
２０２０年３月期 第２四半期 

決算説明資料 

株式会社ルネサンス 

このプレゼンテーション資料には、2019年11月1日現在の将来に関する前提・見通し・計画に
基づく予測が含まれています。世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確
定要因により、実際の業績が記載の予測と異なる可能性があります。 

    
◆２０２０年３月期 第２四半期決算 
◆２０２０年３月期 連結業績予想・配当予想 

おかげさまで当社は、10月8日をもちまして 
創業40周年を迎えました 
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２０２０年３月期 第２四半期決算 



業績ハイライト 
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（単位：百万円） 

（単位：百万円） 



部門別売上高 
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（単位：百万円） 



部門別売上高 前年差 

その他収入（エステ・マッサージ売上約▲600百万円含む） 
受託（契約満了により施設数減） 
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▲123 

単位：百万円 



部門別会員数 
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※日本国内施設における会員数 

（単位：名） 



部門別会員数 前年差 

フィットネス会員を中心に前年より9,060名増加 
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＋9,060 
単位：名 



会員年齢構成 
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フィットネス会員 

スクール会員：スイミング、テニス 
その他スクール（スカッシュ、ゴルフ、サッカー、ダンス他） 

スクール会員 

※マンスリーコーポレート会員を含めた集計に変更しました 



既存クラブの動向 
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※既存クラブ：2018年3月以前に営業を開始した直営スポーツクラブ 

2018年度下期より、エステ・マッサージ売上の会計 
処理方法を総額表示から純額表示に変更しました。 
変更による影響額約▲600百万円を補正しています。 

■会員数・売上高 前期比             ■会員単価の推移 
             

■退会率の推移 
 

             
※上記補正前 会員単価 
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スポーツクラブ事業 



スポーツクラブ 出店実績 
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【施設構成】トレーニングジム、スタジオ、温浴施設 他 

 フィットネスクラブ ルネサンス 久里浜 
2019年6月 オープン 神奈川県横須賀市 



スポーツクラブの取り組み 

バーチャルレッスンの全国導入 
映像プログラム 「LesMills Virtual™」導入 
 2019年  7月 パイロット導入 
 2019年10月 全国89店舗で導入 

   導入店舗数 日本最大規模！ 
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スポーツクラブの取り組み 

ジムの24時間化対応クラブ数 
 25クラブにて対応（2019年9月末現在） 

 

既存クラブへのリニューアル 
 30クラブへ実施 

 

13 



14 

介護リハビリ事業 



元氣ジム 練馬 
2019年４月 オープン（東京都練馬区） 
 
 
 
 
 

元氣ジム 伊勢佐木長者町 
2019年９月 オープン（神奈川県横浜市） 

元氣ジム 三ツ境 
2019年９月 オープン（神奈川県横浜市） 
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元氣ジム 直営出店実績 



リハビリステーション 開設実績 

リハビリステーション大船事業所（元氣ジム大船 内） 

2019年7月 オープン （神奈川県鎌倉市） 
 
 
 
 
 
リハビリステーション（訪問看護）とは 
在宅生活において、医療現場での経験豊富な看護師や理学療法士、 
作業療法士が、身体機能改善だけでなく、ご家族への介助方法のアドバイス、 
お住まいの環境づくりのお手伝いをいたします。 
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下津井電鉄株式会社（岡山県岡山市）と 
フランチャイズチェーン加盟契約を締結 
 2019年   5月 フランチャイズ加盟契約締結 
 2019年10月 元氣ジム岡山豊成オープン 

     ※2019年9月現在 加盟5社 
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元氣ジム フランチャイズ展開 

元氣ジム岡山豊成 



新たなリハビリ施設の開設 

ルネサンス運動支援センター（大阪国際がんセンター内） 

2019年6月オープン 大阪府大阪市 
 
 
 
 
 
 
 
 

がんの治療を受けられている方や治療を終えられた皆さまの 
生活の質（QOL）維持・向上を目的とした施設。 
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大阪国際がんセンター 患者交流棟 
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健康ソリューション事業 



地方創生の取り組み 
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健康増進施設「みぞぐちテラソ」開業支援 
2019年9月オープン（鳥取県西伯郡伯耆町） 
人口1万人の伯耆町で2施設目、地方創生事業の 
一環としてトレーニングジム、カフェ、カラオケ施設を展開。 

役場分庁舎空きフロアを活用した健康増進・コミュニティ 
及び就労機能を有する施設の開業を支援。 

ほうきちょう 



企業・自治体の健康づくり支援 

健康経営会議201９ 
健康経営会議実行委員会事務局として7回目の開催。 
本会議の開催の支援を通じて、企業や保険者の健康づくりを 
積極的に推進。 
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【ご登壇者】 

