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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 7,200 5.7 311 405.9 209 ― 111 ―
24年3月期第2四半期 6,813 △2.7 61 8.9 △15 ― △24 ―

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2四半期 29.06 28.88
24年3月期第2四半期 △6.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 17,940 4,787 26.5
24年3月期 18,300 4,677 25.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,748百万円 24年3月期  4,646百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 7.00
25年3月期（予想） ― 7.00 14.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（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）

（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 14,550 4.5 570 43.9 350 65.1 160 ― 41.67



(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 

（注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条の4に該当するものであります。詳細は、［添付資料］Ｐ.2「2．サマリー情報（注記 
事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 3,840,200 株 24年3月期 3,830,300 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 70 株 24年3月期 50 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,837,513 株 24年3月期2Q 3,830,250 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いており、当社とし
てその実現を約束する趣旨のものではありません。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等については、［添付資料］Ｐ.2「当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法及び四半期決算説明会） 
当社は、平成24年10月26日（金）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。 
当日使用する四半期決算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）における我が国経済は、雇用情勢に改

善の動きがあるなど、底堅さがみられるものの、世界景気の減速等を背景とした弱めの動きもあり、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、企業間の競争は依然として激しく、厳しい経営環境にありますが、消費者マイ

ンドの改善の動きもみられ、緩やかに回復しつつあります。 

  このような経営環境の中、当社は以下の施策を実施してまいりました。 

 新規入会者の獲得策として、年齢層に応じたキャンペーンの実施や利用時間帯を区切った会員種別の増設、休館

日を利用した体験会等を行ってまいりました。また、会員定着率の向上を図るため、新規入会者向け初期対応の強

化やメガロスマスターズ（水泳大会）等の各種イベントの実施、品質維持向上に向けての人材育成等を積極的に行

ってまいりました。 

 施設面では、平成24年８月に「メガロス立川店（東京都立川市）」の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。 

 その他、平成24年10月にオープンした「メガロス小平テニススクール（東京都小平市）」のオープン前募集も実

施し、順調に会員を獲得いたしました。 

  これらの施策の効果により、会員数は平成24年９月30日時点で前年同期比6,058名増加し、138,061名となりまし

た。平成23年３月31日までにオープンした既存店におきましても、平成24年９月30日時点で前年同期比1.3％増と

前年を上回って推移いたしました。 

  以上の結果、当第２四半期累計期間におきましては、売上高は7,200百万円（前年同期比5.7％増）、経常利益は

209百万円（前年同期比225百万円増）、四半期純利益は111百万円（前年同期比136百万円増）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 総資産は17,940百万円となり、前事業年度末に比べ359百万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13,153百万円となり、前事業年度末に比べ469百万円減少いたしました。これは主に、未払消費税等が

増加した一方で、借入金を返済したことによるものであります。 

 純資産は4,787百万円となり、前事業年度末に比べ109百万円増加いたしました。これは主に、前事業年度決算に

係る期末配当金を支払った一方で、四半期純利益を計上したことによるものであります。 

   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の業績予想は、平成24年４月26日の公表数値から変更いたしておりません。 

   

   

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれ

ぞれ2,025千円増加しております。 

  

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24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 397,451 418,725

預け金 17,607 27,409

売掛金 120,417 106,680

商品及び製品 171,207 174,703

前払費用 342,742 334,943

繰延税金資産 94,329 87,370

その他 110,863 20,626

貸倒引当金 △4,000 △3,200

流動資産合計 1,250,620 1,167,258

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,365,687 14,452,256

減価償却累計額 △4,188,017 △4,525,375

建物（純額） 10,177,670 9,926,880

構築物 432,197 442,477

減価償却累計額 △238,118 △249,666

構築物（純額） 194,078 192,810

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △13,039 △13,716

車両運搬具（純額） 1,928 1,252

工具、器具及び備品 1,061,586 1,097,151

減価償却累計額 △806,122 △827,120

工具、器具及び備品（純額） 255,463 270,031

リース資産 1,518,627 1,594,681

減価償却累計額 △338,836 △425,258

リース資産（純額） 1,179,791 1,169,423

建設仮勘定 77,983 177,669

有形固定資産合計 11,886,916 11,738,067

無形固定資産   

ソフトウエア 64,452 28,227

その他 51,717 47,462

無形固定資産合計 116,170 75,689

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,479,841 4,409,444

長期前払費用 206,270 198,465

繰延税金資産 347,287 338,470

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 5,046,899 4,959,880

固定資産合計 17,049,986 16,773,637

資産合計 18,300,606 17,940,895
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 66,301 51,142

短期借入金 500,000 －

1年内返済予定の長期借入金 2,650,000 2,650,000

リース債務 164,879 171,470

未払金 502,267 469,596

未払費用 222,290 225,498

未払法人税等 128,829 100,062

未払事業所税 49,028 25,637

未払消費税等 － 107,265

前受金 431,276 474,927

預り金 42,712 43,828

賞与引当金 104,085 110,446

役員賞与引当金 － 8,302

商品割引券引当金 1,336 944

リース資産減損勘定 30,045 30,045

その他 5,982 6,009

流動負債合計 4,899,034 4,475,177

固定負債   

長期借入金 6,575,000 6,550,000

リース債務 1,162,226 1,151,347

受入敷金保証金 63,102 63,102

資産除去債務 474,370 479,847

長期リース資産減損勘定 449,005 433,982

固定負債合計 8,723,704 8,678,279

負債合計 13,622,738 13,153,456

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,431,441 1,436,072

資本剰余金 1,131,441 1,136,072

利益剰余金 2,083,736 2,176,109

自己株式 △54 △75

株主資本合計 4,646,564 4,748,178

新株予約権 31,303 39,260

純資産合計 4,677,867 4,787,438

負債純資産合計 18,300,606 17,940,895
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 6,813,108 7,200,061

売上原価 6,130,819 6,212,348

売上総利益 682,289 987,713

販売費及び一般管理費 620,722 676,256

営業利益 61,566 311,456

営業外収益   

受取利息 12,207 12,958

その他 1,947 11,682

営業外収益合計 14,154 24,641

営業外費用   

支払利息 89,364 116,875

その他 2,184 9,232

営業外費用合計 91,549 126,107

経常利益又は経常損失（△） △15,828 209,990

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △15,828 209,990

法人税、住民税及び事業税 8,807 82,688

法人税等調整額 278 15,776

法人税等合計 9,085 98,465

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,914 111,524

㈱メガロス（2165） 平成25年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 5 -



  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24年９月30日現在、在籍されている会員数です。 

   

   

（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

４．生産、受注及び販売の状況

 部 門 
 当第２四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門                       4,741,225  ＋6.1 

 スイミングスクール  800,147 ＋10.2 

 テニススクール  543,142 △1.8 

 その他スクール  288,883 ＋6.7 

スクール部門合計  1,632,173 ＋5.3 

プロショップ部門  391,757 △5.2 

その他の収入（注）２  434,905 ＋14.3 

合計  7,200,061 ＋5.7 

 部 門 
当第２四半期会計期間末 
（平成24年９月30日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 96,471 ＋4.1 

 スイミングスクール 23,523 ＋8.5 

 テニススクール 11,415 △0.9 

 その他スクール 6,652 ＋8.3 

スクール部門合計 41,590 ＋5.7 

合計 138,061 ＋4.6 
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