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第1四半期から第2四半期にかけての対応

2021年3月期第1四半期
（2020年4月～6月）

2021年3月期第2四半期
（2020年7月～9月）

スポーツクラブ

介護リハビリ

健康ソリューション
（企業・健保向け/自治体向け)

新たな取り組み

会社基盤強化
従業員

財務

臨時休業、安全対策に注力 営業再開、業績回復に向けた販促

営業継続も利用者減少 利用者は前年に近い水準まで回復

営業活動停止、非対面の商品開発 非対面による営業、プログラム提供

オンラインレッスンサービス「ルネサンス オンライン Livestream」の開発、導入
公式オンラインショップの開設、オリジナルサプリメント、マウスカバー等販売開始

休業補償の実施等雇用を守る対策、感染防止対策実施

100億円超の資金調達、第三者割当による自己株式の処分実施

国内の出来事 政府「緊急事態宣言」発令・解除 経済活動と新型コロナウイルス
感染防止の両立に向けた動き
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2021年3月期 第2四半期
業績概要



業績概要
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

売上高 22,784 12,468 ▲45.3% 3,789 8,678
営業利益 1,851 ▲ 2,917 赤化 ▲ 1,967 ▲ 950
経常利益 1,737 ▲ 3,077 赤化 ▲ 2,049 ▲ 1,027
四半期純利益 1,110 ▲ 3,073 赤化 ▲ 2,785 ▲ 287
売上高営業利益率 8.1% ー ー ー ー

個別 前年同期比2020年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第1四半期

2021年3月期
第2四半期

売上高 22,904 12,546 ▲45.2% 3,814 8,731
営業利益 1,834 ▲ 2,916 赤化 ▲ 1,970 ▲ 945
経常利益 1,716 ▲ 3,066 赤化 ▲ 2,041 ▲ 1,024
親会社株主に帰属する
四半期純利益 1,090 ▲ 3,065 赤化 ▲ 2,780 ▲ 284

売上高営業利益率 8.0% ー ー ー ー

連結 前年同期比2020年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第1四半期

2021年3月期
第2四半期



連結部門別売上高
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（単位：百万円）

フィットネス部門計 11,971 52.3% 5,730 45.7% ▲52.1% 1,706 4,023

スイミングスクール 4,433 19.4% 2,790 22.2% ▲37.1% 779 2,011

テニススクール 2,027 8.9% 1,261 10.1% ▲37.8% 337 924

その他スクール 599 2.6% 343 2.7% ▲42.7% 97 245

スクール部門計 7,059 30.8% 4,395 35.0% ▲37.7% 1,213 3,181

ショップ部門計 571 2.5% 297 2.4% ▲48.0% 84 213

その他収入計（エステ・マッサージ等） 2,141 9.4% 1,139 9.1% ▲46.8% 363 776

スポーツ施設売上高計 21,744 94.9% 11,563 92.2% ▲46.8% 3,368 8,195

業務受託 481 2.1% 355 2.8% ▲26.1% 174 181

その他売上高（元氣ジム等） 678 3.0% 627 5.0% ▲7.6% 271 355

売上高合計 22,904 100.0% 12,546 100.0% ▲45.2% 3,814 8,731

2021年3月期
第1四半期

2021年3月期
第2四半期構成比 前年同期比2020年3月期

第2四半期累計 構成比 2021年3月期
第2四半期累計



連結貸借対照表
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（単位：百万円）

流動資産 9,020 13,917 ＋54.3% 現金及び預金の増加

固定資産 30,745 34,189 ＋11.2%

資産合計 39,765 48,106 ＋21.0%

流動負債 11,479 14,571 ＋26.9% 短期借入金の増加

固定負債 12,193 17,913 ＋46.9% 長期借入金、リース債務の増加

負債合計 23,672 32,484 ＋37.2%

純資産合計 16,092 15,621 ▲2.9%

負債純資産合計 39,765 48,106 ＋21.0%

前期末比2020年3月期末
（2020年3月31日）

2021年3月期
第2四半期 増減の主な要因



連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,193 ▲ 5,062 税金等調整前四半期純損失による

