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２０２１年３月期  第２四半期  決算報告 



2021年3月期 第2四半期 決算報告① 

 
 
① 連結売上高 前年同期比：56.0% 
  個別売上高 前年同期比：55.7% 
 
② フィットネス・スクール会員の減少による減収 
   ・フィットネス部門売上高 前年比：50.8% 
   ・スクール部門売上高   前年比：63.3% 

 
③ 全国のスポーツクラブの休業（4月～5月）の影響により、 
  5月・6月の単月売上高が前年同期比20％に減少 
 
④ 4月～9月 会員動向 
  フィットネス会員の休会・退会が増加し、会員数が減少 
  傾向、スクール会員は6月以降、会員数が回復傾向 
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今期決算のポイント 



2020年3月期 2Q  2021年3月期 2Q 前年同期比 

売 上 高 27,160 15,198 56.0% 

営 業 利 益 1,935 △287 -  

経 常 利 益 1,670 △418 - 

当 期 純 利 益 1,077 △3,276 - 

2021年3月期 第2四半期 決算報告② 

2020年3月期 2Q 2021年3月期 2Q 前年同期比 

売 上 高 24,444 13,611 55.7% 

営 業 利 益 1,754 △145 - 

経 常 利 益 1,489 △281 - 

当 期 純 利 益 969 △2,898 - 

（単位：百万円） 連 結 

個 別 
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2020年3月期 2Q  2021年3月期 2Q  

総 資 産 42,829 45,942 

自 己 資 本 24,314 21,248 

自 己 資 本 比 率 56.8% 46.2% 

有 利 子 負 債 8,888 14,323 

有利子負債依存度 20.8% 31.2% 

2020年3月期 2Q 2021年3月期 2Q 

総 資 産 40,556 43,942 

自 己 資 本 22,352 19,554 

自 己 資 本 比 率 55.1% 44.5％ 

有 利 子 負 債 9,749 15,194 

有利子負債依存度 24.0% 34.6% 

（単位：百万円） 

個 別 
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2021年3月期 第2四半期 決算報告③ 

連 結 



2020年3月期 
2Q  

2021年3月期 
2Q  

前年同期比 

フ ィ ッ ト ネ ス 部 門 15,297 7,768 50.8% 

ス ク ー ル 部 門 6,588 4,167 63.3% 

業 務 受 託 部 門 3,024 2,331 77.1% 

その他（旅行業・販売など） 2,250 931 41.4% 

合     計 27,160 15,198 56.0% 

部門別売上高（連 結） （単位：百万円） 
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2021年3月期 第2四半期 決算報告④ 



    2020年3月期 2Q 2021年3月期 2Q 主な内訳 

営業CF 417 △2,015 
税金等調整前当期純利益    △3,212 
減価償却費                          923 
法人税等の支払                 △35 

投資CF △1,636 △502 
有形固定資産の取得               △543 
敷金・保証金の回収による収入         135  

敷金・保証金の差入による支出          △8  

財務CF △587 4,386 
長期借入による収入           5,500 
長期借入金の返済による支出     △678 
配当金の支払              △201 
リース債務等の返済による支出  △233 

（単位：百万円） 連結キャッシュフローの状況 
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設備投資 等   

2020年3月期2Q 2021年3月期2Q 

減価償却費 889 923 

設備投資額 1,803 654 

借入金額 3,022 8,500 

2021年3月期 第2四半期 決算報告⑤ 



２０２１年３月期  第２四半期  会員動向 



6 

２０２０年９月末時点 総会員数  約368,000名 

2021年3月期 第2四半期 会員動向① 
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部門別会員数の推移 

102.4% 102.2% 100.4% 99.6% 83.1% 
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255 

204 

16年9月 17年9月 18年9月 19年9月 20年9月 

男性 49.3歳 50.6歳 51.2歳 51.7歳 52.8歳 

女性 51.6歳 53.7歳 54.4歳 55.3歳 57.6歳 

男女平均 50.5歳 52.2歳 52.8歳 53.6歳 55.1歳 
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51.7% 48.3% 
男性 

女性 

2021年3月期 第2四半期 会員動向② 
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２０２１年３月期  第２四半期  出退店状況 



