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フィットネスクラブ業種初
顧客満足度7年連続No . 1
JCSI（日本版顧客満足度指数）調査（2014～2021年度）

おかげさまで

「株主通信（Business Report）」はWebからもご覧いただけます。
https://www.curvesholdings.co.jp/ir/library/
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おかげさまで、「女性だけの30分健康体操教室　カーブス」は、
サービス産業生産性協議会が実施する2021年度のJCSI（日本版
顧客満足度指数）調査において、７年連続でフィットネスクラブ業
種１位の評価をいただきました。お客様に支えられ、今回も高いご
評価をいただきましたことを感謝申し上げます。

今後も 「地域密着の健康インフラ」として社会に貢献するべく、
さらに多くの方々
の健康で豊かな
人生を支えられる
よう取り組んでま
いります。

ABOUT CURVES

2022年8月期�第2四半期実績

71.8
万人

会員数

コロナ前の水準に向けて
着実に回復中

79.4
億円

会員向け
物販売上高

「食生活の相談」を通じた
プロテイン等の販売が好調に推移

316.7
億円

チェーン売上高

会員数の回復具合に
応じて順調に伸長

1,951
店舗

国内店舗数

引き続き不採算店舗
の閉店統合を実施

7年連続第1位顧客満足度 �を獲得※1

● 顧客層は50歳以上の女性が中心
● 運動に苦手意識を持っている会員が約８割
● 効果の高い運動プログラム

手軽に、誰でも、何歳でも！1

● 好きな時間に来店が可能
● 待ち時間なし　● 生活商圏への出店

１回わずか30分、予約不要！2

● ていねいな運動指導
● インストラクターの親身なコミュニケーション
● 女性同士のコミュニティ

運動が楽しく続く3

約1.9
万人

オンラインフィットネス
「おうちでカーブス」会員数

仕事や介護等で
いそがしい方にも好評

※2 「おうちでカーブス」会員数は、会員数（71.8万人）に含んでおります。 ※3  会員向け物販売上高は、チェーン売上高（316.7億円）に含んでおります。

※ 1 サービス産業生産性協議会調べ 2014〜2021年度
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マーケティング強化等により、会員数は着実に回復中
「食生活の相談」を通じたプロテイン販売も好調

代表取締役社長

トップメッセージ

売上高
（百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

営業利益
（百万円）

会員数
（人）

▶財務ハイライト
　https://www.curvesholdings.co.jp/ir/highlight/

▶決算説明映像
　https://www.curvesholdings.co.jp/ir/library/presen.html

アメリカでカーブスが誕生してから30年
1992年、アメリカ・テキサス州ハーリンゲンに生まれた小さなクラブ、それがカーブスのはじまりでした
▶カーブス創業物語　https://www.curvesholdings.co.jp/ir/individual/story.html

※百万円未満切捨て

※ 2 ※ 3

当社グループは現在、2022年末（2022年12月末）まで
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、2022年8月期は、これを確実なものとする
ための年度と位置付けています。

第1四半期は、マーケティング活動などが奏功し、入会者
数はコロナ前の水準を上回り、四半期ベースでは過去最高
となりました。当第2四半期は季節要因もあり入会者数は
低調ながらも、退会率はコロナ前の水準以下にとどまって

います。その結果、当第2四半期末の会員数は、前期末の
69.3万人から2.5万人増加し、71.8万人（オンライン会員
1.9万人を含む）となりました。

また、会員様向けに「食生活の相談」を強化した結果、プ
ロテインなどの販売が好調で、当第2四半期の会員向け物
販売上は、四半期としては過去最高となりました。

下期には、上期以上にマーケティング関連などの戦略投資
を行う計画で、引き続き早期の事業回復に努めてまいります。

当期（2022年8月期）上期の決算のポイントについて教えてください。

21



大好評！

株主コミュニケーションページ

2021年８月末時点の株主様を対象に、ハガキによるアン
ケート調査を実施しましたところ、26,325名（総株主数比
72.7％）の株主様からご回答をいただきました。