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 1,466 ▲ 1,867 有形固定資産の取得による

財務活動によるキャッシュ・フロー 254 11,557 長期借入金、短期借入、
自己株式の処分による

現金及び現金同等物の増減額等 985 4,629

現金及び現金同等物の期首残高 2,759 6,197

現金及び現金同等物の期末残高 3,744 10,827

2020年3月期
第2四半期

2021年3月期
第2四半期

2021年3月期
第2四半期の主な内容
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事業概況



スポーツクラブ事業

9
※日本国内直営施設における会員数
※会員数には休会者を含む

（単位：名）部門別会員数
2019年9月末 構成比 2020年9月末 構成比 前年同期比

フィットネス部門計 257,082 61.0% 195,517 57.6% ▲23.9%

スイミングスクール 113,796 27.0% 99,951 29.5% ▲12.2%

テニススクール 37,291 8.8% 32,694 9.6% ▲12.3%

その他スクール 13,258 3.2% 11,121 3.3% ▲16.1%

スクール部門計 164,345 39.0% 143,766 42.4% ▲12.5%

会員数合計 421,427 100.0% 339,283 100.0% ▲19.5%



スポーツクラブ事業
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入会者数推移（全体）

 入会ボリュームの大きい春の集客時期に臨時休業せざるを得なかったため、入会者が減少し、
累計入会者数は前年同期の約5割となった

 営業再開後の6月は安全・安心な施設の運営を最優先とし、7月以降にWEB広告を中心とした
入会販促を実施

 9月に足元商圏へのチラシを含めた入会キャンペーンを強化し、入会者数は徐々に回復傾向

（単位：名）



スポーツクラブ事業
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入会者数推移（フィットネス・スクール）
フィットネス スクール

 フィットネス会員の累計入会者数は前年同期の約4割となった
9月の入会キャンペーンで回復が見られるが、前年の水準まで一定期間を要する見込み

 スクール会員の入会者数はフィットネス会員と比較し好調。累計入会者数は前年同期の
約6割。9月の入会者は前年を超過

※スクールにはスイミング、テニス、スカッシュ、ゴルフ、サッカー、ダンス等を含む

（単位：名） （単位：名）



スポーツクラブ事業
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休会者数推移（全体）

 臨時休業などの影響により、9月末時点の休会者数は前年同期の約5倍となった
 休会者数の減少は7月以降鈍化しており、今後も一定の休会者が発生する見込み

※5月は臨時休業により
実数の把握が困難

（単位：名）



スポーツクラブ事業
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休会者数推移（フィットネス・スクール）
フィットネス スクール

 フィットネス会員の休会者数は、営業を再開した6月に減少したものの、7月以降に新型コロナ
ウイルス第2波の兆候が表れるなどし、その後の減少は鈍化
9月末時点の休会者数は前年同期の約5.5倍となった

 スクール会員の休会者数は前年の水準に近付きつつあるが、9月末時点の休会者数は前年
同期の約3.2倍となった

※5月は臨時休業により
実数の把握が困難

（単位：名） （単位：名）

※スクールにはスイミング、テニス、スカッシュ、ゴルフ、サッカー、ダンス等を含む



既存クラブの動向
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会員単価減少の主な要因

・臨時休業による会費減収
・休会者数増加による会費減収
・ショップ等会費外売上高の減収

■売上高・会員数 前年同期比 ■会員単価の推移

■退会率の推移

※既存クラブ：2019年3月以前に営業を開始した直営スポーツクラブ

当第2四半期
（累計期間）

売上高 ▲47.5%

９月末会員数 ▲19.9%

当第2四半期
（累計期間）

2021年3月期 3.91%
2020年3月期 2.66%

差 ▲1.25pt

当第2四半期
（累計期間）

2021年3月期 5,275円
2020年3月期 8,583円

差 ▲ 3,308円



新型コロナウイルス感染防止対策
FIA(一般社団法人 日本フィットネス産業協会)のガイドライン
策定に協力し、フィットネス業界全体の安全な運営に注力

■ソーシャルディスタンス
 入館時など、順番にご対応いただくエリア、スタジオに足元マークを設置
 スタジオレッスンの時間を短縮、2m程度の間隔が取れる人数に制限
 ロッカーは間隔をあけて提供

