替換算調整勘定 △179,061 △204,472

その他の包括利益累計額合計 △177,947 △204,830

少数株主持分 6,989 8,695

純資産合計 13,304,521 13,726,083

負債純資産合計 41,896,943 41,542,261
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 35,032,626 34,771,767

売上原価 31,003,877 30,865,881

売上総利益 4,028,748 3,905,886

販売費及び一般管理費 2,249,216 2,078,347

営業利益 1,779,531 1,827,538

営業外収益   

補助金収入 15,795 18,044

保険配当金 14,958 16,512

その他 42,009 45,145

営業外収益合計 72,763 79,701

営業外費用   

支払利息 525,575 462,289

その他 45,078 28,219

営業外費用合計 570,653 490,509

経常利益 1,281,640 1,416,731

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,289 －

受取補償金 20,726 －

特別利益合計 22,016 －

特別損失   

固定資産除却損 35,099 －

店舗閉鎖損失 － 50,582

投資有価証券評価損 － 7,145

会員権評価損 － 4,930

減損損失 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 582,888 62,657

税金等調整前四半期純利益 720,768 1,354,074

法人税、住民税及び事業税 423,118 476,004

法人税等調整額 △65,248 228,970

法人税等合計 357,869 704,975

少数株主損益調整前四半期純利益 362,899 649,098

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,470 1,705

四半期純利益 367,370 647,392
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 362,899 649,098

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,901 △1,471

為替換算調整勘定 △39,715 △25,411

その他の包括利益合計 △48,617 △26,882

四半期包括利益 314,281 622,215

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 318,752 620,510

少数株主に係る四半期包括利益 △4,470 1,705
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  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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
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