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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第２四半期 5,588 15.9 △93 ― △137 ― △100 ―

26年３月期第２四半期 4,821 △0.7 △123 ― △59 ― △13 ―
(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 △289百万円( ―％) 26年３月期第２四半期 146百万円( 51.4％)
　

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

27年３月期第２四半期 △8.48 ―

26年３月期第２四半期 △1.36 ―
　

　

（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 ％

27年３月期第２四半期 14,926 5,174 28.3

26年３月期 13,908 4,213 29.6
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 4,223百万円 26年３月期 4,117百万円
　

　

　

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

26年３月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

27年３月期 ― 0.00

27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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 12,120 20.6 230 ― 210 436.6 145 ― 13.41
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） 極楽湯中国控股有限公司 、除外 ―社（社名）
　

（注）詳細は、添付資料３ページ「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」をご覧ください。

　

（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) 27年３月期２Ｑ 13,215,600株 26年３月期 11,728,000株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 917,675株 26年３月期 917,675株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 11,791,591株 26年３月期２Ｑ 9,611,620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３ページ「連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動による減速から一部回復

の兆しは見られたものの、その拡がりは限定的であり、原材料・エネルギーなどの諸コストの上昇に加え、更なる

消費税増税の議論が本格化するなど先行き不透明な状況が続いております。

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が引き続きみられる一方で、ガソリンの値上がりなど

により「安・近・短」の手軽なレジャーを見直す動きもみられます。また、他社での「レジオネラ属菌」による死

亡事故や「減圧室」の故障による死亡事故の発生、燃料費や人件費をはじめとする諸コストの高騰による閉店増な

どのイメージダウンに加え、週末の台風やゲリラ豪雨の影響による客足減など厳しい経営環境が続いております。

まさに、それらの課題やお客様の多様なニーズに対応できる企業としての総合力が求められております。

このような状況の中、当社におきましては、売上高5,588百万円（前年同期比15.9％増）となりました。損益面に

つきましては、国内は回復途上にあるものの引き続き厳しい状況が続いている一方で、中国（海外）が大きく貢献

した結果、営業損失93百万円（前年同期営業損失123百万円）、経常損失137百万円（前年同期経常損失59百万円）、

四半期純損失100百万円（前年同期四半期純損失13百万円）となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりです。

① 日本

当セグメントにおきましては、売上高4,804百万円（前年同期比6.2％増）、セグメント損失（営業損失）は139百

万円（前年同期セグメント利益139百万円）となりました。

　当社の業績は、お盆や年末年始の休暇等の家族や人が集まる機会や天候及び気温等に影響される傾向があり季節

的な変動があります。

　第２四半期（７月～９月）については、上記の季節的要因から通期でみると収益は比較的獲得できる時期ではあ

りますが、消費増税に伴う駆け込み需要の反動に加え週末の台風やゲリラ豪雨による来店客数の減少が影響し既存

店の売上高は減少しました。一方、新店（水戸店、RAKU SPA鶴見）がオープンしたことでトータルの売上高は増加

しました。また、セグメント損失（営業損失）は、来店客数の減少をお客様単価の上昇や付帯サービス利用でカバ

ーするまでに至らなかったことに加え、前年同期に比べ水道光熱費が上昇したことや新店の出店費用を計上したこ

ともあり、第２四半期の累計期間（４月～９月）はセグメント損失が139百万円となりました。

② 中国

当セグメントにおきましては、売上高797百万円（前年同期比167.5％増）、セグメント利益（営業利益）は128百

万円（前年同期セグメント損失168百万円）となりました。

　中国における業績も国内と同様に季節的変動があり、第２四半期（４月～６月）は通期でみると業績は比較的厳

しい時期と言えます。しかし、当期は上海（中国）における極楽湯ブランドが浸透している中で積極的に営業でき

たため、厳しい時期にも関わらず前期に比べ赤字幅は減少しました。その結果、第２四半期の累計期間（１月～６

月）では、特に春節（旧正月である２月上旬）期間の業績が好調であったことに加え、収益計上期間が６ヶ月（前

年同期は約５ヶ月）とフルに寄与したため、売上、利益ともに大幅に改善いたしました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,017百万円増加し14,926百万円となり