■飛沫感染防止
 フロント・ジムカウンター ‥飛沫感染防止パーテーション設置
 全スタッフ ‥マウスカバー・マスクの着用
 館内ご利用者 ‥マスク着用のお願い

■館内除菌の強化

15
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感染防止対策の例

新型コロナウイルス感染防止対策

 来館者用に体温測定
サーモカメラを設置

 ランニングマシンの間に
パーテーションを設置

 館内の混雑を避けるため、
混雑状況の目安表を
施設のホームページに掲載



新型コロナウイルス感染防止対策
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 フェイスシールド
（スイミングスタッフ）

感染防止対策の例

 ソーシャルディスタンスを
意識したスタジオ案内

 ベトナムにおいても日本と
同様の感染防止対策



会員とのコミュニケーション強化
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健康アドバイスアプリ「カロママプラス」
食事・運動・睡眠をサポート

会員専用アプリや客層に合わせたSNSを活用し、会員との
コミュニケーションを充実

会員専用アプリ



介護リハビリ事業

自治体から営業継続の要請により、緊急事態宣言期間中も
元氣ジム等30施設で営業を継続
マスクの着用、施設内、マシン等の除菌を徹底
外出自粛による、利用者の身体機能、認知機能低下の予防に取り組む
利用者数は前年に近い水準まで回復

介護リハビリ事業は、今後も社会の「健康インフラ」として拡大を進める
19



従来の健康づくり支援に加えオンライン商品を開発し
在宅勤務における健康維持をサポート
 “働く人”の健康課題を解決する新サービス 「オンライン ライブ版 職場の健康づくり

プログラム」 を7月開始。健康経営※ に取り組む企業・健康保険組合等の活動を
継続的にサポート

20

運動不足の解消 心とカラダのリフレッシュ パソコン作業の疲労回復

※健康経営はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

 住友生命「Vitality」会員にオンラインレッスンを提供

健康ソリューション事業（企業・健康保険組合向け）



健康ソリューション事業（自治体向け）

40年間のスポーツクラブ運営経験とノウハウをもとに
自治体と連携し、健康づくりの取り組み・地方創生を目指す

 福島県田村市ならびに大分県大分市において、新たに2施設の業務受託を開始
 埼玉県蕨市と未就学児、保護者を対象とした運動遊び事業「蕨いきいきキッズ

プロジェクト実施に関する協定」を締結。

21
田村市運動公園 大分市営 駄原トレーニング施設

業務受託施設

蕨いきいきキッズプロジェクト



施設への来館のみに頼らない新たな取り組み

緊急事態宣言が継続した場合を想定し、来館のみに頼らない
サービスをスピーディーに立ち上げ

 ルネサンス オンライン Livestream
6月よりスポーツクラブ会員へ向けて
オンラインレッスンサービスを導入
2020年9月末までに延べ18,000名以上が
レッスン受講

 公式オンラインショップ
6月よりオリジナルサプリメント等をオンラインショップ
にて販売開始
8月よりオリジナルマウスカバーを販売

22オリジナルマウスカバー
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出店について



今後の出店の考え方

24

新たな業態の出店等を積極的に検討し、「地域を健康に！」
を実現する

総合型スポーツクラブ

新業態（ジム＆スタジオ）

介護リハビリ施設（元氣ジム）

出店にあたっては候補
地を厳選のうえ継続し、
地域の健康づくりを
支援していく

ドミナントでの出店を
中心に、積極的に
施設数を増やしていく

スタジオ業態（ドゥミ ルネサンスなど）

withコロナを見据え、
新しいライフスタイルに
合わせた業態に転換
する

綾瀬、白井、登戸
3施設の運営の状況
を鑑み、今後の出店
の可能性を検討する



「ジム＆スタジオ ルネサンス」

新たな業態へのチャレンジ

25

 「ジム＆スタジオ ルネサンス」は、ジム（24時間営業）とスタジオを併設した、
『ちょうどいい』をコンセプトとした施設

 従来の総合型スポーツクラブでは出店が難しかった地域への出店が可能となり、
「地域を健康に！」の実現を後押しする



「ドゥミ ルネサンス ライブストリームスタジオ 池袋東口店」

新たな業態へのチャレンジ

26

 ヨガ・ピラティススタジオ「ドゥミ ルネサンス池袋店」を、新たなライフスタイルに合わせて、
リアルなスタジオレッスンとオンラインの融合施設として10月にリニューアルオープン

