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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 9,666 5.1 218 74.6 179 67.0 85 165.5
25年3月期第1四半期 9,201 6.1 125 ― 107 ― 32 ―

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 4.01 ―
25年3月期第1四半期 1.51 ―

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 28,622 10,048 35.1
25年3月期 27,042 10,176 37.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  10,048百万円 25年3月期  10,176百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 14.00 14.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 20,240 6.5 900 24.2 770 △9.3 250 △46.2 11.69
通期 41,500 7.4 2,750 44.5 2,500 25.0 1,215 19.0 56.83



(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 21,379,000 株 25年3月期 21,379,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 376 株 25年3月期 376 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 21,378,624 株 25年3月期1Q 21,378,745 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報告書の対象外でありますが、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
に基づく四半期レビュー手続きは終了しております。 

※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、四半期
決算短信（添付資料）3ページ「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１.当四半期決算に関する定性的情報 

 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、政府・日銀に

よる経済政策や金融緩和に対する期待感から円安・株高基調に転じる等、全体としての景況感は徐々に改

善されつつありますが、個人消費への影響は限定的であり、なお先行きは不透明な状況が続いております。 

そのような中、フィットネス業界においては、前事業年度に引き続き利用者数や会員数が増加傾向で推

移しております。また、政府の成長戦略のひとつである健康・医療分野において、「国民の健康寿命の延伸」

が目標として掲げられたことは、国民一人ひとりの健康増進に対する意識の高揚に大きく寄与するものと

期待しております。 

当社におきましては、“より多くの方が効果を実感し、継続していただけるクラブづくり”を目指し、「運

動の効果を感じていただくこと」、「クラブへの帰属意識を持っていただくこと」を重点に、会員とのコミ

ュニケーションに注力した結果、当第１四半期会計期間末の既存クラブ（新規出店や閉店等を除く、同一

条件での比較が可能なクラブ）の在籍会員数は、前年同期に比べ1.8％増となりました。また、全社の在籍

会員数は、新規出店クラブの集客が順調に推移したこと等により、前年同期に比べ6.2％増となりました。 

 

当第１四半期累計期間における施設の状況は、新規施設として、４月にルネサンス幕張（千葉市花見川

区）をオープンいたしました。施設数の減少はなく、当第１四半期会計期間末の施設数は、直営105クラブ、

業務受託６クラブ、通所介護２施設の計113施設となりました。 

既存クラブの改装及び設備更新は、５月にルネサンス稲毛（千葉市稲毛区）、ルネサンス石神井公園（東

京都練馬区）、６月にルネサンス両国（東京都墨田区）の３クラブにおいて実施し、施設環境の整備と魅力

向上に努めております。 

 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は96億66百万円となり、前年同期に比べ5.1％増となりまし

た。営業利益は２億18百万円（前年同期比74.6％増）、経常利益は１億79百万円（同67.0％増）、四半期純

利益は85百万円（同165.5％増）となりました。 

 

また、当事業年度におきましても、中期経営計画の達成に向けて、新たな事業領域の創出につながる活

動や、在籍会員の帰属意識向上につながるイベントの実施等に取り組んでまいります。当第１四半期累計

期間における主なトピックスは以下のとおりです。 

 

 脳を活性化するオリジナルメソッド「シナプソロジー」の普及に向けた取り組み 

「シナプソロジー」は、これまでスタジオプログラムや、自治体の「認知症予防教室」、企業の「メンタ

ルタフネスセミナー」等に展開しておりましたが、新たにプールで行うプログラム「水中シナプソロジー」

を開発し、４月より全国８ヶ所のクラブに導入いたしました。 

また、５月には「シナプソロジー」を解説した初めての書籍となる『１日５分で脳が冴えるシナプソロ

ジー』を株式会社中経出版より発売いたしました。今後、さらに多くの方々への普及を図ってまいります。 
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当社の報告セグメントは「スポーツクラブ運営事業」のみであるため、セグメントごとの業績について

は記載しておりません。以下では、より詳細な区分に分類し開示を行っております。 

 

① 区分別売上高 

当第１四半期累計期間における販売実績を各区分別に示すと、次のとおりであります。 

区分 
当第１四半期 
累計期間(千円) 

前年同四半期比(％) 

 フィットネス部門合計 5,345,070 ＋4.1 

  スイミングスクール 1,611,454 ＋7.3 

  テニススクール 818,912 ＋1.6 

  その他スクール 361,086 ＋2.9 

 スクール部門合計 2,791,452 ＋5.0 

 プロショップ部門 341,449 △17.6 

 その他の収入(注)2 1,012,030 ＋20.6 

スポーツ施設売上高計 9,490,003 ＋4.9 

業務受託 106,903 △6.6 

その他売上 69,706 ＋74.0 

売上高合計 9,666,612 ＋5.1 

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

2. 「その他の収入」は、スポーツクラブ施設に付帯する駐車場、プライベートロッカー等の収入

であります。 

 

② フィットネス部門及びスクール部門別会員数の状況 

当第１四半期会計期間末におけるフィットネス部門及びスクール部門別会員数の状況を示

すと、次のとおりであります。     

部門 
当第１四半期 
会計期間末(名) 

