
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

       

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 

 
現時点における第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、不確定要素が多く、確定するに至っていないた
め、通期の業績予想のみ記載しております。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 2,326 0.3 △24 ― △7 ― 28 ―
24年３月期第１四半期 2,319 0.3 △8 ― △27 ― △49 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 73百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △34百万円( ―％)

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

25年３月期第１四半期 2.73 2.72
24年３月期第１四半期 △4.63 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 10,327 4,245 39.5
24年３月期 11,263 4,279 36.1

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 4,078百万円 24年３月期 4,068百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 6.00 6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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

第２四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 10,100 1.5 250 11.1 300 39.1 150 46.7 14.16

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 11,529,000株 24年３月期 11,529,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 937,675株 24年３月期 937,675株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 10,591,325株 24年３月期１Ｑ 10,591,325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
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
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P２「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要により緩やかな持ち

直しの兆しが見られたものの、欧州経済不安の長期化や新興国経済の減速、円高の長期化、夏場に向け

ての電力不足懸念などを背景とした景気の先行き不透明感は払拭されないままで推移しました。 

 温浴業界におきましては、消費者の節約志向や低価格志向に加え多様なニーズへの対応がより一層求

められる厳しく且つ難しい経営環境が続いており、生き残りをかけた競争は更に激化しています。 

 このような状況の中、当社におきましては、引き続きお客様に安心かつ安全に利用していただくため

の適切な衛生管理や設備管理の徹底に加え、お客様の来店頻度や店舗内施設利用頻度の向上を図るため

の“心からのおもてなし”によるサービス向上に努めてまいりました。また、お客様のニーズを的確に

とらえた施策の実施や、メール会員制度など新たな訴求ツールの活用による効果的な販促強化にも積極

的に取り組んでまいりました。 

 一方で、中国上海市において海外第１号店の平成24年11月中の開店に向けた準備を着実に進めており

ます。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高2,326百万円（前年同期比0.3％増）と

なりました。損益面につきましては、営業損失24百万円（前年同期営業損失８百万円）、経常損失７百

万円（前年同期経常損失27百万円）、四半期純利益28百万円（前年同期四半期純損失49百万円）となり

ました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は10,327百万円となり、前連結会計年度末に比べ936百

万円減少しました。これは主に、現金及び預金の減少1,150百万円、建設仮勘定の増加252百万円による

ものであります。 

 負債合計は6,082百万円となり、前連結会計年度末に比べ901百万円の減少となりました。これは主

に、短期借入金の減少100百万円、長期借入金の減少486百万円、未払金の減少181百万円によるもので

あります。  

 純資産合計は4,245百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円の減少となりました。これは主

に、利益剰余金の減少34百万円によるものであります。また、自己資本比率につきましては、39.5％と

なりました。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月15日の決算短信で発表しました業績予想に

変更はありません。 

 平成25年３月期第２四半期の連結業績予想につきましては、電力の供給不安や料金値上げ等による経

済活動や個人消費への影響及びこれらが当社グループ業績に与える影響を現段階で見通すことが難しい

ため、未定としております。今後、慎重に精査した上で、数値がまとまり次第、速やかに開示いたしま

す。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

株式会社極楽湯 (2340) 平成25年３月期 第１四半期決算短信

2



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,274,583 2,123,744

売掛金 77,678 59,974

未収入金 9,243 25,388

たな卸資産 26,706 33,745

仮払金 1,771 1,802

繰延税金資産 39,317 53,869

その他 117,325 152,459

流動資産合計 3,546,626 2,450,985

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,398,871 5,289,990

工具、器具及び備品（純額） 133,875 130,295

リース資産（純額） 21,168 17,126

建設仮勘定 120,091 372,432

有形固定資産合計 5,674,008 5,809,845

無形固定資産   

リース資産 6,509 4,407

その他 77,121 79,643

無形固定資産合計 83,630 84,051

投資その他の資産   

投資有価証券 54,981 50,330

長期貸付金 125,602 121,759

繰延税金資産 366,733 377,652

敷金及び保証金 782,836 782,472

その他 641,009 662,283

貸倒引当金 △11,461 △11,461

投資その他の資産合計 1,959,702 1,983,035

固定資産合計 7,717,341 7,876,931

資産合計 11,263,967 10,327,916
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 266,568 238,210

短期借入金 400,000 300,000

1年内償還予定の社債 122,000 122,000

1年内返済予定の長期借入金 1,794,240 1,645,960

未払金 449,548 267,983

未払法人税等 78,875 25,527

賞与引当金 47,209 72,170

その他 703,316 636,928

流動負債合計 3,861,759 3,308,780

固定負債   

社債 64,000 64,000

長期借入金 2,423,100 2,085,100

退職給付引当金 65,894 69,116

資産除去債務 367,781 369,167

その他 201,938 186,724

固定負債合計 3,122,714 2,774,108

負債合計 6,984,473 6,082,889

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,032,626 2,032,626

資本剰余金 2,179,226 2,179,226

利益剰余金 338,190 303,545

自己株式 △466,918 △466,918

株主資本合計 4,083,124 4,048,479

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △15,460 △1,737

為替換算調整勘定 1,225 31,909

その他の包括利益累計額合計 △14,235 30,171

新株予約権 210,605 166,376

純資産合計 4,279,494 4,245,027

負債純資産合計 11,263,967 10,327,916
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,319,836 2,326,925

売上原価 2,152,089 2,171,817

売上総利益 167,747 155,108

販売費及び一般管理費 176,650 180,038

営業損失（△） △8,902 △24,930

営業外収益   

受取利息 2,741 2,542

受取家賃 4,085 4,342

協賛金収入 － 38,290

その他 6,468 5,402

営業外収益合計 13,296 50,578

営業外費用   

支払利息 26,819 18,769

為替差損 1,902 12,835

その他 3,478 1,727

営業外費用合計 32,200 33,332

経常損失（△） △27,806 △7,684

特別利益   

新株予約権戻入益 634 49,387

特別利益合計 634 49,387

特別損失   

投資有価証券評価損 24,886 25,974

特別損失合計 24,886 25,974

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△52,058 15,728

法人税、住民税及び事業税 17,359 19,895

法人税等調整額 △20,349 △33,070

法人税等合計 △2,989 △13,174

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△49,068 28,903

四半期純利益又は四半期純損失（△） △49,068 28,903
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△49,068 28,903

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,001 13,723

為替換算調整勘定 190 30,683

その他の包括利益合計 14,192 44,407

四半期包括利益 △34,876 73,310

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,876 73,310

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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