 ドゥミ ルネサンスで活躍の人気、実力ともにトップクラスのインストラクターが集結
 今後「ドゥミ ルネサンス 五反田店」も、新たなスタジオ業態に生まれ変わる予定



今期の出店実績

27

ジム＆スタジオ 綾瀬 ルネサンス 仙台宮町24ルネサンス・イオンタウン 山科椥辻

オープン・
受託開始年月 種別 施設名 所在地

2020年  3月 業務受託 福山市総合体育館（3施設） 広島県福山市
2020年  4月 指定管理 田村市運動公園内体育施設 福島県田村市
2020年  4月 スポーツクラブ ジム＆スタジオ ルネサンス 綾瀬 東京都足立区
2020年  7月 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス・イオンタウン 山科椥辻 京都府京都市
2020年  9月 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス 仙台宮町24 宮城県仙台市
2020年  9月 スポーツクラブ ジム＆スタジオ ルネサンス 白井 千葉県白井市
2020年  9月 業務受託 大分市営駄原総合運動公園内 トレーニング施設 大分県大分市



今後の出店予定
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ルネサンス 吉川美南（仮称）

ルネサンス 蒔田（仮称）

ルネサンス 五月台（仮称）

オープン・
受託開始年月 種別 施設名 所在地

2020年  10月 スポーツクラブ ジム＆スタジオ ルネサンス 登戸 神奈川県川崎市
2020年  10月 スタジオ業態 ドゥミ ルネサンス ライブストリームスタジオ 池袋東口店 東京都豊島区

   2021年   1月 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス 五月台(仮称) 神奈川県川崎市
   2021年   4月 業務受託 堺市大浜体育館 大阪府堺市
　 2021年  　夏 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス 吉川美南(仮称) 埼玉県吉川市
   2022年　上期 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス 海老名 ViNA GARDENS(仮称) 神奈川県海老名市
   2022年 　 秋 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス 蒔田(仮称) 神奈川県横浜市
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第2四半期のその他トピックス



第2四半期のその他トピックス

30

国内初、クラブ送迎用
EVバス（V2X）
ルネサンス稲毛に導入

脳活性化メソッド
シナプソロジー
5冊目の書籍発売

健康増進をサポートする
「JAL Wellness & 
Travel」への優待特典
の提供を開始
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業績回復と成長に向けた
新たな取り組み



業績回復と成長に向けた新たな取り組み

32

業績の回復に向けて以下の取り組みを強化

営業施設の業績回復

企業・健康保険組合、自治体の課題解決

 オンライン事業の拡大

企業間の連携による事業の創出



33

営業施設の業績回復
 感染防止対策を徹底しながら、在籍者数回復に向けた休会者の復帰、

新規顧客獲得の強化
 収益性を高めるための、コストの見直し
 元氣ジムにおける利用者の回復に向けた取り組み、新規出店の促進

企業・健康保険組合、自治体の課題解決
 企業の従業員に向けた、職場の健康づくり支援の拡大
 地域介護予防活動支援など地域の健康づくり支援の拡大
 公共施設等官民連携事業（PPP事業）拡大による、地域の活性化ならびに

課題解決の促進

業績回復と成長に向けた新たな取り組み



業績回復と成長に向けた新たな取り組み

34

 オンライン事業の拡大
 休会者や会員以外の方にもオンラインでの運動機会を提供
 企業・健康保険組合、自治体に向けたオリジナルオンラインプログラムの拡大

“働く人“や地域の新たな健康課題解決の支援
 オンラインプログラムで使える運動ツール、サプリメント等の販売促進

ルネサンス オンライン Livestream

受講イメージオンデマンド版 職場の健康づくりプログラム

公式オンラインショップ
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業績回復と成長に向けた新たな取り組み
企業間の連携による事業の創出

 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社
健康維持及び増進に資するサービスの提供やそれらに関するデータの