スポーツ庁 鈴木 大地 氏 

厚生労働省 
鈴木 康裕 氏 

経済産業省 
藤木 俊光 氏 



健康経営の取り組み 

ANAグループ体操 
全日本空輸株式会社（ANA） 
ANAグループの従業員1人ひとりが心身ともに健康で笑顔で働く
ことができるようにと制作された「ANAグループ体操」を監修。 
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健康経営の取り組み 

従業員の健康データの取得、活用に向けた取り組み 
住友生命保険相互会社の従業員約1.2万人を対象 
食事記録や体組成計データの計測結果をもとに 
カラダかわるNaviを活用した健康アドバイスを実施 

23 

出典：2019年9月26日 3社合同リリースより 
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２０２０年３月期 下期の取り組み 



新業態施設① 

ジム＆スタジオ ルネサンス 
2020年3月 東京都内に1号店オープン予定 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1号店はリハビリ特化型デイサービス「元氣ジム」を併設 
 25 

「今よりちょっといい自分」を三角形に表現。ブルーは今の自分、 
イエローは未来の自分を象徴。二色が重なり、生まれるグリーンが 
ジム＆スタジオ ルネサンスを示します。お一人お一人の、マイペースで 

運動できるアットホームなマイスペースを実現します。 



新業態施設② 

BETTER BODIES HI（ベターボディーズハイ）  
2020年3月オープン予定 東京都港区 
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こころとカラダに、まっすぐ響く、スマートに効く 

南青山・外苑前に第一号店を開設 

「変わるなら、自分らしく」「自分のスタイルに 
フィットしたものを取り入れたい」といった、 
自分らしい価値観やライフスタイルを 

大切にし、自分磨き・自己投資への意欲が高い 
30～40代のビジネスパーソンにむけた 
グループワークアウトスタジオです。 



ボディメイクプログラム導入 

ボディメイクプログラム「2nd Body」 
2019年10月より 全国のスポーツクラブ34店舗で導入 

 
 
 

 
 
 
自分の理想とするカラダ作りを本気で行いたい方へ 
当社独自で開発したトレーニングメソッド・食事メソッド 
人生最良のカラダを目指す２ヶ月間のボディメイクプログラム 
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筋量増のための高精度トレーニング トレーニング効果の最大化は、 
栄養摂取戦略がカギ 

集中できる環境と成果を 
追求するためのサポート 



新プログラムの導入 

UBOUND（ユーバウンド） 
2019年10月より 全国のスポーツクラブ26店舗で導入 

 
 
 
 

 
 
直径1mの不安定なトランポリンの上でエクササイズ 
心配機能向上、体幹（コア）や下肢の引き締め 
シンプルな動きとリズミカルな音楽でストレス発散も期待 
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２０２１年３月期 出店予定 



スポーツクラブ出店予定 

スポーツクラブ ルネサンス仙台宮町（仮称） 
2020年初夏 オープン予定 宮城県仙台市 
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【予定施設構成】トレーニングジム、プール、スタジオ、温浴施設 他 ※開業予定時期変更 



スポーツクラブ出店予定 

スポーツクラブ ルネサンス イオンタウン山科椥辻（仮称） 
2020年初夏 オープン予定 京都府京都市 
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やま しな  なぎ つじ 

【予定施設構成】トレーニングジム、プール、スタジオ、温浴施設 他 
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２０２０年３月期 連結業績予想・配当予想 



２０２０年３月期 連結業績予想・配当予想 
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（単位：百万円） 
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参考資料 



２０１９年度上期 出店実績 

出店（スポーツクラブ１、介護リハビリ４） 
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業務受託 
 運営開始 ８施設 

 



２０１９年度上期 施設数 
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施設数： 13 

施設数： 19 

施設数： 90 

施設数： 16 

施設数： ５ 

施設数： 9 

施設数： 12 

国内１６４ヵ所に展開 

九州・沖縄 

海外２ヵ所 

● 

● 

ベトナム 



ご清聴ありがとうございました。 

これからも、わたしたちルネサンスは「生きがい創造企業」として 
お客様に健康で快適なライフスタイルを提案します。 

【連絡先】 株式会社ルネサンス 経営企画部 
 

【住所】  東京都墨田区両国2-10-14 

【TEL】  03-5600-5457  【FAX】 03-5600-8898 

【URL】  https://www.s-renaissance.co.jp 

このプレゼンテーション資料には、2019年11月1日現在の将来に関する前提・見通し・計画に
基づく予測が含まれています。世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確
定要因により、実際の業績が記載の予測と異なる可能性があります。 
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