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 (百万円未満切捨て) 

１．2021年８月期第３四半期の連結業績（2020年９月１日～2021年５月31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 
親会社株主に帰属 
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021年８月期第３四半期 18,170 △7.1 1,314 △23.9 1,421 △18.0 824 △26.5 

2020年８月期第３四半期 19,559 － 1,728 － 1,732 － 1,122 － 
 
(注) 包括利益 2021年８月期第３四半期 1,197 百万円( △3.5 ％)  2020年８月期第３四半期 1,241 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 

2021年８月期第３四半期 8.79 － 

2020年８月期第３四半期 13.09 － 
  

(注)2020年８月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2020年８月期第３四半期の対前年同四半 
  期増減率は記載しておりません。 

  

（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 ％ 

2021年８月期第３四半期 36,488 8,871 24.3 

2020年８月期 36,837 8,142 22.1 
 
(参考) 自己資本 2021年８月期第３四半期 8,871 百万円  2020年８月期 8,142 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 

2020年８月期 － 0.00 － 5.00 5.00 
2021年８月期 － 0.00 －   

2021年８月期(予想)    4.00 4.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 
  

      
  

 
  

３．2021年８月期の連結業績予想（2020年９月１日～2021年８月31日） 
 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する当期純利益 

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 24,400 △2.7 1,500 28.5 1,590 36.5 953 24.6 10.15 
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
  

連結業績予想については、本日（2021年７月９日）公表いたしました「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお
知らせ」をご覧ください。 

  



※ 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) 2021年８月期３Ｑ 93,857,493 株 2020年８月期 93,857,493 株 

② 期末自己株式数 2021年８月期３Ｑ 121 株 2020年８月期 121 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年８月期３Ｑ 93,857,372 株 2020年８月期３Ｑ 85,766,037 株 

  
 

  

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
  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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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仮定及び業績予想のご利用にあ
たっての注意事項については、添付資料４ページ「（３）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。 
 
 (決算補足説明資料の入手方法) 
  四半期決算補足説明資料につきましては、TDnet及び当社ウェブサイト（https://www.curvesholdings.co.jp/） 
に掲載しております。 
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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 

