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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

26年3月期第3四半期 10,989 1.5 249 △53.2 111 △70.6 49 △76.2
25年3月期第3四半期 10,829 4.4 533 118.5 378 230.4 206 473.8

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

26年3月期第3四半期 12.75 12.65
25年3月期第3四半期 53.89 53.55

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 17,722 4,842 27.1
25年3月期 17,916 4,805 26.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 4,811百万円 25年3月期 4,771百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

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

25年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
26年3月期 ― 3.50 ―
26年3月期（予想） 0.00 3.50

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 14,500 0.8 270 △52.2 70 △80.7 20 △87.0 5.16



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 3,875,000 株 25年3月期 3,847,800 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 208 株 25年3月期 163 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 3,866,562 株 25年3月期3Q 3,839,880 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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に掲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］Ｐ.2「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）における我が国経済は、各種政策の効

果が発現するなかで、一部景気回復の動きが見られましたが、消費税率引上げに伴う消費者マインドへの影響も懸

念され、不透明な状況で推移しました。  

  一方、当スポーツクラブ業界は健康ビジネスの需要拡大を背景として、緩やかながら回復の兆しが見え始めてい

るものの、企業間の競争により依然として厳しい経営環境にあります。 

  このように新規会員の獲得が厳しい経営環境の中、当社では各種キャンペーンを実施し休館日を利用した体験会

等を行って会員の獲得に努めるとともに、会員の定着を図るため新規入会者向け初期対応の強化や新規プログラム

の導入、倶楽部100®懇親パーティー、メガロスマスターズ（水泳大会）等の各種イベントを実施しました。また、

品質維持向上のための人材育成等も積極的に行ってまいりました。なお、倶楽部100®とは健康で生きがいのある人

生を楽しみたい方が集うクラブ内サークルです。 

 施設面では、以下の施設についてリニューアル工事を実施し、設備の入替えや、トレーニングマシンの刷新等を

行い、店舗のクオリティの向上に努めてまいりました。 

  

＜リニューアル実施店舗＞ 

 メガロス柏店      （千葉県柏市）     平成25年８月 

  メガロス武蔵小金井店  （東京都小金井市）   平成25年12月 

 メガロス町田店     （東京都町田市）    平成25年12月 

  

 また、新規出店につきましては、平成25年５月に「メガロス相模大野店（神奈川県相模原市）」の運営を開始

し、退店につきましては、平成25年12月に「メガロス緑山倶楽部（東京都町田市）」の運営を終了いたしました。

この結果、店舗数は平成25年12月31日現在、首都圏に24店舗、静岡県に１店舗、愛知県に１店舗、合計26店舗とな

りました。 

 その他、あらたな事業機会への取り組みとして24時間営業の小型フィットネスジム「デイオス24成増店（東京都

板橋区）」の運営開始前募集を平成25年12月より実施いたしました。なお、平成26年１月に予定通り運営を開始し

ております。 

 以上の結果、会員数は平成25年12月31日時点で前年同期比4,038名増加し137,292名となり、当第３四半期累計期

間の売上高は10,989百万円（前年同期比1.5％増）となりましたが、業績の回復に努めているなかで、広告宣伝費

の増加及び水道光熱費の継続的な単価上昇、また、メガロス相模大野店及びデイオス24成増店の新規出店に伴う開

業経費の負担により、経常利益は111百万円（前年同期比70.6％減）、四半期純利益は49百万円（前年同期比

76.2％減）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

 総資産は17,722百万円となり、前事業年度末に比べ193百万円減少いたしました。これは主に、減価償却費が有

形固定資産の取得を上回ったことにより、固定資産が減少したことによるものであります。 

 総負債は12,879百万円となり、前事業年度末に比べ231百万円減少いたしました。これは主に、未払法人税等及

び未払消費税等が減少したことによるものであります。 

 純資産は4,842百万円となり、前事業年度末に比べ37百万円増加いたしました。これは主に、四半期純利益を計

上したことによるものであります。 

   

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成26年３月期の業績予想は、平成25年10月28日の公表数値から変更いたしておりません。 

   

   

