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 (百万円未満切捨て) 

１．2023年８月期第１四半期の連結業績（2022年９月１日～2022年11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 
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 ％ 

2023年８月期第１四半期 6,935 7.3 632 28.2 720 34.4 466 47.7 

2022年８月期第１四半期 6,460 13.0 493 － 536 － 315 － 
 
(注) 包括利益 2023年８月期第１四半期 1,411 百万円( 205.3 ％)  2022年８月期第１四半期 462 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 

2023年８月期第１四半期 5.07 － 

2022年８月期第１四半期 3.37 － 
  

 
  

（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 ％ 

2023年８月期第１四半期 38,446 13,439 35.0 

2022年８月期 38,352 12,355 32.2 
 
(参考) 自己資本 2023年８月期第１四半期 13,439 百万円  2022年８月期 12,355 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 

2022年８月期 － 3.50 － 3.50 7.00 

2023年８月期 －     

2023年８月期(予想)  5.00 － 5.00 10.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
    

 
  

３．2023年８月期の連結業績予想（2022年９月１日～2023年８月31日） 
 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期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 

第２四半期(累計) 14,600 8.6 1,905 10.2 1,950 5.4 1,269 5.2 13.79 

通期 30,000 9.1 3,700 34.9 3,710 12.0 2,422 7.8 26.32 
 
(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) 2023年８月期１Ｑ 93,857,493 株 2022年８月期 93,857,493 株 

② 期末自己株式数 2023年８月期１Ｑ 1,800,123 株 2022年８月期 1,800,123 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年８月期１Ｑ 92,057,370 株 2022年８月期１Ｑ 93,857,372 株 

（注）期末自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式（2023年８月期１Ｑ 
1,800,000株、2022年８月期 1,800,000株）が含まれております。また、株式会社日本カストディ銀行（信託E
口）が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（2023年８
月期１Ｑ 1,800,000株、2022年８月期１Ｑ ０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 

 
（将来に関する記述などについてのご注意） 
 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３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（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、2023年１月11日（水曜日）に、TDnet及び当社ウェブサイト
（https://www.curvesholdings.co.jp/）に掲載する予定です。 
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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分フィットネス 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「地域密着の健康インフラ」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。 

 

当第１四半期連結会計期間（2022年９月～2022年11月）の経営成績は以下の通りです。 

会員数は、前連結会計年度末75.4万人から3.3万人純増し、78.7万人（オンラインフィットネス「おうちでカーブ

ス」会員および店舗とオンラインのハイブリッドサービス「おうちでカーブスＷプラン」会員を含む）となりました。 

９月、10月にTVCMを集中投下しWEBを中心としたメディアミックスマーケティングを展開したこと等により、引き

続きヤング層（50～64歳）の入会増において着実な成果を上げることができました。また顧客満足度の一層の向上に

より、月次退会率は低減をし続けておりコロナショック前の水準以下に抑えることができております。 

オンラインフィットネスにおいては、店舗とオンラインのハイブリッドサービスである「おうちでカーブスＷプラ

ン」を店舗プランの会員様向けにご提案するキャンペーンを実施した結果、約３万人の会員様にＷプランへの切り替

えをいただきました。 

店舗数は、前連結会計年度末1,947店舗から７店舗純増し、1,954店舗となりました。これは、当第１四半期連結会

計期間に８店舗新規出店した一方、閉店・統合が１店舗だったことによります。また、統廃合店の会員様のうち70％

以上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１四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。 

 

国内カーブス（メンズ・カーブスを除く）店舗数・会員数 

 
前連結会計年度末 
(2022年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2022年11月30日) 

 

※ご参考：コロナ
前実績 

2020年８月期 
第２四半期末 

(2020年２月29日) 
 前連結会計年度末比 

店舗数 1,947店舗 1,954店舗 ７店舗 0.4％  2,014店舗 

 内、直営店舗数 75店舗 76店舗 １店舗 1.3％  65店舗 

   フランチャイズ（以 
   下、FC。）店舗数 

1,872店舗 1,878店舗 ６店舗 0.3％  1,949店舗 

会員数 75.4万人 78.7万人 3.3万人 4.4％  83.2万人 

(注）１.当第１四半期連結会計期間の新規出店数は８店舗、閉店・統合数は１店舗となっております。 

２.国内カーブス会員数には、オンラインフィットネス「おうちでカーブス」および店舗とオンラインのハイブリ

ッドサービス「おうちでカーブスＷプラン」の会員数を含んでおります。 

 

男性向け運動施設「メンズ・カーブス」は2022年10月に２店舗出店し、総店舗数は14店舗となりました。 

海外事業は、2019年７月にFC本部事業を買収しました欧州を重点地域と位置付けています。当第１四半期連結会計

期間末（2022年９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、143店舗（全店FC店舗）となりました。 