ました。これは主に、新店の出店により有形固定資産が1,053百万円増加したことによるものであります。

次に、負債合計は、前連結会計年度末に比べ56百万増加し9,752百万円となりました。これは主に、新店の工事

完成による建築代金の支払いにより未払金が535百万円減少した一方で、前連結会計期間末に締結したシンジケー

ト・ローンを実行し長期借入金が499百万円増加したことによるものであります。

最後に、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ961百万円増加し5,174百万円となりました。これは主に、９月

に香港子会社の持分を一部売却（49％）したことにより少数株主持分が899百万円増加したこと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、28.3％となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の業績予想につきましては、平成26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。

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

平成26年４月に中国における事業展開の統括を目的に極楽湯中国控股有限公司（香港）を設立しました。

その結果、第１四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。

　

（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。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,868,094 3,651,238

売掛金 108,104 107,285

未収入金 11,359 15,571

たな卸資産 40,382 72,329

繰延税金資産 49,265 44,334

その他 213,816 269,783

流動資産合計 4,291,021 4,160,543

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,459,495 7,872,668

工具、器具及び備品（純額） 279,076 394,841

リース資産（純額） 4,602 2,960

土地 182,051 182,051

建設仮勘定 1,488,540 15,172

有形固定資産合計 7,413,766 8,467,694

無形固定資産

その他 208,347 230,933

無形固定資産合計 208,347 230,933

投資その他の資産

投資有価証券 28,950 28,825

長期貸付金 94,248 86,210

繰延税金資産 523,559 458,941

敷金及び保証金 792,844 860,664

その他 560,570 637,154

貸倒引当金 △4,500 △4,500

投資その他の資産合計 1,995,672 2,067,296

固定資産合計 9,617,787 10,765,924

資産合計 13,908,808 14,926,468
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 307,243 268,602

短期借入金 - 100,000

1年内償還予定の社債 115,800 115,800

1年内返済予定の長期借入金 2,020,828 2,134,548

未払金 868,053 332,785

未払法人税等 39,307 27,403

前受金 810,605 723,042

賞与引当金 52,609 59,292

その他 316,523 345,668

流動負債合計 4,530,971 4,107,142

固定負債

社債 342,900 285,000

長期借入金 4,091,248 4,476,544

退職給付に係る負債 88,490 93,668

資産除去債務 358,962 456,176

その他 283,035 333,664

固定負債合計 5,164,636 5,645,052

負債合計 9,695,607 9,752,195

純資産の部

株主資本

資本金 2,061,053 2,291,118

資本剰余金 2,171,953 2,337,156

利益剰余金 △67,278 △167,318

自己株式 △356,138 △356,138

株主資本合計 3,809,590 4,104,817

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △999 △1,124

為替換算調整勘定 308,966 120,013

その他の包括利益累計額合計 307,967 118,888

新株予約権 95,643 50,955

少数株主持分 - 899,610

純資産合計 4,213,201 5,174,272

負債純資産合計 13,908,808 14,926,468
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 4,821,688 5,588,579

売上原価 4,549,446 5,189,736

売上総利益 272,241 398,842

販売費及び一般管理費 395,304 492,575

営業損失（△） △123,063 △93,732

営業外収益

受取利息 5,303 8,462

受取家賃 9,514 9,446

為替差益 56,688 -

協賛金収入 15,047 18,518

その他 14,418 17,110

営業外収益合計 100,973 53,538

営業外費用

支払利息 31,227 49,148

為替差損 - 38,376

その他 6,537 9,585

営業外費用合計 37,764 97,110

経常損失（△） △59,854 △137,305

特別利益

新株予約権戻入益 81,356 4,658

子会社株式売却益 - 147,920

その他 29 -

特別利益合計 81,386 152,579

特別損失

固定資産除却損 6,938 1,186

その他 48 -

特別損失合計 6,986 1,186

税金等調整前四半期純利益 14,545 14,087

法人税、住民税及び事業税 33,474 45,547

法人税等調整額 △5,854 68,580

法人税等合計 27,619 114,127

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,074 △100,040

四半期純損失（△） △13,074 △100,040
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,074 △100,040

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,845 △125

為替換算調整勘定 157,503 △188,953

その他の包括利益合計 159,349 △189,078

四半期包括利益 146,275 △289,118

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 146,275 △289,118

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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26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 14,545 14,087