アンケートにご協力をいただき、誠にありがとうございました。
株主の皆様からのご意見・ご要望を、今後の活動に活かし

てまいります。
● 当社について、知りたい情報をお聞かせください（複数回答可）

● 当社の情報開示及びIR活動に望まれることをお聞かせください 
（複数回答可）

自治体や医療機関との連携状況は？Q

フランチャイズ店舗は、コロナ禍でも
利益を出せているのでしょうか？Q

2020年3月以降、コロナショックにより、創業以来初
めて全店の休業を余儀なくされた時期もありました。コロ
ナ前に80万人を超えていた会員数は、一時期60万人を
きるところまで落ち込み、フランチャイズ加盟企業の店舗
経営は非常に厳しい状況に陥りました。

当社にとって、フランチャイズ加盟企業と、そこで働く
従業員の皆さんは、大切な資産です。この大切な資産を

株主アンケート集計結果のご報告 株主様からのご質問＆ご意見に
お答えします！

当社は産学官連携や行政との連携に早くから力を入れ、
全国各地の市町村とともに、健康づくりや運動習慣の普
及活動などに取り組んできました。健康長寿社会に役立
つ社会技術の開発普及に産学官で取り組む「スマートウェ
ルネスコミュニティ協議会」にも参画しています。大学とも
積極的に連携しており、筑波大学や東北大学、順天堂大
学との共同研究や研究支援などに取り組んでいます。

最近の動きとしては、大阪府全域における住民の生活
の質（QoL）の向上に向け、とくにシニア層が抱える課題
をICTの活用によって解決することを目指している「大阪ス
マートシニアライフ実証事業推進協議会」に参画し、当社
は健康イベント実施による啓発活動やオンラインでのサー

株式会社カーブスホールディングス
代表取締役社長

増本 岳
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▶健康二次被害防止
　コンソーシアム
　https://kenko-nijihigai.com

守るため、休業期間中はフランチャイズ加盟企業が雇用を
維持することを条件に、当社からフランチャイズ加盟企業
に対して独自に経営支援金を拠出してきました。また、現
在は緊急事態宣言等に伴うフィットネス業への休業要請は
なく、営業再開後は、会員数の早期回復に向けてオンラ
インフィットネスの開発やマーケティング関連の戦略的投資
を積極的に行ってきました。

未曾有の危機をともに乗り越えていく中で、当社とフラ
ンチャイズ加盟企業との絆はコロナ前よりも格段に深まっ
ており、2022年末までの会員数回復と、その先の再成長
に向け、一致団結して取り組めていると自負しています。

株式会社カーブス
ジャパン

常務執行役員
兼 戦略企画部長

齋藤 光

株式会社カーブス
ジャパン

戦略企画部
マネージャー

内藤 遥

ビス提供などを担当しています。新型コロナウイルス感染
症による健康二次被害防止啓発にも力を入れて取り組んで

株主の皆様には、「いつ頃コロナ前の営業利益率に戻るの
か？」というご心配もおかけしていることと思います。一店
舗あたりの会員数は着実に回復してきており、フランチャ
イズ店舗の収益がコロナ前の水準に回復をしたのちに、当
社の利益率も段階的にコロナ前の水準を目指して回復を
図ってまいります。

①健康二次被害防止コンソーシアム
② 横浜市と「心血管疾患対策に関する

協定書」を締結
③スマートウェルネスコミュニティ協議会
④健幸アンバサダー制度

直近の状況

産学官連携､ 行政連携の状況

大阪スマートシニアライフ実証事業推進協議会に参画

⑤順天堂大学
⑥筑波大学「SWC政策開発研究センター」
⑦神奈川県の健康政策（未病対策）との連携
⑧過疎地出店、自治体支援モデル
⑨全国各地の市町村との連携

■  大阪スマートシニアライフ事業とは：大阪府域全
体における住民の生活の質（QoL）の向上に向
けて、特にシニア層の抱える課題をICTの活用に
より解決することを目的とした事業

■  カーブスの参画内容：オンラインで
のサービス提供、オフラインでの健
康イベント実施による啓発活動等

おり、産学官の有志によって構成される「健康二次被害防
止コンソーシアム」に発起人の1社として参画しています。
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株主コミュニケーションページ

カーブス独自の30分運動プログ
ラムは、筋力トレーニング、有酸
素運動、ストレッチの3つの運動を
バランスよく組み合わせた、短時
間で効率よく実施できるプログラ
ムです。大学や研究機関との共同
研究で様々なエビデンスを取得し、
その効果が証明されています。

