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(百万円未満切捨て)

１．2021年８月期第１四半期の連結業績（2020年９月１日～2020年11月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年８月期第１四半期 5,719 △22.0 △10 － △103 － △143 －

2020年８月期第１四半期 7,335 － 1,603 － 1,592 － 1,099 －
(注)包括利益 2021年８月期第１四半期 △363百万円( －％) 2020年８月期第１四半期 1,111百万円( －％)
　

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

2021年８月期第１四半期 △1.53 －

2020年８月期第１四半期 13.36 －
　　

(注)2020年８月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2020年８月期第１四半期の対前年同四半
　 期増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年８月期第１四半期 35,716 7,309 20.5

2020年８月期 36,837 8,142 22.1
(参考) 自己資本 2021年８月期第１四半期 7,309百万円 2020年８月期 8,142百万円
　　　

２．配当の状況

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

2020年８月期 － 0.00 － 5.00 5.00

2021年８月期 －

2021年８月期(予想) 0.00 － 3.00 3.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年８月期の連結業績予想（2020年９月１日～2021年８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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 11,100 △23.1 0 △100.0 △27 － △34 － △0.25

通期 23,500 △6.3 1,000 △14.3 940 △19.3 610 △20.2 6.51
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） － 、除外 －社（社名） －
　　

（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

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年８月期１Ｑ 93,857,493株 2020年８月期 93,857,493株

② 期末自己株式数 2021年８月期１Ｑ 121株 2020年８月期 121株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年８月期１Ｑ 93,857,372株 2020年８月期１Ｑ 82,298,284株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項については、添付資料３ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧く
ださい。
(決算補足説明資料の入手方法)
四半期決算補足説明資料につきましては、2021年１月15日(金曜日)に、TDnet及び当社ウェブサイト
(https://www.curvesholdings.co.jp/)に掲載する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当社グループ（当社及び連結子会社）は主力事業である「女性だけの30分健康体操教室 カーブス」などを通じて

健康長寿社会の実現に寄与し、超高齢社会の課題の解決に貢献する「地域の健康インフラ」「社会課題解決型事業」

として、顧客サービス強化による会員の満足度向上、会員数拡充に努めております。 

当社グループでは、コロナショックが続く中において市場環境は次の２つの視点から大きく変化するものと捉えて

おります。 

①健康マーケットの広がり：「健康二次被害」が社会問題として認識されてきており、中長期的には「自分の健康

は自分で守る」との風潮がさらに高まる。そのことにより、健康マーケットは大きな拡大のチャンスがやってくる。 

②非接触型サービス需要の高まり：アフターコロナにおいても消費者心理、社会経済状況には新型コロナウイルス

感染症の影響が色濃く残り、人と触れない非接触型サービスの需要が高まる。 

このような経営環境の中、当社グループは2022年末までの約２年間での事業回復と新しい経営環境下でのビジネス

モデル確立を目指しており、2021年８月期(2020年９月１日～2021年８月31日)は、その確かな道筋を創る年度と位置

付けて取り組んでおります。 

当第１四半期連結会計期間（2020年９月～2020年11月）は、新規入会キャンペーン、休会復帰キャンペーンによる

会員増に取り組みました。特に、10月は戦略的にコストをかけ、テレビＣＭも投下しながらのメディアミックスマー

ケティングを実施いたしました。また、withコロナにおける取り組みとして、９月からオンライン体操教室「おうち

でカーブス」の展開をスタートし、特別休会制度ご利用会員の復帰に活用しております。その結果、新規入会数の回

復のみならず特別休会会員の復帰も進み、休会を除く実質会員数は8.8万人純増し、68.9万人まで回復をしました。 

一方で、当社グループの事業基盤であるフランチャイズ（以下、ＦＣ。）加盟企業の経営支援のため、前期から実

施しております経営支援金の拠出を継続するとともに、コロナショックの影響が大きい店舗の統廃合を予定通り進め

ております。但し、閉店店舗の休会を除く実質会員のうち、65％以上の方は近隣店舗へ移籍し、運動を継続いただい

ております。 

これらによって、当第１四半期連結会計期間末の国内カーブス（メンズ・カーブスを除く）店舗数及び会員数は次

のとおりとなっております。 

１.国内カーブス店舗数                      (％表示は、対前連結会計年度末増減率) 

 
前連結会計年度 

(2020年８月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2020年11月30日) 

店舗数 2,020店舗 2,000店舗 △1.0％ 

 内、直営店舗数 70店舗 75店舗 7.1％ 

   ＦＣ店舗数 1,950店舗 1,925店舗 △1.3％ 

２.国内カーブス会員数 

 
前連結会計年度 

(2020年８月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2020年11月30日) 