当社グループ（当社及び連結子会社）は主力事業である「女性だけの30分健康体操教室 カーブス」などを通じて

健康寿命の延伸に寄与し、社会課題の解決に貢献する「地域の健康インフラ」として、顧客サービス強化による会員

の満足度向上、会員数拡充に努めております。 

当社グループでは、ウィズコロナ・アフターコロナの市場環境は次の２つの視点から大きく変化するものと捉えて

います。 

①健康マーケットの広がり：コロナショックは自らの生命、健康に目を向けざるを得ない機会となり、中長期的に

は「自分の健康は自分で守る」との認識が一層広がり、健康マーケットが大きく拡大をするタイミングが来る。 

②非接触型サービス需要の高まり：アフターコロナにおいても消費者心理、社会経済状況には新型コロナウイルス

感染症の影響が色濃く残り、非接触型サービスの需要が高まるなど質的な変化が発生する。 

このような経営環境の中、当社グループは2022年末までの約２年間で事業回復と新しい経営環境下でのビジネスモ

デル確立を目指しており、2021年８月期(2020年９月１日～2021年８月31日)は、その確かな道筋を創る年度と位置付

け戦略を遂行しております。 

当第３四半期連結会計期間（2021年３月～2021年５月）は、最優先課題として掲げております「会員数の早期回復」

に向けて、2021年４月より、ＴＶＣＭを投下し、Ｗｅｂ広告等とのメディアミックスマーケティングを展開してまい

りました。また、オンライン体操教室「おうちでカーブス」の新規会員募集を開始し、オンラインと店舗を融合させ

た新しいビジネスモデルを創造するチャレンジを遂行しています。 

2021年４月23日以降、緊急事態宣言等が発出される中においても、新規入会数は着実に回復し、退会率もコロナシ

ョック前の水準以下に抑えることができ、当第２四半期連結会計期間末64.1万人（オンライン会員を含む）だった会

員数は3.9万人純増し68.1万人（オンライン会員を含む）まで回復をいたしました。しかしながら、2021年４月９日

に公表いたしました、2021年８月期末会員数予想70万人（オンライン会員を除く）の計画に対しては、新規入会数が

計画よりも下回ったことにより進捗が遅れている状況です。 

なお、緊急事態宣言等の影響により、休業要請の対象となった大型施設に入居する一部の店舗において休業（最大

時31店舗）等が発生をいたしましたが、対象店舗の会員様のおよそ70％は近隣店舗利用もしくはオンライン体操教室

「おうちでカーブス」の利用によって運動を継続いただくことができており、会費返金等の影響は最小限にとどまっ

ています。 

また、コロナショックの影響が大きい店舗の統廃合を引き続き進めており、統廃合店の会員様のうち70％超の方は

他店に移籍をして運動を継続いただいています。 

これらによって、当第３四半期連結会計期間末の国内カーブス（メンズ・カーブスを除く）店舗数及び会員数は次

の通りとなりました。 

１.国内カーブス店舗数 

 
前連結会計年度 
(2020年８月31日) 

当第２四半期 
連結会計期間 

(2021年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2021年５月31日) 

 
当第２四半期連結 
会計期間末比 

店舗数 2,020店舗 1,988店舗 1,974店舗 △14店舗 △0.7％ 

 内、直営店舗数 70店舗 75店舗 75店舗 － － 

   フランチャイズ（以 
   下、ＦＣ。）店舗数 

1,950店舗 1,913店舗 1,899店舗 △14店舗 △0.7％ 

２.国内カーブス会員数 

 
前連結会計年度 
(2020年８月31日) 

当第２四半期 
連結会計期間 

(2021年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2021年５月31日) 

 
当第２四半期 

連結会計期間末比 

休会を除く実質会員数 60.0万人 64.1万人 68.1万人 3.9万人 6.2％ 

(注）１.当第３四半期連結会計期間の新規出店数は３店舗、閉店・統合数は17店舗となっております。 

２.特別休会制度は2021年３月末をもって終了しております。 

３.国内カーブス会員数には、オンライン体操教室「おうちでカーブス」の会員数を含んでおります。 
  



株式会社カーブスホールディングス(7085) 2021 年８月期 第３四半期決算短信 

―3― 

男性向け運動施設「メンズ・カーブス」では、７店舗目となる新店舗を５月に出店いたしました。 

海外事業は、2019年７月にＦＣ本部事業を買収いたしました欧州を重点地域と位置付けています。当第３四半期連

結会計期間末（2021年３月末（決算期のずれにより、２ヶ月遅れでの連結取り込み））の欧州カーブス（イギリス・

イタリア・スペイン・他５ヶ国）店舗数は、159店舗（全店ＦＣ店舗）、うちロックダウンなど政府行政方針による

休業は108店舗となりました。 

 

また、コスト面においては、市場環境を踏まえながらも積極的にマーケティング費用を投下した一方、休業休会に

伴う加盟店への経営支援金の減少などによって、販売費及び一般管理費が当第１四半期連結会計期間対比258百万円

減少いたしました。一方、マーケティング費用を大幅に抑制しておりました当第２四半期連結会計期間対比では686

百万円の増加となっています。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、181億70百万円(前年同期比7.1％減)、営業利益は、13

億14百万円(前年同期比23.9％減)となり、経常利益は、為替変動によりCurves International, Inc.においてキャッ

シュの増減には影響しない為替差益が発生した結果、14億21百万円(前年同期比18.0％減)となりました。親会社株主

に帰属する四半期純利益は、法人税、住民税及び事業税を８億35百万円計上したこと等により、８億24百万円(前年

同期比26.5％減)となりました。 

なお、前期まで売上に計上をしていた広告分担金（ＦＣ加盟店より徴収）を当第１四半期連結会計期間より売上に

計上をしておりません。前第３四半期連結累計期間における広告分担金を調整した売上高の前年同期比は1.7％減に

なります。これは、ＦＣ本部であるカーブスジャパンにおいて広告分担金収入を超過して使用した広告分担金支出に

ついて、加盟企業から追加徴収をしない形に契約を変更したことに伴い、超過使用分を販売費及び一般管理費に計上

することとしたことによるものです。 

また、当社グループはカーブス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。  

 

