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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 10,829 4.4 533 118.5 378 230.4 206 473.8
24年3月期第3四半期 10,375 △1.5 243 △7.2 114 △26.1 36 ―

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 53.89 53.55
24年3月期第3四半期 9.41 9.37

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 18,098 4,857 26.7
24年3月期 18,300 4,677 25.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,824百万円 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 ― 41.64



(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.3「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3Q 3,847,800 株 24年3月期 3,830,300 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 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3Q 3,839,880 株 24年3月期3Q 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第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）における我が国経済は、復興需要の下

支えがあるものの、世界景気の減速等を背景とした弱めの動きがあり、雇用情勢の改善にも足踏みがみられるな

ど、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、個人消費が

底堅く推移しており、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

化や倶楽部100®懇親パーティー、ハワイアンブリーズ（フラダンス発表会＆レッスン）、グルーヴパーティー（ダ

ンスイベント）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。な

お倶楽部100®とは、いくつ年を重ねても健康で生きがいあふれた人生を送りたい方の集える場として展開している

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＞ 

メガロス立川店 （東京都立川市）  平成24年８月 

メガロス大和店 （神奈川県大和市） 平成25年１月 

メガロス横濱店 （神奈川県横浜市） 平成25年１月 

メガロス神奈川店（神奈川県横浜市） 平成25年１月 

  

 その他、平成24年10月に「メガロス小平テニススクール（東京都小平市）」、平成24年11月に「らくのびステー

ション（メガロス調布店内＜東京都調布市＞）」をオープンし、順調に会員を獲得いたしました。なお、「らくの

びステーション」とは、ストレッチマシンを使った新しいコンパクトフィットネスクラブで、メガロス調布店の中

に付帯する形で開設いたしました。 

  これらの施策の効果により、会員数は平成24年12月31日時点で前年同期比1,356名増加し、133,254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12月31日時点で前年同期比0.3％増と

前年を上回って推移いたしました。 

  以上の結果、当第３四半期累計期間におきましては、売上高は10,829百万円（前年同期比4.4％増）、経常利益

は378百万円（前年同期比230.4％増）、四半期純利益は206百万円（前年同期比473.8％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18,098百万円となり、前事業年度末に比べ202百万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13,240百万円となり、前事業年度末に比べ382百万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4,857百万円となり、前事業年度末に比べ179百万円増加いたしました。これは主に、前事業年度決算に

係る期末配当金及び当事業年度決算に係る中間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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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３四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4,313千円増加しております。 

   

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３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 397,451 697,858

預け金 17,607 9,491

売掛金 120,417 92,869

商品及び製品 171,207 187,113

前払費用 342,742 415,889

繰延税金資産 94,329 74,761

その他 110,863 3,784

貸倒引当金 △4,000 △4,800

流動資産合計 1,250,620 1,476,967

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,365,687 14,516,243

減価償却累計額 △4,188,017 △4,696,414

建物（純額） 10,177,670 9,819,828

構築物 432,197 458,329

減価償却累計額 △238,118 △244,931

構築物（純額） 194,078 213,398

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △13,039 △14,054

車両運搬具（純額） 1,928 913

工具、器具及び備品 1,061,586 1,122,430

減価償却累計額 △806,122 △855,970

工具、器具及び備品（純額） 255,463 266,459

リース資産 1,518,627 1,598,225

減価償却累計額 △338,836 △471,777

リース資産（純額） 1,179,791 1,126,448

建設仮勘定 77,983 177,669

有形固定資産合計 11,886,916 11,604,719

無形固定資産   

ソフトウエア 64,452 32,274

その他 51,717 45,334

無形固定資産合計 116,170 77,609

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,479,841 4,400,554

長期前払費用 206,270 194,273

繰延税金資産 347,287 330,420

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 5,046,899 4,938,748

固定資産合計 17,049,986 16,621,077

資産合計 18,300,606 18,098,044
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 66,301 71,418

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 164,879 161,210

未払金 502,267 586,330

未払費用 222,290 266,966

未払法人税等 128,829 85,663

未払事業所税 49,028 38,637

未払消費税等 － 153,198

前受金 431,276 409,862

預り金 42,712 78,047

賞与引当金 104,085 54,594

役員賞与引当金 － 12,451

商品割引券引当金 1,336 388

リース資産減損勘定 30,045 30,045

その他 5,982 0

流動負債合計 4,899,034 4,598,814

固定負債   

長期借入金 6,575,000 6,550,000

リース債務 1,162,226 1,119,746

受入敷金保証金 63,102 63,102

資産除去債務 474,370 482,586

長期リース資産減損勘定 449,005 426,470

固定負債合計 8,723,704 8,641,906

負債合計 13,622,738 13,240,721

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,431,441 1,439,906

資本剰余金 1,131,441 1,139,906

利益剰余金 2,083,736 2,244,639

自己株式 △54 △75

株主資本合計 4,646,564 4,824,375

新株予約権 31,303 32,947

純資産合計 4,677,867 4,857,323

負債純資産合計 18,300,606 18,098,044
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 10,375,427 10,829,857

売上原価 9,176,455 9,283,660

売上総利益 1,198,971 1,546,196

販売費及び一般管理費 955,018 1,013,190

営業利益 243,953 533,006

営業外収益   

受取利息 18,751 19,490

その他 5,306 12,476

営業外収益合計 24,057 31,967

営業外費用   

支払利息 151,321 174,480

その他 2,212 12,274

営業外費用合計 153,533 186,755

経常利益 114,477 378,217

税引前四半期純利益 114,477 378,217

法人税、住民税及び事業税 47,512 134,846

法人税等調整額 30,903 36,436

法人税等合計 78,415 171,282

四半期純利益 36,061 206,934
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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24年12月31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） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門                       7,132,690  ＋5.0 

 スイミングスクール  1,214,759 ＋8.9  

 テニススクール  817,546 △1.8  

 その他スクール  438,369 ＋5.9  

スクール部門合計  2,470,674 ＋4.6  

プロショップ部門  583,881 △8.7  

その他の収入（注）２  642,610 ＋11.1  

合計  10,829,857 ＋4.4  

 部 門 
当第３四半期会計期間末 
（平成24年12月31日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 92,557 ＋0.5 

 スイミングスクール 23,074 ＋3.1 

 テニススクール 10,992 △0.5 

 その他スクール 6,631 ＋4.1 

スクール部門合計 40,697 ＋2.3 

合計 133,254 ＋1.0 
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