 

また、当第１四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は、前年同期比70百万円増加しました。これは、円安進

行に伴いのれん・商標権償却額が増加したこと(注１)、全国での研修再開等営業活動が順次正常化したことに伴い費

用が増加したこと等によるものです。一方、広告宣伝費は前年同期比減少しました。これは、会員数増加に伴いFC加

盟店からの広告分担金供出額が増加したこと、マーケティングの効率が改善したこと等によるものです。 

(注１)のれん・商標権は、Curves International, Inc.買収時に発生した米ドル建てのものであり、定額法により

毎四半期2,532千ドル償却しております。対米ドルの期中平均為替換算レートが前年同期に比べ、１ドルにつき28.21

円円安になったことにより円換算の償却額が71百万円増加しております。 

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、69億35百万円(前年同期比7.3％増)、営業利益は、６

億32百万円(前年同期比28.2％増)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
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シュの増減には影響しない為替差益が発生した結果、７億20百万円(前年同期比34.4％増)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２億27百万円計上したことなどにより、４億66百万円(前

年同期比47.7％増)となりました。 

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１四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94百万円増加し384億46百万円(前連結会

計年度末比0.2％増)となりました。 

流動資産は８億２百万円減少し129億37百万円(同比5.8％減)となりました。これは主に、現金及び預金が13億90百

万円減少したことなどによるものです。 

有形固定資産は３百万円減少し４億20百万円(同比0.9％減)となりました。 

無形固定資産は９億84百万円増加し243億86百万円(同比4.2％増)となりました(注２)。 

投資その他の資産は83百万円減少し７億２百万円(同比10.7％減)となりました。 

固定資産の総額は８億96百万円増加し255億９百万円(同比3.6％増)となりました。 

(注２)無形固定資産のうちCurves International, Inc.買収時に発生したのれん・商標権の資産価額が、毎期の償

却により米ドル建てでは減少しているものの、対米ドルの当第１四半期連結会計期間末為替換算レートが前

連結会計年度末に比べ、1ドルにつき8.13円円安となったことにより、円換算では９億30百万円の増加とな

っています。 

( 

前連結会計年度末 159,566千ドル １ドル=136.68円 円換算  218億９百万円 

償却による減少  △2,532千ドル 

当第１四半期連結会計期間末 157,033千ドル １ドル=144.81円 円換算  227億40百万円  
) 

 

   (負債)  

流動負債は３億68百万円減少し89億39百万円(同比4.0％減)となりました。これは主に、未払法人税等が４億87百

万円減少したことなどによるものです。 

固定負債は６億20百万円減少し160億67百万円(同比3.7％減)となりました。これは主に、長期借入金が８億22百万

円減少したことなどによるものです。 

負債の総額は９億88百万円減少し250億７百万円(同比3.8％減)となりました。 

 

   (純資産) 

純資産は10億83百万円増加し134億39百万円(同比8.8％増)となりました。 

これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益４億66百万円の計上と配当金３億28百万円の支払いにより利益剰

余金が１億38百万円増加し、円安進行により為替換算調整勘定が９億45百万円増加したことによるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

2023年８月期の通期連結業績見通しは、2022年10月７日発表の数値から変更はございません。 

売上高300億円(前連結会計年度比9.1％増)、営業利益37億円(前連結会計年度比34.9％増)、経常利益37億10百万円

(前連結会計年度比12.0％増)、親会社株主に帰属する当期純利益24億22百万円(前連結会計年度比7.8％増)を見込ん

でいます。 

通期連結業績見通しの詳細は以下の通りです。 

 

（国内事業） 

・2023年８月期通期で、新規出店を25店舗、フランチャイズ加盟店の閉店・統合を20店舗予定しており、店舗数は５

店舗純増の期末1,952店舗と予想しています。 

・2020年２月末83.2万名であった会員数は、コロナショックの影響により2020年５月末54.5万名（休会を除く実質会

員数）まで減少しましたが、2022年８月末75.4万名まで回復をいたしました。2023年８月期も引き続き「会員数の回

復」に向けて、年３回の魅力的なキャンペーンを実施すること等により新規入会を強化し、期末の会員数は82.4万名
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（オンライン会員を含む）（2022年８月期末対比７万会員純増）と予想しています。 

