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１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 4,854 0.5 83 △35.1 112 5.6 69 78.5
24年３月期第２四半期 4,831 0.3 129 ― 106 ― 38 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 96百万円( 84.1％) 24年３月期第２四半期 52百万円( ―％)

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２四半期 6.52 6.50

24年３月期第２四半期 3.65 ―

（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２四半期 10,567 4,269 38.8

24年３月期 11,263 4,279 36.1
(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 4,101百万円 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 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 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）
(％表示は、対前期増減率)

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 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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 10,591,325株 24年３月期２Ｑ 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２四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、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。

また、中国上海市における海外第１号店の開店につきましては、日中関係悪化に伴う影響は多少ある

ものの、早期開店に向けて準備を進めております。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,854百万円（前年同期比0.5％増）と

なりました。損益面につきましては、営業利益83百万円（前年同期比35.1％減）、経常利益112百万円

（前年同期比5.6％増）、四半期純利益69百万円（前年同期比78.5％増）となりました。

当第２四半期連結会計期間末における総資産は10,567百万円となり、前連結会計年度末に比べ696百

万円減少しました。これは主に、現金及び預金の減少876百万円、建物及び構築物（純額）の減少203百

万円、建設仮勘定の増加403百万円によるものであります。

負債合計は6,297百万円となり、前連結会計年度末に比べ687百万円の減少となりました。これは主

に、短期借入金の増加200百万円、未払金の減少221百万円、長期借入金の減少576百万円によるもので

あります。 

純資産合計は4,269百万円となり、前連結会計年度末に比べ９百万円の減少となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金の増加13百万円、為替換算調整勘定の増加14百万円、新株予約権の減少

42百万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、38.8％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。

なお、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。

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
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,274,583 2,397,774

売掛金 77,678 74,875

未収入金 9,243 5,963

たな卸資産 26,706 30,752

仮払金 1,771 1,495

繰延税金資産 39,317 46,261

その他 117,325 140,445

流動資産合計 3,546,626 2,697,568

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,398,871 5,194,892

工具、器具及び備品（純額） 133,875 124,564

リース資産（純額） 21,168 13,083

建設仮勘定 120,091 523,346

有形固定資産合計 5,674,008 5,855,887

無形固定資産

リース資産 6,509 2,306

その他 77,121 79,348

無形固定資産合計 83,630 81,655

投資その他の資産

投資有価証券 54,981 48,013

長期貸付金 125,602 117,894

繰延税金資産 366,733 369,085

敷金及び保証金 782,836 781,323

その他 641,009 627,162

貸倒引当金 △11,461 △11,461

投資その他の資産合計 1,959,702 1,932,019

固定資産合計 7,717,341 7,869,562

資産合計 11,263,967 10,567,130
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 266,568 257,763

短期借入金 400,000 600,000

1年内償還予定の社債 122,000 68,000

1年内返済予定の長期借入金 1,794,240 1,682,980

未払金 449,548 228,290

未払法人税等 78,875 93,281

賞与引当金 47,209 49,912

その他 703,316 685,441

流動負債合計 3,861,759 3,665,670

固定負債

社債 64,000 30,000

長期借入金 2,423,100 1,958,100

退職給付引当金 65,894 70,812

資産除去債務 367,781 370,554

その他 201,938 202,222

固定負債合計 3,122,714 2,631,689

負債合計 6,984,473 6,297,360

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 338,190 343,693

自己株式 △466,918 △466,918

株主資本合計 4,083,124 4,088,627

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 △2,004

為替換算調整勘定 1,225 15,311

その他の包括利益累計額合計 △14,235 13,306

新株予約権 210,605 167,835

純資産合計 4,279,494 4,269,770

負債純資産合計 11,263,967 10,567,130
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 4,831,128 4,854,117

売上原価 4,359,730 4,416,044

売上総利益 471,397 438,073

販売費及び一般管理費 342,286 354,225

営業利益 129,110 83,848

営業外収益

受取利息 5,553 5,154

受取家賃 8,171 9,311

協賛金収入 14,548 55,052

その他 12,485 11,945

営業外収益合計 40,759 81,463

営業外費用

支払利息 53,586 35,875

為替差損 5,870 14,352

その他 4,193 2,920

営業外費用合計 63,650 53,147

経常利益 106,219 112,164

特別利益

固定資産売却益 41,499 －

新株予約権戻入益 1,481 49,447

特別利益合計 42,980 49,447

特別損失

投資有価証券評価損 26,830 27,875

特別損失合計 26,830 27,875

税金等調整前四半期純利益 122,370 133,735

法人税、住民税及び事業税 107,686 81,431

法人税等調整額 △24,007 △16,747

法人税等合計 83,678 64,684

少数株主損益調整前四半期純利益 38,691 69,051

四半期純利益 38,691 69,051
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 38,691 69,051

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,423 13,456

為替換算調整勘定 360 14,085

その他の包括利益合計 13,784 27,541

四半期包括利益 52,476 96,593

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 52,476 96,593

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30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 122,370 133,735

減価償却費 347,122 324,923

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,593 4,917

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,640 2,702

受取利息及び受取配当金 △5,753 △6,054

投資有価証券評価損益（△は益） 26,830 27,875

新株予約権戻入益 △1,481 △49,447

支払利息及び社債利息 57,012 38,015

固定資産売却損益（△は益） △41,499 －

売上債権の増減額（△は増加） △57,012 △81,676

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,568 △4,046

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,724 72,297

仕入債務の増減額（△は減少） 16,008 △8,804

建設協力金の賃料相殺 14,658 14,658

その他 △35,959 △247,320

小計 482,823 221,778

利息及び配当金の受取額 2,092 2,620

利息の支払額 △51,218 △36,552

法人税等の支払額 △37,865 △67,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 395,831 120,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △50,000 △60,000

定期預金の払戻による収入 60,000 60,000

有形固定資産の取得による支出 △18,024 △451,031

有形固定資産の売却による収入 346,097 －

差入保証金の差入による支出 △1,695 △1,749

差入保証金の回収による収入 1,499 3,733

貸付金の回収による収入 7,268 7,707

建設協力金の回収による収入 5,775 5,775

その他 2,017 △7,146

投資活動によるキャッシュ・フロー 352,938 △442,710
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

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） 200,200 200,000

社債の償還による支出 △76,000 △88,000

長期借入れによる収入 1,045,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △851,160 △976,260

リース債務の返済による支出 △111,555 △14,351

配当金の支払額 △64,606 △63,417

その他 △24,088 △25,172

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,789 △567,202

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,179 12,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 867,739 △876,809

現金及び現金同等物の期首残高 1,659,075 3,224,583

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,526,815 2,347,774
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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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