減価償却費 330,985 373,490

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,719 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 5,177

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,423 6,759

受取利息及び受取配当金 △5,303 △9,547

子会社株式売却損益（△は益） - △147,920

新株予約権戻入益 △81,356 △4,658

支払利息及び社債利息 33,556 53,106

為替差損益（△は益） △111,587 34,554

固定資産除売却損益（△は益） 6,938 1,186

売上債権の増減額（△は増加） 12,894 △76,646

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,140 △32,613

未払消費税等の増減額（△は減少） △108,740 64,514

仕入債務の増減額（△は減少） △8,295 △35,687

建設協力金の賃料相殺 14,658 15,324

その他 △47,896 △25,273

小計 50,400 235,854

利息及び配当金の受取額 2,101 6,545

利息の支払額 △36,414 △49,968

法人税等の支払額 △181,938 △36,078

法人税等の還付額 - 66,531

営業活動によるキャッシュ・フロー △165,850 222,885

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 △67,000 △341,798

定期預金の払戻による収入 64,000 259,408

有形固定資産の取得による支出 △646,997 △2,040,395

投資有価証券の売却等による収入 48,980 -

差入保証金の差入による支出 - △70,537

差入保証金の回収による収入 53,461 752

貸付けによる支出 - △352,026

貸付金の回収による収入 7,869 360,064

建設協力金の支払による支出 - △67,321

建設協力金の回収による収入 5,775 5,775

子会社株式の売却による収入 - 933,215

その他 △10,577 △18,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △544,488 △1,331,512
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26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） △500,000 100,000

社債の発行による収入 341,333 -

社債の償還による支出 △67,400 △57,900

長期借入れによる収入 3,710,000 1,550,000

長期借入金の返済による支出 △1,002,100 △1,050,984

株式の発行による収入 19,389 411,084

配当金の支払額 △57,457 △64,600

その他 △31,124 △58,654

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,412,640 828,946

現金及び現金同等物に係る換算差額 60,515 △15,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,762,816 △295,516

現金及び現金同等物の期首残高 2,087,834 3,815,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,850,651 3,519,577
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

新株予約権の行使により、当第２四半期連結累計期間において資本金が230百万円、資本剰余金が230百万円、そ

れぞれ増加しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金は2,291百万円、資本剰余金は2,337百万円となっており

ます。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

　 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額（注）

四半期連結損益
計算書計上額日本 中国 計

売上高

　外部顧客への売上高 4,523,695 297,992 4,821,688 ― 4,821,688

　セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 4,523,695 297,992 4,821,688 ― 4,821,688

セグメント利益又は損失（△） 139,519 △168,260 △28,741 △94,322 △123,063

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△94,322千円で
あり、当該全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
　 ３ 報告セグメント「中国」の連結子会社の決算日は12月31日であるため、当第２四半期連結累計期間には、

平成25年１月１日から平成25年６月30日までの業績が反映されております。
　

　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

　 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額（注）

四半期連結損益
計算書計上額日本 中国 計

売上高

　外部顧客への売上高 4,791,507 797,072 5,588,579 ― 5,588,579

　セグメント間の内部売上高又は振替高 13,201 ― 13,201 △13,201 ―

計 4,804,708 797,072 5,601,780 △13,201 5,588,579

セグメント利益又は損失（△） △139,108 128,717 △10,390 △83,342 △93,732

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去10,705千円、各報告セグメントに配分
していない全社費用△94,047千円であり、当該全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で
あります。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
　 ３ 報告セグメント「中国」の連結子会社の決算日は12月31日であるため、当第２四半期連結累計期間には、

平成26年１月１日から平成26年６月30日までの業績が反映されております。
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　 ２．報告セグメントの変更等に関する事項

前第３四半期連結会計期間からセグメント利益又は損失の調整額に含める全社費用項目の見直しを行ってお

ります。

なお、当第２四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第２四半期連結累計期間のセグメント情報に

ついては、変更後の利益又は損失の算定方法により作成しており、前連結会計年度の第２四半期連結累計期間

に開示したセグメント情報の利益又は損失の算定方法との間に相違が見られます。

　 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

該当事項はありません。
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