利活用の分野で事業提携を検討

 DICライフテック株式会社（DIC株式会社100％出資）
既に全国のスポーツクラブルネサンス店頭で販売している

スピルリナ関連商品や、新しいタイプの健康関連サプリメントを、
「ルネサンス公式オンラインショップ」で販売開始
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連結業績予想・配当予想について



2021年3月期 連結業績・配当予想
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（単位：百万円）

2020年3月期 2021年3月期 前期比
（実績） （予想） （増減額）

▲29.0%
▲ 13,049

ー
▲ 7,267
ー

▲ 7,542
ー

▲ 5,878
1株当たり
当期純利益（円）
1株当たり 26.00 2.00
配当金（円） （中間17.0/期末9.0） （中間0.0/期末2.0）

売上高営業利益率 7.3% ー ー

84.67 ▲250.94 ー

ー

親会社株主に帰属する
当期純利益 1,378 ▲ 4,500

経常利益 3,042 ▲ 4,500

営業利益 3,267 ▲ 4,000

売上高 45,049 32,000



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。

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

このプレゼンテーション資料には、2020年10月29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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補足資料



継続, 30

休業, 145

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言
期間中スポーツクラブ施設を休業、6月以降営業再開

スポーツクラブ休業状況
2020年4月 8日～5月31日 75施設
2020年4月17日～5月31日 4施設
2020年4月18日～5月31日 33施設
その他、業務受託施設 33施設

 元氣ジムは営業を継続
利用者は通常時の約半数

臨時休業の状況

40

82.9%が休業



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



施設数（2020年９月末時点）
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施設数： 14

施設数： 18

施設数： 93

施設数： 20

施設数： ５

施設数： 9

施設数： 16

国内 １７５施設

九州・沖縄

海外 ２施設

●

●

ベトナム

2020年９月末
スポーツクラブ 101
業務受託施設 33

スポーツクラブ 134
スタジオ業態施設 10
リハビリ施設（直営） 25
リハビリ施設（FC） 6

リハビリ施設 31
施設数合計 175



施設の状況 実績
出店 （スポーツクラブ４、業務受託４、指定管理１）
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退店 （スポーツクラブ１、スタジオ業態２、業務受託１）

※スポーツクラブ ルネサンス 京都山科は移転による退店

退店・
受託終了年月 種別 施設名 所在地

2020年  6月 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス 京都山科　※ 京都府京都市
2020年  7月 運営受託 ランドマークフィットネスクラブ 神奈川県横浜市
2020年  9月 スタジオ業態 CYCLE & STUDIO R Shibuya 東京都渋谷区
2020年  9月 スタジオ業態 バニスタ 梅ヶ丘 東京都世田谷区

オープン・
受託開始年月 種別 施設名 所在地

2020年  3月 業務受託 福山市総合体育館（3施設） 広島県福山市
2020年  4月 指定管理 田村市運動公園内体育施設 福島県田村市
2020年  4月 スポーツクラブ ジム＆スタジオ ルネサンス 綾瀬 東京都足立区
2020年  7月 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス・イオンタウン 山科椥辻 京都府京都市
2020年  9月 スポーツクラブ スポーツクラブ ルネサンス 仙台宮町24 宮城県仙台市
2020年  9月 スポーツクラブ ジム＆スタジオ ルネサンス 白井 千葉県白井市
2020年  9月 業務受託 大分市営駄原総合運動公園内 トレーニング施設 大分県大分市



今後の出店・退店予定
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出店予定 （スポーツクラブ５、スタジオ業態１、業務受託１）

退店予定 （スタジオ業態５）
退店年月 種別 施設名 所在地

2020年  10月 スタジオ業態 ドゥミ ルネサンス 目黒店 東京都目黒区
2020年  10月 スタジオ業態 ドゥミ ルネサンス 新橋銀座口店 東京都港区
2020年  10月 スタジオ業態 ドゥミ ルネサンス 田町・三田店 東京都港区
2020年  10月 スタジオ業態 ドゥミ ルネサンス 高田馬場店 東京都新宿区
2020年  10月 スタジオ業態 ドゥミ ルネサンス 中野店 東京都中野区



企業・健保向け事業、自治体向け事業売上高推移（2019年度まで）

45

企業・健保向け事業売上高 自治体向け事業売上高

単位：百万円 単位：百万円
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