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１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第３四半期 7,263 0.4 112 △34.7 167 1.2 111 177.2

24年３月期第３四半期 7,234 1.2 171 ― 165 ― 40 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 125百万円( 159.6％) 24年３月期第３四半期 48百万円( ―％)

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

25年３月期第３四半期 10.50 10.47

24年３月期第３四半期 3.79 ―

（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 ％

25年３月期第３四半期 10,740 4,299 38.5

24年３月期 11,263 4,279 36.1

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 4,130百万円 24年３月期 4,068百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

25年３月期 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) 6.00 6.00

(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．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 10,100 1.5 250 11.1 300 39.1 150 46.7 14.16

(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) 25年３月期３Ｑ 11,529,000株 24年３月期 11,529,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 937,675株 24年３月期 937,675株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 10,591,325株 24年３月期３Ｑ 10,591,325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
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、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P２「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要により緩やかな持ち

直しの兆しが見られたものの、欧州経済不安の長期化や新興国経済の減速に加え、衆議院の解散総選挙

に向けた様々な思惑など不安定な状況が続きました。

温浴業界におきましては、消費者の節約志向や低価格志向に加え多様なニーズへの対応がより一層求

められる厳しく且つ難しい経営環境が続いており、競争は更に激化しています。

このような状況の中、当社におきましては、引き続きお客様に安心かつ安全に利用していただくため

の適切な衛生管理や設備管理の徹底に加え、お客様の来店頻度や店舗内施設利用頻度の向上を図るため

の“心からのおもてなし”によるサービス向上に努めてまいりました。また、お客様のニーズを的確に

とらえた施策の実施や、メール会員制度など新たな訴求ツールの一層の活用による効果的な販促強化に

も積極的に取り組んでまいりました。

また、中国上海市における海外第１号店の開店につきましては、日中関係悪化に伴う影響は多少ある

ものの、平成25年2月の開店に向けて準備を進めております。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高7,263百万円（前年同期比0.4％増）と

なりました。損益面につきましては、営業利益112百万円（前年同期比34.7％減）、経常利益167百万円

（前年同期比1.2％増）、四半期純利益111百万円（前年同期比177.2％増）となりました。

当第３四半期連結会計期間末における総資産は10,740百万円となり、前連結会計年度末に比べ523百

万円減少しました。これは主に、現金及び預金の減少1,003百万円、建物及び構築物（純額）の減少341

百万円、建設仮勘定の増加626百万円によるものであります。

負債合計は6,440百万円となり、前連結会計年度末に比べ543百万円の減少となりました。これは主

に、長期借入金の減少215百万円、未払金の減少195百万円、短期借入金の減少100百万円によるもので

あります。

純資産合計は4,299百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円の増加となりました。これは主

に、利益剰余金の増加47百万円、為替換算調整勘定の増加８百万円、新株予約権の減少41百万円による

ものであります。また、自己資本比率につきましては、38.5％となりました。

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月15日の決算短信で発表しました業績予想に

変更はありません。

なお、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、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。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,274,583 2,270,954

売掛金 77,678 77,289

たな卸資産 26,706 48,387

繰延税金資産 39,317 39,622

その他 128,340 140,140

貸倒引当金 － △5,000

流動資産合計 3,546,626 2,571,393

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,398,871 5,057,310

工具、器具及び備品（純額） 133,875 126,020

リース資産（純額） 21,168 11,193

土地 － 182,051

建設仮勘定 120,091 746,862

有形固定資産合計 5,674,008 6,123,437

無形固定資産

リース資産 6,509 205

その他 77,121 75,115

無形固定資産合計 83,630 75,321

投資その他の資産

投資有価証券 54,981 69,142

長期貸付金 125,602 114,003

繰延税金資産 366,733 367,456

敷金及び保証金 782,836 800,035

その他 641,009 621,327

貸倒引当金 △11,461 △1,461

投資その他の資産合計 1,959,702 1,970,503

固定資産合計 7,717,341 8,169,262

資産合計 11,263,967 10,740,656

株式会社極楽湯（2340）平成25年３月期 第３四半期決算短信

4



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 266,568 294,003

短期借入金 400,000 300,000

1年内償還予定の社債 122,000 68,000

1年内返済予定の長期借入金 1,794,240 1,739,500

未払金 449,548 254,341

未払法人税等 78,875 64,639

賞与引当金 47,209 24,508

その他 703,316 768,397

流動負債合計 3,861,759 3,513,389

固定負債

社債 64,000 30,000

長期借入金 2,423,100 2,262,250

退職給付引当金 65,894 74,025

資産除去債務 367,781 371,940

その他 201,938 189,296

固定負債合計 3,122,714 2,927,512

負債合計 6,984,473 6,440,902

純資産の部

株主資本

資本金 2,032,626 2,032,626

資本剰余金 2,179,226 2,179,226

利益剰余金 338,190 385,841

自己株式 △466,918 △466,918

株主資本合計 4,083,124 4,130,775

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △15,460 △9,861

為替換算調整勘定 1,225 9,467

その他の包括利益累計額合計 △14,235 △393

新株予約権 210,605 169,371

純資産合計 4,279,494 4,299,754

負債純資産合計 11,263,967 10,740,656
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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 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 7,234,357 7,263,149

売上原価 6,552,025 6,606,776

売上総利益 682,332 656,372

販売費及び一般管理費 510,432 544,084

営業利益 171,899 112,288

営業外収益

受取利息 8,397 7,591

受取家賃 12,514 14,068

協賛金収入 38,358 95,871

その他 21,731 19,128

営業外収益合計 81,001 136,659

営業外費用

支払利息 76,402 53,031

その他 10,785 28,261

営業外費用合計 87,188 81,293

経常利益 165,712 167,654

特別利益

新株予約権戻入益 1,481 49,447

固定資産売却益 41,499 －

特別利益合計 42,980 49,447

特別損失

投資有価証券評価損 30,780 －

特別損失合計 30,780 －

税金等調整前四半期純利益 177,912 217,101

法人税、住民税及び事業税 143,168 115,491

法人税等調整額 △5,375 △9,589

法人税等合計 137,793 105,901

少数株主損益調整前四半期純利益 40,118 111,199

四半期純利益 40,118 111,199
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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 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 40,118 111,199

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,337 5,599

為替換算調整勘定 △5,283 8,242

その他の包括利益合計 8,053 13,841

四半期包括利益 48,172 125,041

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 48,172 125,041

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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