前年同四半期比(％) 

フィットネス部門計 246,230 ＋5.4 

 スイミングスクール 89,248 ＋8.7 

 テニススクール 33,911 ＋5.5 

 その他スクール 16,113 ＋6.8 

スクール部門計 139,272 ＋7.6 

会員数合計 385,502 ＋6.2 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

 

① 資産、負債及び純資産の状況 

イ. 資産 

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ 15億 79 百万円増加し、286 億 22 百万円

となりました。これは主に、新規出店に伴いリース資産が増加したことにより有形固定資産合計が 14 億

68 百万円増加したことによるものです。 

 

ロ. 負債 

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ 17 億７百万円増加し、185 億 73 百万円

となりました。これは主に、短期借入金が増加したことにより流動負債合計が５億 55 百万円増加したこ

と、新規出店に伴いリース債務が増加したことにより固定負債合計が 11 億 52 百万円増加したことによ

るものです。 

 

ハ. 純資産 

当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ１億 27 百万円減少し、100 億 48 百万

円となりました。これは主に、四半期純利益 85 百万円を計上したこと、また前事業年度末配当金２億

13 百万円を支払ったことによるものです。 

 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成26年３月期の業績予想につきましては、本資料の公開時点において、平成25年５月８日公表の第２

四半期累計期間及び通期業績予想に変更はありません。 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 
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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 795,186 798,356

売掛金 765,073 715,782

商品 242,013 233,557

その他 1,590,119 1,781,831

貸倒引当金 △10,099 △10,024

流動資産合計 3,382,293 3,519,503

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,846,046 4,890,973

リース資産（純額） 4,656,681 6,009,248

その他（純額） 2,879,756 2,951,220

有形固定資産合計 12,382,484 13,851,442

無形固定資産 739,731 730,018

投資その他の資産

敷金及び保証金 8,130,105 8,262,004

その他 2,407,542 2,259,074

投資その他の資産合計 10,537,647 10,521,078

固定資産合計 23,659,863 25,102,539

資産合計 27,042,156 28,622,043

負債の部

流動負債

支払手形 ※  196,705 ※  300,927

買掛金 86,767 118,422

短期借入金 600,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 2,133,000 2,133,000

未払法人税等 624,793 177,487

前受金 455,807 531,900

賞与引当金 577,282 339,974

資産除去債務 1,618 2,245

その他 ※  3,047,920 ※  3,675,174

流動負債合計 7,723,894 8,279,131

固定負債

長期借入金 2,817,000 2,603,500

リース債務 4,582,890 5,899,808

退職給付引当金 363,599 376,812

資産除去債務 598,580 601,970

その他 779,735 812,362

固定負債合計 9,141,805 10,294,454

負債合計 16,865,700 18,573,585
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(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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,210,380 2,210,380

資本剰余金 2,756,974 2,756,974

利益剰余金 5,208,279 5,080,137

自己株式 △182 △182

株主資本合計 10,175,451 10,047,309

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,005 1,149

評価・換算差額等合計 1,005 1,149

純資産合計 10,176,456 10,048,458

負債純資産合計 27,042,156 28,622,043
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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 9,201,348 9,666,612

売上原価 8,679,733 9,039,068

売上総利益 521,614 627,544

販売費及び一般管理費 396,220 408,572

営業利益 125,394 218,971

営業外収益

受取利息 8,042 8,056

受取手数料 25,218 27,448

その他 5,527 8,386

営業外収益合計 38,788 43,891

営業外費用

支払利息 49,994 72,338

その他 6,711 11,064

営業外費用合計 56,706 83,403

経常利益 107,476 179,459

特別利益

固定資産売却益 1,061 －

特別利益合計 1,061 －

特別損失

固定資産除却損 9,948 8,549

減損損失 15,525 －

その他 142 305

特別損失合計 25,616 8,855

税引前四半期純利益 82,921 170,604

法人税、住民税及び事業税 89,223 153,305

法人税等調整額 △38,560 △68,345

法人税等合計 50,663 84,960

四半期純利益 32,257 85,644
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 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。 

 

【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

※  四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当第１四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

が、四半期会計期間末残高に含まれております。 

 
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) 

支払手形 39,127千円 53,307千円 

設備関係支払手形（流動負債その他） 90,452千円 25,736千円 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの

償却額は、次のとおりであります。 

 
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) 

減価償却費 390,805千円 387,168千円 

のれんの償却額 3,654千円 3,654千円 

 

(株主資本等関係) 

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) 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月22日 
取締役会 

普通株式 149,651 7.00 平成24年３月31日 平成24年６月22日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の

末日後となるもの 

該当事項はありません。 
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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) 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月24日 
取締役会 

普通株式 213,786 10.00 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の

末日後となるもの 

該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

当社が有している関連会社は、利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社である  

ため、記載を省略しております。 

 

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当社の報告セグメントが「スポーツクラブ運営事業」のみであるため記載を省略しております。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。 

項目 
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)

１株当たり四半期純利益金額 1.51円 4.01円

    (算定上の基礎) 

   四半期純利益金額 (千円) 32,257 85,644

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額 (千円) 32,257 85,644

   普通株式の期中平均株式数(千株) 21,378 21,378

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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