出店：６店 （直営 ３店  受託 ３店） 

業態 店 舗 名 所 在 地 時期 

直営 セントラルスポーツ ジム24平塚 神奈川県平塚市 ２０２０年   ４月   １日 

直営 セントラルフィットネスクラブ24茂原 千葉県茂原市 ２０２０年   ６月   １日 

直営 セントラルスポーツ ジムスタ24和歌山市駅 和歌山県和歌山市 ２０２０年   ６月   ５日 

受託 ゆうぽうと世田谷レクセンター 東京都世田谷区 ２０２０年   ４月   １日 

受託 ＤＩＳ市谷スポーツクラブ 東京都新宿区 
２０２０年   ４月   １日 
※2021年4月営業開始予定 

受託 名取市サイクルスポーツセンター 宮城県名取市 ２０２０年   ４月   １日 

退店：退店はございません 
 

※2020年12月末 退店予定店舗：ヨガピス赤坂けやき通り 

2021年3月期 第2四半期 出退店状況 

8 



9 

セントラルスポーツジム24平塚   
【ジム単体型】マシンジム・カーディオマシン   

フィットネスロッカー 

セントラルスポーツジムスタ24和歌山市駅 
【ジム・スタジオ型】マシンジム・カーディオマシン   
スタジオ・HOTスタジオ・フィットネスロッカー 

総合型フィットネスクラブ１店 
ジム・スタジオ型店舗１店/24時間営業小型ジム１店 

合計３店の直営店舗を出店！ 

 ジム２４平塚（神奈川県平塚市） 
2020年4月 
オープン!! 

フィットネスクラブ２４茂原（千葉県茂原市） 
2020年6月 
オープン!! 

ジムスタ２４和歌山市駅（和歌山県和歌山市） 
2020年6月 
オープン!! 

2021年3月期 第2四半期 出店実績 

セントラルフィットネスクラブ24茂原  
【総合型】マシンジム･スタジオ･HOTスタジオ     
プール（25ｍ×4）・スクールギャラリー   

スパエリア・フィットネスロッカー 



全国248店舗   
(直営181・受託67） 

海外（直営） 海外（提携） 

１ 
Meridian Golf 
（ゴルフ場） 

19 
WELLBRIDGE 

その他  

 提携269店舗 

12 
(6/6) 

地区別店舗数 
(直営・受託店舗数/提携) 

36 
(26/10) 

251 
(157/94) 

55 
(15/40) 85 

(34/51) 

15 
(2/13) 

13 
(0/13) 

24 
(7/17) 

6 
(0/6) 

セントラルスポーツ 
ネットワーク 

 

517店舗 

直営 181店 
受託   67店 
提携 269店 
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当社施設利用対象者数 約700万人 

セントラルスポーツ ネットワーク 



２０２１年３月期  上期の主な取り組み 
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４月７日緊急事態宣言以降の店舗運営状況 

一部の指定管理施設を除き、全国の直営・受託店舗を臨時休業 

上期の主な取り組み①（新型コロナウイルス対応） 

5月中旬以降、特定警戒都道府県以外の地域から徐々に営業を再開 

5月25日の緊急事態宣言解除後、段階的に全国での営業を再開 

4月7日～5月24日の間に政府より発令された緊急事態宣言に伴う各都道府県毎の指示に従い休業し、
5月初旬より段階的に営業を再開。「お客様と従業員の安全」を最優先に営業を継続。 

営業再開後のスポーツクラブ内の感染症安全予防対策 



専門の資格を持ったトレーナーが、お客様の身体状況（バランス・歪み）をチェックし、必要に応じて修正および調整を
した上で、一人ひとりの目的に応じたトレーニングを提案するパーソナルトレーニングサービスをオンライン上で展開！
ネット上で予約を受け付けており、既存の会員でない方も予約可能に！ 

スポーツクラブの臨時休業期間も会員の皆様をはじめとする多くの人々の健康づくりに貢献することを目的に、自宅でで
きるエクササイズ動画の無料配信を実施！本格的なスタジオレッスンを楽しみたいというお客様のニーズに応え、5月か
らは公式YouTubeチャンネルにおいて、人気スタジオプログラムのライブ配信をスタート！ 

上期の主な取り組み②（スポーツクラブ事業領域） 
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オンラインサービスの取り組み 