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第３四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３億49百万円減少し364億88百万円(前連

結会計年度末比0.9％減)となりました。 

流動資産は３億４百万円減少し149億70百万円(同比2.0％減)となりました。これは主に、商品が２億79百万円減少

したことなどによるものです。 

有形固定資産は１億64百万円増加し４億91百万円(同比50.6％増)となりました。 

無形固定資産は３億39百万円減少し204億49百万円(同比1.6％減)となりました。これは主に、商標権が２億85百万

円、その他の無形固定資産が１億47百万円およびのれんが24百万円減少したことなどによるものです。 

投資その他の資産は１億30百万円増加し５億77百万円(同比29.2％増)となりました。 

固定資産の総額は44百万円減少し215億18百万円(同比0.2％減)となりました。 

 

   (負債)  

流動負債は12億89百万円増加し85億52百万円(同比17.8％増)となりました。これは主に、１年内返済予定の長期借

入金が９億37百万円増加したことなどによるものです。 

固定負債は23億67百万円減少し190億65百万円(同比11.0％減)となりました。これは主に、長期借入金が23億17百

万円減少したことなどによるものです。 

負債の総額は10億77百万円減少し276億17百万円(同比3.8％減)となりました。 

 

   (純資産) 

純資産は７億28百万円増加し88億71百万円(同比8.9％増)となりました。これは主に、配当金４億69百万円を支払

った一方、親会社株主に帰属する四半期純利益８億24百万円を計上したことにより利益剰余金が３億55百万円増加し

たことなどによるものです。 
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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 

2021年７月９日公表の「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の通り、連結業績予想を修正してお

ります。修正後の通期連結業績予想は、売上高244億円(前連結会計年度比2.7％減)、営業利益15億円(前連結会計年

度比28.5％増)、経常利益15億90百万円(前連結会計年度比36.5％増)、親会社株主に帰属する当期純利益９億53百万

円(前連結会計年度比24.6％増)を見込んでおります。 

詳細は以下の通りです。 

 

当社グループは2022年末までの約２年間での事業回復と新しい経営環境下でのビジネスモデル確立を目指しており、

2021年８月期（2020年９月１日～2021年８月31日）は、その確かな道筋を創る年度と位置付け戦略を遂行しています。 

当第３四半期連結累計期間において、利益が通期予想を上回っている一方、最優先課題である「会員数の早期回復」

に十分には至っておらず、足元の経営環境は引き続き不透明かつ不安定な状況にあります。このような中、早期の事

業回復と新しい経営環境下でのビジネスモデル確立を実現するには、 

①顧客満足度の一層の向上、加盟店経営の安定化などの事業基盤を守り育てること 

②マーケティングを強化し、積極的な費用投下をし、会員数の回復をまず図ること 

③オンライン体操教室「おうちでカーブス」など新たなビジネスモデルを早期に軌道に乗せること 

が引き続き重要課題であると認識しており、当第４四半期連結会計期間においてもマーケティングの強化等の戦略投

資を実施していく計画です。 

 

（国内） 

・2021年８月期通期で、新規出店を17店舗、コロナショックの影響が大きいＦＣ店の閉店・統合を79店舗予定して

おり、店舗数は62店舗純減の期末1,958店舗と予想しております。 

・会員数は、当第３四半期連結会計期間において純増をしたものの、2021年４月９日に公表いたしました、2021年

８月期末会員数予想70万人（オンライン会員を除く）の計画に対しては、進捗が遅れております。そのため、2021年

８月期末の会員数を68万会員（オンライン会員を含む）との予想に修正しております。 

・2022年末までの事業回復と新しい経営環境下でのビジネスモデル確立を実現するためには、会員数の早期回復が

優先課題となります。そのため、マーケティングへの戦略的投資を積極的に進めていく計画です。 

（海外） 

・重点地域である欧州（イギリス、イタリア、スペインなど）においては、各国徐々に営業を再開しております。

しかしながら、需要の大幅な回復には未だ時間がかかると予想しており、海外における業績予想の仮定に変更はござ

いません。社会経済状況が落ち着いてきた地域から徐々に、オンラインフィットネスの提供など新しいビジネスモデ

ルの実験を積み重ね、変化する経営環境に適応した戦略の立案と実行をしていく計画です。 

 