休会を除く実質会員数 60.0万人 68.9万人 14.8％ 

特別休会会員数 9.9万人 4.3万人 △56.8％ 

総会員数 70.0万人 73.2万人 4.6％ 

(注) 特別休会制度ご利用会員には対象期間の会費を全額返金しております。 

 

男性向け運動施設「メンズ・カーブス」におきましては、６店舗目となる新店舗を10月に出店いたしました。 

海外事業におきましては、2019年７月にＦＣ本部事業を買収いたしました欧州を、重点地域と位置付けております。

当第１四半期連結会計期間末（2020年９月末（決算期のずれにより、２ヶ月遅れでの連結取り込み））の欧州カーブ

ス（イギリス・イタリア・スペイン・他５ヶ国）店舗数は、169店舗となりました。 
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この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、57億19百万円(前年同期比22.0％減)、営業損失は、10百

万円(前年同期は営業利益16億３百万円)、経常損失は、為替差損が発生した結果、１億３百万円(前年同期は経常利

益15億92百万円)となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、法人税、住民税及び事業税を１億８百万円

計上したこと等により、１億43百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益10億99百万円)となりました。 

なお、前期まで売上に計上をしていた広告分担金（ＦＣ加盟店より徴収）を当第１四半期連結累計期間より売上に

計上をしておりません。前第１四半期連結累計期間における広告分担金を調整した売上高の前年同期比は12.8%減に

なります。これは、ＦＣ本部であるカーブスジャパンにおいて広告分担金収入を超過して使用した広告分担金支出に

ついて、加盟企業から追加徴収をしない形に契約を変更したことに伴い、超過使用分を販売費及び一般管理費に計上

することとしたことによるものです。 

また、当社グループはカーブス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ11億21百万円減少し357億16百万円(前連

結会計年度末比3.0％減)となりました。 

流動資産は４億79百万円減少し147億95百万円(同比3.1％減)となりました。これは主に、現金及び預金が６億67百

万円減少したことなどによるものです。 

有形固定資産は５百万円増加し３億31百万円(同比1.7％増)となりました。 

無形固定資産は６億76百万円減少し201億12百万円(同比3.3％減)となりました。これは主に、商標権が５億72百万

円、その他の無形固定資産が71百万円およびのれんが44百万円減少したことなどによるものです。 

投資その他の資産は29百万円増加し４億76百万円(同比6.6％増)となりました。 

固定資産の総額は６億41百万円減少し209億20百万円(同比3.0％減)となりました。 

 

   (負債)  

流動負債は２億87百万円増加し75億50百万円(同比4.0％増)となりました。これは主に、賞与引当金が１億２百万

円減少した一方で、支払手形及び買掛金が１億３百万円および未払金が２億45百万円増加したことなどによるもので

す。 

固定負債は５億76百万円減少し208億56百万円(同比2.7％減)となりました。これは主に、長期借入金が４億60百万

円および繰延税金負債が１億22百万円減少したことなどによるものです。 

負債の総額は２億88百万円減少し284億６百万円(同比1.0％減)となりました。 

 

   (純資産) 

純資産は８億33百万円減少し73億９百万円(同比10.2％減)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半

期純損失１億43百万円を計上したこと、配当金４億69百万円を支払ったことにより利益剰余金が６億12百万円減少し

たことなどによるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当社グループは2022年末までの約２年間での事業回復と新しい経営環境下でのビジネスモデル確立を目指しており

ます。 

2021年８月期（2020年９月１日～2021年８月31日）は、その確かな道筋を創る年度と位置付けており、当第１四半

期連結会計期間は予想を上回る会員数の増加を実現しております。一方で、新型コロナウイルス感染症による社会経

済状況への影響は未だ不透明であるため、現時点において、2020年10月９日に発表しました2021年８月期の連結業績

予想の変更はせず、以下の仮定に基づいた見通し額での開示としております。 

（国内） 

・新規出店数は20店舗、コロナショックの影響が大きいＦＣ店の閉店・統合を100店舗予定しており、店舗数は80店

純減の期末1,940店舗と予想しております。 

・2020年２月末83万名であった会員数はコロナショックの影響により2020年８月末60万名（実質会員数）となり、ロ

イヤルティ売上などのベース収入が大きく減少しております。2021年８月期においては、新規入会の復調は年度後半
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以降を見込んでおり、期末の実質会員数を66万会員と予測しております。 