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 328,021 617,523

預け金 28,857 7,458

売掛金 128,642 100,186

商品及び製品 151,886 137,130

前払費用 352,678 398,700

繰延税金資産 100,294 77,089

その他 7,945 2,625

貸倒引当金 △3,000 △5,800

流動資産合計 1,095,326 1,334,914

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,036,651 15,302,835

減価償却累計額 △4,870,994 △5,401,957

建物（純額） 10,165,656 9,900,877

構築物 458,329 463,231

減価償却累計額 △252,368 △271,949

構築物（純額） 205,960 191,282

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △14,392 △14,824

車両運搬具（純額） 575 143

工具、器具及び備品 1,165,499 1,193,020

減価償却累計額 △886,100 △943,683

工具、器具及び備品（純額） 279,399 249,337

リース資産 1,606,025 1,707,988

減価償却累計額 △518,318 △656,780

リース資産（純額） 1,087,707 1,051,207

建設仮勘定 － 5,520

有形固定資産合計 11,739,299 11,398,368

無形固定資産   

ソフトウエア 38,259 48,732

その他 43,201 38,848

無形固定資産合計 81,460 87,580

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,436,441 4,362,429

長期前払費用 210,328 201,989

繰延税金資産 340,279 324,110

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 5,000,549 4,902,029

固定資産合計 16,821,310 16,387,978

資産合計 17,916,636 17,722,892
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,582 78,644

1年内返済予定の長期借入金 3,250,000 3,550,000

リース債務 149,550 138,549

未払金 613,870 665,422

未払費用 235,858 265,236

未払法人税等 117,700 23,070

未払事業所税 51,393 40,923

未払消費税等 171,192 63,707

前受金 475,215 455,198

預り金 43,287 69,535

賞与引当金 101,787 57,453

役員賞与引当金 23,300 －

商品割引券引当金 1,151 495

資産除去債務 12,000 12,000

リース資産減損勘定 30,045 30,045

その他 194 －

流動負債合計 5,331,128 5,450,283

固定負債   

長期借入金 5,725,000 5,400,000

リース債務 1,091,430 1,080,450

受入敷金保証金 63,102 63,102

資産除去債務 481,315 489,672

長期リース資産減損勘定 418,959 396,425

固定負債合計 7,779,807 7,429,650

負債合計 13,110,936 12,879,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,439,906 1,455,452

資本剰余金 1,139,906 1,155,452

利益剰余金 2,191,800 2,200,660

自己株式 △207 △273

株主資本合計 4,771,405 4,811,291

新株予約権 34,294 31,667

純資産合計 4,805,700 4,842,958

負債純資産合計 17,916,636 17,722,892
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 10,829,857 10,989,573

売上原価 9,283,660 9,574,293

売上総利益 1,546,196 1,415,279

販売費及び一般管理費 1,013,190 1,165,705

営業利益 533,006 249,573

営業外収益   

受取利息 19,490 17,217

その他 12,476 7,267

営業外収益合計 31,967 24,485

営業外費用   

支払利息 174,480 160,079

その他 12,274 2,596

営業外費用合計 186,755 162,675

経常利益 378,217 111,382

税引前四半期純利益 378,217 111,382

法人税、住民税及び事業税 134,846 22,681

法人税等調整額 36,436 39,374

法人税等合計 171,282 62,055

四半期純利益 206,934 49,326
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   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。  

  

  

(１）部門別売上高の状況（単位：千円） 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．スポーツクラブ施設に付帯する駐車料金、プライベートロッカー等の収入であります。 

(２）部門別会員数の状況（単位：名） 

 （注）平成25年12月31日現在、在籍されている会員数です。 

   

  

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

４．生産、受注及び販売の状況

 部 門 
 当第３四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門                       7,298,806  ＋2.3 

 スイミングスクール  1,253,519 ＋3.2 

 テニススクール  800,656 △2.1 

 その他スクール  434,896 △0.8 

スクール部門合計  2,489,072 ＋0.7 

プロショップ部門  581,243 △0.5 

その他の収入（注）２  620,450 △3.4 

合計  10,989,573 ＋1.5 

 部 門 
当第３四半期会計期間末 
（平成25年12月31日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 96,068 ＋3.8 

 スイミングスクール 23,865 ＋3.4 

 テニススクール 10,904 △0.8 

 その他スクール 6,455 △2.7 

スクール部門合計 41,224 ＋1.3 

合計 137,292 ＋3.0 
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