今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により事業環境が変化し、業績予想の修正が必要となった場合には速や

かに開示いたします。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2020年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2021年５月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 9,533,587 9,819,563 

  受取手形及び売掛金 3,243,741 3,662,807 

  商品 1,511,593 1,231,699 

  原材料及び貯蔵品 6,116 5,512 

  その他 1,127,615 409,242 

  貸倒引当金 △147,384 △158,092 

  流動資産合計 15,275,269 14,970,732 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 220,379 222,616 

   車両運搬具及び工具器具備品（純額） 105,807 268,552 

   有形固定資産合計 326,187 491,168 

  無形固定資産   

   のれん 1,392,773 1,368,566 

   商標権 17,997,264 17,711,972 

   ソフトウエア 666,101 783,427 

   その他 733,374 585,661 

   無形固定資産合計 20,789,513 20,449,628 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 20,000 71,200 

   敷金及び保証金 253,498 269,206 

   繰延税金資産 155,771 222,622 

   その他 21,166 17,874 

   貸倒引当金 △3,492 △3,527 

   投資その他の資産合計 446,943 577,376 

  固定資産合計 21,562,644 21,518,173 

 資産合計 36,837,913 36,488,905 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2020年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2021年５月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,562,764 1,692,581 

  1年内返済予定の長期借入金 1,840,000 2,777,500 

  未払金 919,875 980,835 

  未払費用 291,399 336,176 

  未払法人税等 364,394 691,172 

  賞与引当金 223,835 121,438 

  ポイント引当金 44,320 67,842 

  株主優待引当金 30,622 － 

  預り金 1,653,990 1,659,928 

  その他 331,404 224,545 

  流動負債合計 7,262,606 8,552,020 

 固定負債   

  長期借入金 17,420,000 15,102,500 

  繰延税金負債 3,887,324 3,830,387 

  資産除去債務 125,377 132,727 

  固定負債合計 21,432,701 19,065,615 

 負債合計 28,695,308 27,617,636 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 848,666 848,666 

  資本剰余金 828,666 828,666 

  利益剰余金 6,328,053 6,683,699 

  自己株式 △76 △76 

  株主資本合計 8,005,310 8,360,957 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 － 33,489 

  為替換算調整勘定 137,294 476,822 

  その他の包括利益累計額合計 137,294 510,312 

 純資産合計 8,142,605 8,871,269 

負債純資産合計 36,837,913 36,488,905 
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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３四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第３四半期連結累計期間 

(自 2019年９月１日 
 至 2020年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2020年９月１日 

 至 2021年５月31日) 

売上高 19,559,007 18,170,734 

売上原価 12,163,357 10,503,608 

売上総利益 7,395,649 7,667,126 

販売費及び一般管理費 5,667,164 6,352,310 

営業利益 1,728,485 1,314,815 

営業外収益   

 受取利息 135 128 

 為替差益 50,396 86,700 

 助成金収入 1,242 26,151 

 受取補償金 － 30,000 

 その他 9,016 19,066 

 営業外収益合計 60,790 162,045 

営業外費用   

 支払利息 41,385 50,097 

 その他 15,356 5,641 

 営業外費用合計 56,742 55,738 

経常利益 1,732,533 1,421,122 

特別損失   

 固定資産除却損 4,249 1,503 

 特別損失合計 4,249 1,503 

税金等調整前四半期純利益 1,728,283 1,419,618 

法人税、住民税及び事業税 746,343 835,902 

法人税等調整額 △141,033 △241,217 

法人税等合計 605,310 594,685 

四半期純利益 1,122,973 824,933 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,122,973 824,933 
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四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第３四半期連結累計期間 

(自 2019年９月１日 
 至 2020年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2020年９月１日 

 至 2021年５月31日) 

四半期純利益 1,122,973 824,933 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 － 33,489 

 為替換算調整勘定 118,506 339,528 

 その他の包括利益合計 118,506 373,018 

四半期包括利益 1,241,480 1,197,951 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,241,480 1,197,951 

 非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）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） 

該当事項はありません。 

 

(追加情報) 

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の拡大や収束時期等を含

む仮定に重要な変更はありません。 