・会員向け物販は会員数増に応じた契約数、販売数の増加を見込んでおります。 

・オンライン体操教室「おうちでカーブス」などの新規事業の収益貢献は予想には折り込んでおりません。 

・コロナショックでの健康二次被害拡大や「自分の健康は自分で守る」との健康意識の高まり、非接触型サービスの

需要の増大等マーケットの量的質的変化は加速しており、この潜在市場を顕在化させ取り込む戦略の展開を着実に行

ってまいります。2022年８月期以降にオンライン体操教室「おうちでカーブス」を含めた会員数増大を実現するべく、

事業開発やマーケティングへの戦略的投資を進めていく計画です。 

（海外） 

・重点地域である欧州（イギリス、イタリア、スペインなど）においては、ロックダウン解除後の６月以降、７割程

度の店舗が営業を再開しており会員数も回復途上にあります。しかしながら、依然として予断を許さない状況が続く

ことを想定しております。社会経済状況が落ち着いてきた地域から徐々に、オンラインフィットネスの提供など新し

いビジネスモデルの実験を積み重ねながら、新しい経営環境に適応した戦略の立案と実行をしていく計画です。  

 

今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により事業環境が変化し、業績予想の修正が必要となった場合には速や

かに開示いたします。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2020年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2020年11月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 9,533,587 8,866,298 

  受取手形及び売掛金 3,243,741 3,299,664 

  商品 1,511,593 1,434,157 

  原材料及び貯蔵品 6,116 6,668 

  その他 1,127,615 1,339,639 

  貸倒引当金 △147,384 △151,048 

  流動資産合計 15,275,269 14,795,379 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 220,379 230,637 

   車両運搬具及び工具器具備品（純額） 105,807 101,105 

   有形固定資産合計 326,187 331,743 

  無形固定資産   

   のれん 1,392,773 1,348,127 

   商標権 17,997,264 17,424,281 

   ソフトウエア 666,101 678,176 

   その他 733,374 662,235 

   無形固定資産合計 20,789,513 20,112,821 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 20,000 20,000 

   敷金及び保証金 253,498 266,436 

   繰延税金資産 155,771 171,801 

   その他 21,166 21,677 

   貸倒引当金 △3,492 △3,548 

   投資その他の資産合計 446,943 476,366 

  固定資産合計 21,562,644 20,920,930 

 資産合計 36,837,913 35,716,310 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2020年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2020年11月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,562,764 1,666,659 

  1年内返済予定の長期借入金 1,840,000 1,840,000 

  未払金 919,875 1,165,480 

  未払費用 291,399 335,365 

  未払法人税等 364,394 362,408 

  賞与引当金 223,835 121,059 

  ポイント引当金 44,320 50,906 

  株主優待引当金 30,622 － 

  預り金 1,653,990 1,754,345 

  その他 331,404 254,032 

  流動負債合計 7,262,606 7,550,256 

 固定負債   

  長期借入金 17,420,000 16,960,000 

  繰延税金負債 3,887,324 3,765,055 

  資産除去債務 125,377 131,427 

  固定負債合計 21,432,701 20,856,482 

 負債合計 28,695,308 28,406,739 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 848,666 848,666 

  資本剰余金 828,666 828,666 

  利益剰余金 6,328,053 5,715,567 

  自己株式 △76 △76 

  株主資本合計 8,005,310 7,392,825 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 137,294 △83,254 

  その他の包括利益累計額合計 137,294 △83,254 

 純資産合計 8,142,605 7,309,570 

負債純資産合計 36,837,913 35,716,310 
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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 2019年９月１日 
 至 2019年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2020年９月１日 

 至 2020年11月30日) 

売上高 7,335,597 5,719,499 

売上原価 4,304,172 3,211,711 

売上総利益 3,031,424 2,507,788 

販売費及び一般管理費 1,428,249 2,518,556 

営業利益又は営業損失（△） 1,603,175 △10,768 

営業外収益   

 受取利息 63 32 

 為替差益 6,259 － 

 助成金収入 314 14,738 

 その他 1,527 953 

 営業外収益合計 8,166 15,724 

営業外費用   

 支払利息 14,710 17,034 

 為替差損 － 91,067 

 その他 3,839 22 

 営業外費用合計 18,549 108,124 

経常利益又は経常損失（△） 1,592,792 △103,168 

特別損失   

 固定資産除却損 98 0 

 特別損失合計 98 0 

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（△） 

1,592,693 △103,168 

法人税、住民税及び事業税 507,246 108,373 

法人税等調整額 △14,100 △68,343 

法人税等合計 493,145 40,030 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,099,547 △143,198 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△） 

1,099,547 △143,198 
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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 2019年９月１日 
 至 2019年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2020年９月１日 

 至 2020年11月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,099,547 △143,198 

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 11,742 △220,548 

 その他の包括利益合計 11,742 △220,548 

四半期包括利益 1,111,290 △363,747 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,111,290 △363,747 

 非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（追加情報） 

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の拡大や終息時期等を含む

仮定に重要な変更はありません。  

 


