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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 3,579 0.6 △43 ― △90 ― △66 ―
25年3月期第1四半期 3,557 5.5 156 258.6 109 925.7 58 ―

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1四半期 △17.15 ―
25年3月期第1四半期 15.15 15.06

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 18,084 4,725 26.0
25年3月期 17,916 4,805 26.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,698百万円 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  ：  有   

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 ―
26年3月期（予想） 3.50 ― 3.50 7.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 7,100 △1.4 25 △92.0 △80 ― △70 ― △18.12
通期 14,500 0.8 400 △29.1 200 △44.8 100 △35.1 25.88



(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
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 3,865,100 株 25年3月期 3,847,800 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 163 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1Q 3,859,301 株 25年3月期1Q 3,835,244 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１四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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、企業収益の改善が家計所得や投資の増加につながり、景気回復へ向かうことが期待されるも

のの、雇用情勢に厳しさが残り、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てまいりました。また、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お花

見ウォーク等の各種イベントを実施し、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。 

 また、平成25年５月に「メガロス相模大野店（神奈川県相模原市）」をオープンし、店舗数は平成25年６月30日

現在、首都圏に25店舗、静岡県に１店舗、愛知県に１店舗、合計27店舗となりました。 

  以上の結果、会員数は平成25年６月30日時点で前年同期比180名増加し135,699名となり、当第１四半期累計期間

の売上高は3,579百万円（前年同期比0.6％増）となりましたが、既存店会員数の減少及びメガロス相模大野店の新

規出店に伴う開業経費の負担等により、経常利益は△90百万円（前年同期比200百万円減）、四半期純利益は△66

百万円（前年同期比124百万円減）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18,084百万円となり、前事業年度末に比べ167百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が 

増加したことによるものであります。 

 総負債は13,358百万円となり、前事業年度末に比べ247百万円増加いたしました。これは主に、未払費用が増加

したことによるものであります。 

 純資産は4,725百万円となり、前事業年度末に比べ80百万円減少いたしました。これは主に、四半期純損失を計

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25年４月24日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました業績予想及び配当予想を修正いたしまし

た。詳細につきましては、平成25年７月24日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さ

い。 

  

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１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 328,021 529,338

預け金 28,857 34,300

売掛金 128,642 143,211

商品及び製品 151,886 224,916

前払費用 352,678 365,296

繰延税金資産 100,294 137,218

その他 7,945 2,231

貸倒引当金 △3,000 △4,900

流動資産合計 1,095,326 1,431,612

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,036,651 15,037,714

減価償却累計額 △4,870,994 △5,048,798

建物（純額） 10,165,656 9,988,915

構築物 458,329 458,329

減価償却累計額 △252,368 △258,841

構築物（純額） 205,960 199,488

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △14,392 △14,536

車両運搬具（純額） 575 431

工具、器具及び備品 1,165,499 1,184,721

減価償却累計額 △886,100 △910,925

工具、器具及び備品（純額） 279,399 273,796

リース資産 1,606,025 1,690,827

減価償却累計額 △518,318 △565,419

リース資産（純額） 1,087,707 1,125,408

有形固定資産合計 11,739,299 11,588,041

無形固定資産   

ソフトウエア 38,259 55,473

その他 43,201 42,662

無形固定資産合計 81,460 98,135

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,436,441 4,411,545

長期前払費用 210,328 208,806

繰延税金資産 340,279 332,447

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 5,000,549 4,966,300

固定資産合計 16,821,310 16,652,477

資産合計 17,916,636 18,084,089

㈱メガロス（2165） 平成26年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

- 3 -



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,582 147,557

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 3,250,000 3,250,000

リース債務 149,550 155,480

未払金 613,870 611,207

未払費用 235,858 484,739

未払法人税等 117,700 12,866

未払事業所税 51,393 13,314

未払消費税等 171,192 54,023

前受金 475,215 541,629

預り金 43,287 60,707

賞与引当金 101,787 62,883

役員賞与引当金 23,300 5,831

商品割引券引当金 1,151 895

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 194 132

流動負債合計 5,331,128 5,543,314

固定負債   

長期借入金 5,725,000 5,725,000

リース債務 1,091,430 1,131,694

受入敷金保証金 63,102 63,102

資産除去債務 481,315 484,100

長期リース資産減損勘定 418,959 411,448

固定負債合計 7,779,807 7,815,345

負債合計 13,110,936 13,358,659

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,439,906 1,450,195

資本剰余金 1,139,906 1,150,195

利益剰余金 2,191,800 2,098,651

自己株式 △207 △207

株主資本合計 4,771,405 4,698,834

新株予約権 34,294 26,595

純資産合計 4,805,700 4,725,429

負債純資産合計 17,916,636 18,084,089
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,557,529 3,579,520

売上原価 3,066,462 3,224,065

売上総利益 491,067 355,455

販売費及び一般管理費 334,124 399,402

営業利益又は営業損失（△） 156,942 △43,946

営業外収益   

受取利息 6,307 5,999

その他 5,731 526

営業外収益合計 12,038 6,525

営業外費用   

支払利息 58,568 53,370

その他 709 164

営業外費用合計 59,277 53,534

経常利益又は経常損失（△） 109,703 △90,955

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 109,703 △90,955

法人税、住民税及び事業税 50,489 4,351

法人税等調整額 1,100 △29,091

法人税等合計 51,590 △24,739

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,113 △66,215
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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６月30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１四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門                       2,367,081  ＋0.5 

 スイミングスクール  394,475 ＋2.8 

 テニススクール  266,284 △1.9 

 その他スクール  143,965 △0.1 

スクール部門合計  804,725 ＋0.7 

プロショップ部門  204,605 ＋10.4 

その他の収入（注）２  203,107 △6.4 

合計  3,579,520 ＋0.6 

 部 門 
当第１四半期会計期間末 
（平成25年６月30日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 95,549 △0.1 

 スイミングスクール 22,917 ＋2.9 

 テニススクール 10,834 △1.9 

 その他スクール 6,399 △3.0 

スクール部門合計 40,150 ＋0.6 

合計 135,699 ＋0.1 
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