３月～ 自宅でできる簡単エクササイズ動画の配信               
５月～ 公式YouTubeチャンネルにて人気スタジオプログラム各種をライブ配信  

６月～ オンラインパーソナルトレーニングサービスを導入                

https://www.central.co.jp/lp/kids_movie/
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外出自粛期間中の体調等の変化についての 
アンケート調査（フィットネス会員対象） 
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75.3% 
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70代~ 
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10~20代 
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男性 

  ●年代別「自粛期間中に運動を実施した」比率分析      ●運動実施の有無による心身の変化比較（身体状況） 

 

 

 

 

 

 

生活様式の変容による心身の健康面への様々な影響を調査・分析することにより「アフターコロナ」
「ウィズコロナ」時代のあるべき運動習慣の提案、あらたに提供すべき情報、その他課題等の抽出を
目的として、スポーツクラブ成人会員に対してアンケート調査を実施 

上期の主な取り組み③（コロナ禍におけるアンケート調査） 
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アステラス製薬株式会社との連携 

アステラス製薬株式会社が開発した2型糖尿病患者
を対象とした運動プログラム『Fit-eNce』を当社
が運営するスポーツクラブで対象者へ提供 
プログラム参加者に対しての運動指導は当社イン
ストラクターが行い、個々の患者の身体の状態に 
合わせた運動メニューを提案 

患者が医師からサービスの
紹介を受ける 

患者が専用のスマートフォン 
アプリで利用申請 

医師が患者の利用を承認し、患者が 
当社フィットネスクラブでの運動を開始 

Fit-eNceのプログラムに基づき 
当社インストラクターが個々に対応した運動メニューを作成 

専用のスマートフォンアプリを通じて 
患者の運動記録を医師に共有 

サービス実施の流れ 

導入店舗（2020年9月末現在） 
セントラルフィットネスクラブ二俣川店/セントラルフィットネスクラブ湘南平塚店 

Fit-eNce（フィットエンス） 
 2型糖尿病などの疾患の治療には、継続的な運動療法が有用であるという背景のもと、2型糖尿病ほか 
  メタボリック症候群で高血糖を抱える患者を想定してアステラス製薬株式会社が開発した運動プログラム 

上期の主な取り組み④（外部との連携） 



２０２１年３月期  下期の取り組み 



2021年3月期  下期の取り組み 
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下期の取り組みのポイント 

オンラインサービス
の拡充 

  ○ コロナ禍における休会者・一時退会者の早期復会促進 
  ○ 潜在顧客・未出店地域とのつながりを創出 
  ○ 新たな顧客体験価値の創造 

感染予防対策の 
徹底強化 

  ○ 安心・安全・快適なスポーツクラブライフの提供 
  ○ 従業員の安全確保 

医療機関・異業種 
との連携 

  ○運動とメディカル分野、運動と食を融合したサービス 
   の拡充を図り、新たな事業価値を創造 



2021年3月期  下期の取り組み① 
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トップインストラクターのレッスンを全国の
CS Live導入店舗へ配信！ 

オンラインサービスの拡充 

CS Live映像配信拠点 

クラウド型映像配信プラットフォームを活用し、映像配信
拠点クラブで実施するレッスン映像を全国のCS Live導入
店舗にリアルタイムで配信。 
レッスン参加者は、全国のクラブから選抜されたトップイ
ンストラクターのレッスンを受講することが可能。ライブ
映像ならではの演出も織り交ぜることで、スポーツクラブ
のスタジオレッスンに新たな体験価値を創造！ 
 

セントラルスポーツが誇るオリジナルプログラムである 
・SHAPE PUMP（筋力トレーニングエクササイズ） 
・FIGHT ATTACK（格闘技エクササイズ） 
・AIR CYCLE FITNESS（インドアバイクエクササイズ） 
に加え、10月よりレッスンプログラムのラインナップを
拡充し、導入店舗を全国98店舗に拡大！ 



2021年3月期  下期の取り組み② 
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ＨＰやＳＮＳを利用した取り組み セントラルスポーツ各店舗での取り組み 

キユーピー株式会社との連携 

キッチン付き店舗での「ライブ調理試食イベント」
や「コラボメニューの販売」、「レシピの配布」 
等、運動と食の両面からお客様の健康をサポート！ 

当社特設サイトやSNSを活用した「レシピ紹介」
や「食に関する基礎知識」「オリジナル食品」等
の情報を積極的に発信！ 

キユーピー株式会社とのタイアップを続々展開、スポーツクラブが「運動と食」の情報発信拠点に！ 



2021年3月期  下期の取り組み③ 
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心臓リハビリテーションネットワーク（CRCN）との連携 

