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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年3月期第1四半期 11,304 △1.5 631 7.0 482 16.1 268 ―
23年3月期第1四半期 11,475 △0.7 590 14.4 415 11.9 △88 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 283百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △84百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 23.41 ―
23年3月期第1四半期 △7.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 42,059 13,501 32.1
23年3月期 41,896 13,304 31.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,494百万円 23年3月期  13,297百万円

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

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 22,845 △2.2 1,010 △19.3 720 △20.4 375 126.5 32.70
通期 45,650 △1.1 2,000 △13.0 1,420 △17.4 660 50.0 57.56



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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 
 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に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によっ
て予想数値と異なる可能性があります。 
 業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 11,466,300 株 23年3月期 11,466,300 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 398 株 23年3月期 398 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,465,902 株 23年3月期1Q 11,466,127 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国をはじめとした海外経済の改善等を背景に、緩やか

な回復の傾向が見られましたが、３月11日に発生した東日本大震災、また、それに続く福島第一原子力発電所事

故の長期化に伴う供給電力制限など様々な影響を受け、極めて不透明な状況で推移しました。 

当フィットネス業界におきましても、雇用情勢や所得環境の悪化に起因する生活防衛意識や節約志向の高まり

により個人消費は低迷し、引き続き厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社グループは『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、

「ＴＥＣＨシステムの推進」や「ＰＴＣトレーナーの育成と拡充」など、地域に密着した愛されるクラブづくり

に努めてまいりました。 

店舗の状況につきましては、業務受託１店舗（東京辰巳国際水泳場）の運営開始と、直営１店舗（函館店）の

営業を終了するとともに、成瀬店（東京都町田市）をスイミングクラブからウェルネスクラブに業務形態を変更

し、お客様へのサービス強化を図りました。 

この結果、当第１四半期末の店舗数は、直営113店舗、業務受託42店舗の合計155店舗となりました。また、７

月には九州地区にウェルネス業態としては初めてとなる野間大池店（福岡市）をオープンし、店舗網の充実を図

りました。 

会員動向につきましては、震災による店舗の休館や経済活動の収縮などの影響を受けましたが、被災した店舗

の早期復旧を図り、５月には休業したすべての店舗で営業を再開した結果、現時点での入会者数はほぼ前年並み

の水準まで回復いたしました。 

店舗運営につきましては、新プログラム「アクアウォークフラダンス」の開発や、新入会者への「フィットネ

スサポートシステム」を各店舗で導入するなどの新しいサービスを通じ、お客様の満足度向上に努めました。ま

た、５月よりさいたま市に介護予防型デイサービス施設「セントラルプライムプラザ」を開業し、介護予防事業

のさらなる拡大を図りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、経常利益は 百万

円（前年同期比 ％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円とな

りました。その主な要因は、現金及び預金が 百万円増加しましたが、工具、器具及び備品が 百万円減少し

たこと等によるものです。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ、 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は、前受金

が 百万円増加しましたが、借入金が 百万円、賞与引当金が 百万円それぞれ減少したこと等によるもので

す。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。この結果、自己資本比

率は、 ％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における業績は概ね計画通りに推移しており、平成24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23年５月13日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び

通期連結業績予想に変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結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。 

   

（３）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。 

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

11,304 1.5 482

16.1 268 88

162 42,059

298 185

34 28,557

288 181 221

197 13,501

32.1

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,573,856 4,872,527

受取手形及び売掛金 863,808 782,686

商品 333,196 327,386

貯蔵品 20,787 25,028

その他 1,388,349 1,628,135

貸倒引当金 △1,383 △1,464

流動資産合計 7,178,613 7,634,301

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,969,781 24,900,004

工具、器具及び備品 5,151,881 4,966,871

土地 7,073,292 7,078,131

その他 3,714,317 3,726,546

減価償却累計額 △19,842,581 △19,911,413

有形固定資産合計 21,066,691 20,760,140

無形固定資産 301,655 287,013

投資その他の資産   

敷金及び保証金 11,646,624 11,697,591

その他 1,750,864 1,729,184

貸倒引当金 △47,505 △48,710

投資その他の資産合計 13,349,983 13,378,065

固定資産合計 34,718,330 34,425,219

資産合計 41,896,943 42,059,520

負債の部   

流動負債   

買掛金 268,942 230,016

短期借入金 － 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 6,534,914 6,432,497

賞与引当金 507,869 285,930

役員賞与引当金 32,524 6,580

災害損失引当金 91,194 49,497

前受金 2,723,762 3,011,857

その他 3,659,604 3,952,719

流動負債合計 13,818,811 14,969,097

固定負債   

長期借入金 9,905,999 8,827,160

役員退職慰労引当金 115,440 109,010

資産除去債務 928,012 933,326

その他 3,824,160 3,719,281

固定負債合計 14,773,611 13,588,777

負債合計 28,592,422 28,557,875
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,261,170 2,261,170

資本剰余金 2,273,042 2,273,042

利益剰余金 8,941,738 9,124,168

自己株式 △471 △471

株主資本合計 13,475,479 13,657,909

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,113 1,467

為替換算調整勘定 △179,061 △164,900

その他の包括利益累計額合計 △177,947 △163,433

少数株主持分 6,989 7,168

純資産合計 13,304,521 13,501,644

負債純資産合計 41,896,943 42,059,520
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 11,475,568 11,304,226

売上原価 10,122,809 9,988,625

売上総利益 1,352,759 1,315,600

販売費及び一般管理費 762,469 684,160

営業利益 590,289 631,439

営業外収益   

補助金収入 4,140 3,413

その他 12,538 15,905

営業外収益合計 16,679 19,318

営業外費用   

支払利息 174,614 157,420

その他 16,642 10,845

営業外費用合計 191,257 168,265

経常利益 415,711 482,492

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,059 －

特別利益合計 1,059 －

特別損失   

固定資産除却損 4,824 －

投資有価証券評価損 － 3,378

会員権評価損 － 4,600

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 522,257 －

特別損失合計 527,081 7,978

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△110,310 474,514

法人税、住民税及び事業税 211,177 260,626

法人税等調整額 △228,103 △54,716

法人税等合計 △16,925 205,910

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△93,384 268,603

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,772 179

四半期純利益又は四半期純損失（△） △88,612 268,424
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△93,384 268,603

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,681 353

為替換算調整勘定 14,639 14,160

その他の包括利益合計 8,957 14,514

四半期包括利益 △84,427 283,117

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △79,655 282,938

少数株主に係る四半期包括利益 △4,772 179
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

  

（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
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