・会員向け物販売上高は会員数増に応じた契約数、販売数の増加を見込んでいます。また主力商品であるプロテイン

の原材料価格などの上昇による原価増を見込んでいます。 

・2023年８月期上期は、引き続き「会員数の回復」に向けてマーケティングの積極展開による広告宣伝費の投下を行

う計画です。しかしながら、会員数増に伴うフランチャイズ加盟店からの広告分担金拠出額の増加などにより、広告

宣伝費は前年同期間比減少する見込みです。 

 ・為替変動（円安の進行）によって「のれん・商標権償却費」が前連結会計年度比増加すると見込んでおります。 

 ・男性向け運動施設「メンズ・カーブス」は、新規出店を５店舗予定しており、店舗数は期末17店舗と予想してい

ます。今後の多店舗展開本格化に向けて、ノウハウを磨き上げる計画です。 

 

（海外事業） 

・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、営業再開によって会員数も回復に向かっ

ています。事業の成長に向けて、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きます。そのため、2023年８月期は成長に向けての準備期間と位

置付け、通期で営業赤字が続く見通しとしております。 

 

今後事業環境が変化し、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 
(2022年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2022年11月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,212,746 6,822,126 

  受取手形及び売掛金 4,156,396 4,061,159 

  商品 933,076 1,413,254 

  原材料及び貯蔵品 4,117 5,663 

  その他 651,892 886,406 

  貸倒引当金 △219,018 △251,499 

  流動資産合計 13,739,210 12,937,112 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 197,547 202,344 

   車両運搬具及び工具器具備品（純額） 227,200 212,785 

   その他（純額） - 5,691 

   有形固定資産合計 424,748 420,821 

  無形固定資産   

   のれん 1,559,559 1,624,942 

   商標権 20,258,938 21,123,282 

   ソフトウエア 1,204,818 1,288,688 

   その他 378,365 349,187 

   無形固定資産合計 23,401,682 24,386,100 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 28,800 28,360 

   敷金及び保証金 294,434 297,226 

   繰延税金資産 398,555 303,852 

   その他 69,855 78,731 

   貸倒引当金 △5,083 △5,505 

   投資その他の資産合計 786,562 702,665 

  固定資産合計 24,612,993 25,509,587 

 資産合計 38,352,203 38,446,699 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2022年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2022年11月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,747,409 2,048,633 

  1年内返済予定の長期借入金 3,290,400 3,290,400 

  未払金 627,131 472,310 

  未払費用 304,046 295,260 

  未払法人税等 649,044 162,023 

  賞与引当金 288,495 135,569 

  ポイント引当金 109,583 110,355 

  株主優待引当金 21,764 - 

  預り金 1,894,295 2,056,052 

  その他 375,720 369,075 

  流動負債合計 9,307,891 8,939,680 

 固定負債   

  長期借入金 11,956,100 11,133,500 

  株式給付引当金 222,692 229,334 

  繰延税金負債 4,390,359 4,579,959 

  資産除去債務 119,211 119,262 

  その他 - 5,793 

  固定負債合計 16,688,363 16,067,849 

 負債合計 25,996,254 25,007,530 

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 8,438,466 8,576,527 

  自己株式 △1,247,477 △1,247,477 

  株主資本合計 8,868,322 9,006,383 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 5,756 5,468 

  為替換算調整勘定 3,481,870 4,427,316 

  その他の包括利益累計額合計 3,487,626 4,432,784 

 純資産合計 12,355,949 13,439,168 

負債純資産合計 38,352,203 38,446,699 
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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１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2021年９月１日 
 至 2021年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2022年９月１日 

 至 2022年11月30日) 

売上高 6,460,861 6,935,121 

売上原価 3,631,189 3,895,986 

売上総利益 2,829,671 3,039,135 

販売費及び一般管理費 2,336,374 2,406,959 

営業利益 493,297 632,176 

営業外収益   

 受取利息 43 77 

 為替差益 41,607 94,139 

 助成金収入 9,944 375 

 その他 5,084 7,431 

 営業外収益合計 56,679 102,023 

営業外費用   

 支払利息 13,961 12,363 

 その他 2 1,459 

 営業外費用合計 13,963 13,822 

経常利益 536,013 720,377 

特別損失   

 固定資産除却損 643 128 

 特別損失合計 643 128 

税金等調整前四半期純利益 535,370 720,248 

法人税、住民税及び事業税 170,415 227,848 

法人税等調整額 49,037 25,838 

法人税等合計 219,453 253,686 

四半期純利益 315,916 466,562 

親会社株主に帰属する四半期純利益 315,916 466,562 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2021年９月１日 
 至 2021年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2022年９月１日 

 至 2022年11月30日) 

四半期純利益 315,916 466,562 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △18,550 △287 

 為替換算調整勘定 164,976 945,446 

 その他の包括利益合計 146,426 945,158 

四半期包括利益 462,342 1,411,720 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 462,342 1,411,720 

 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。 

 