心臓病再発防止に貢献すべく、CRCN（心臓リハビ
リテーションネットワーク）に参加する医療機関
にて心臓リハビリテーションの継続を勧められた
心疾患患者に対して、当社インストラクターが個
人に合った運動プログラムを作成 
 

個別運動指導が可能な民間スポーツクラブの強み
を活かし、プログラム参加者が安全かつ継続的に
心臓リハビリテーションに取り組むことのできる
体制と再発予防に貢献する仕組みの構築を目指す 
      

     導入店舗：セントラルウェルネスクラブ東十条店 
                   （2020年10月末現在） 

 
ＣＲＣＮ（Cardiac Rehabilitation Continuous Network）とは、心疾患患者が入院中に実施していた心臓リハビリテーション
を退院後も継続して実施できるように様々な面からサポートを行うことを目的に、首都圏（主に東京北部・埼玉）の心疾患
治療に関わる医療施設や介護保険施設、フィットネスジム等によって構築されたネットワーク。 

心臓リハビリテーションネットワーク（ＣＲＣＮ） 



2021年3月期  下期の取り組み④ 
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スポーツクラブ内の感染症安全予防対策について 

消毒・換気等、施設内感染予防の徹底強化 

3密にならない環境づくり 

感染予防の啓蒙 

換気扇を24時間運転し、スタ 
ジオ入口は常時開放 

特に高い頻度で他のお客様と 
共有する可能性の高いものの 
清掃・除菌を徹底 

密集を避けるため、スタジオ 
レッスンは人数制限および 
時間短縮を実施 

密接を避けるため、お客様同 
士の距離の確保を呼びかけ 

＜スタッフによる館内消毒＞ 

＜パーテーションの設置＞ 



所属アスリート活動報告 
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所属アスリート活動報告① 

競泳の国際プロリーグ 
ISL（インターナショナル・スイミング・リーグ） 
の第２シーズンに参戦する「TOKYO FROG KINGS」 

のメンバーに当社所属アスリートの 
寺村美穂選手・松元克央選手の２名が選出! 

 
 
 

2019年に創設された競泳の国際プロリーグ。 
世界中のトップスイマーが参戦し、世界チームNo.1 
を競い合う。 
革新的な大会フォーマットとコンテンツを通して、 
競泳の可能性を最大限に生かし、商業面でも持続 
できる基盤を構築していくことを理念としている。 
2シーズン目となる2019/2020シーズンは、10月 
から11月の期間にハンガリーで開催される。 

競泳 

松元 克央選手が200m自由形で自らの記録を0秒31更新し、 
1分42秒10の短水路日本新記録を樹立！ 

寺村 美穂 選手 
（個人メドレー/平泳ぎ） 

松元 克央 選手 
（自由形） 

ISL（インターナショナル・スイミング・リーグ） 
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体操 飛込 

金戸 凜選手が右肩の手術を乗り越え、 
復帰戦の日本選手権で3位入賞！ 

男子体操競技部が個の力に加え、 
高いチーム力を発揮し、団体競技で大会連覇を達成！ 



2020年3月期 実績  2021年3月期 予想  前年比 

売 上 高 53,386 36,500 68.4% 

営 業 利 益 3,814 △400 ー 

経 常 利 益 3,374 △900 ー 

当 期 純 利 益 2,138 △4,400 ー 

２０２１年３月期  通期業績見通し 

（単位：百万円） 連 結 

個 別 

2020年3月期 実績  2021年3月期 予想  前年比 

売 上 高 48,048 33,000 68.7% 

営 業 利 益 3,447 △260 ー 

経 常 利 益 3,003 △760 ー 

当 期 純 利 益 1,914 △4,040 ー 
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※2021年3月期の通期業績予想につきましては、本四半期決算発表現在において当社が入手している情報に基
づいて算出されたものであります。実際の業績は、新型コロナウイルス感染症をはじめとした様々な要因によ
り、予想数字と異なる可能性があります。 



セントラルスポーツは 

「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」 

という経営理念のもと 

誰もが笑顔で健康に暮らす 

ウェルネス社会の実現に取り組んでまいります。 

https://www.central.co.jp/lp/sharehealth3