12種類の簡単な筋力トレーニン
グと有酸素運動を交互に繰り返し
行い、最後にストレッチを行なって
終了。シンプルなので、運動が苦
手な方でもはじめやすく、続けや
すいです。

30分で効率よく全身の運動ができる！ひざの痛みはどうしたらよくなりますか？
ひざが悪くても、カーブスの運動ができますか？Q

ひざの痛みの原因の一つが、ひざ周りの筋肉の衰
えや柔軟性の低下です。太ももの筋肉が減少すると、
ひざの関節を支える力が弱くなり、軟骨がすり減って
炎症が起きます。その炎症によって、痛みが生じると
考えられています。痛みには、急性期と慢性期の2種
類があります。急性期には安静が必要ですが、慢性
期に安静にばかりしていると、筋肉の減少や関節のこ

わばりが進ん
で痛みが慢性
化し、ひどい
場合は歩行が
困難になるこ
ともあります。

2,000人以上のカーブ
ス会員の体力年齢（筋肉
チェックの結果）を調べた
ところ、入会から１年間
で体力年齢は8歳若返ることがわかりました。
2年目以降も毎年約１歳若返りました。

カーブスを始めて1年で
体力年齢は8歳若返る 2015年2月に入会した2,256名の平均
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カーブスに入会してからの体力年齢の変化

カーブスを始めて
1年間で体力年齢は8歳若返る

2年目以降
毎年約1歳若返る

▶ SNSで最新情報や健康マメ知識を
配信中です。ぜひご覧ください。

facebookinstagram

※ 痛みが強い場合などは、必ず医師にご相談くだ
さい。

上半身の
筋力トレーニング

ステップボードで
有酸素運動

※マシンは12種類
下半身の
筋力トレーニング

ステップボードで
有酸素運動

「カーブスの30分トレーニング」を1分解説

株式会社カーブスジャパン
事業開発本部 マネージャー

関戸 結加里

▶近くの店舗を探す
　https://www.curves.co.jp/search/

痛みが起こる状態正常な関節
つるつるした間接軟骨 すり減った間接軟骨

柔軟性が低下した組織

筋トレと
有酸素運動を
くり返して2周

30秒

30秒30秒

30秒

最後にストレッチで終了！

全部合わせて30分のトレーニング！

慢性期の痛みには「筋力運動」が効果的とされて
います。関節の新陳代謝が活性化し、筋肉の緊張が
ほぐれ、痛みを和らげることにつながるからです。筋
肉が鍛えられて関節を支える力も強くなります。やり
方を間違えると痛みを悪化させる可能性がありますの
で、自分にあった適度なレベルで筋力運動を行うこと
が大切です。カーブスのコーチがしっかりサポートし
ますので、ひざに痛みや不安がある方は、お気軽に
ご相談ください。

Q アンケートの対象を100株以上の
保有者に変更したほうが良いのでは？

従来は、上場から間もないこともあり、広く株主様
のご意見を伺うためにアンケート対象者に制限を設け
ていませんでした。おかげさまで継続的に多くのご意
見をお寄せいただける環境が整ったことから、次回か
らは100株（1単元）以上の方をアンケート対象とさ
せていただく予定です。

当社株式の上場市場は、4月4日に、東京証券取
引所の最上位市場であるプライム市場へと移行して
おります。プライム市場で求められるすべての上場基
準を満たしての移行となっておりま
す。今後もより一層の企業価値向
上に向けて取り組んでまいります。

株式会社カーブスホールディングス 経営企画室 サブマネージャー IR担当　井上 真琴

2022年4月以降は
どの市場になりますか？Q
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会社情報／株式情報（2022年2月28日現在）

▶メンズ・カーブス
�　https://www.curves.co.jp/mens/

▶カーブス
　https://www.curves.co.jp/

会社概要

会 社 名 株式会社カーブスホールディングス
所 在 地 〒108-0023  東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー11F

TEL：03-5418-9922（代表）
設 立 2005年2月＊

資 本 金 848,666千円
従業員数 547名
U R L https://www.curvesholdings.co.jp/

株式情報

発行可能株式総数 320,000,000株
発 行 済 株 式 総 数 93,857,493株
株 主 数 22,737名
大 株 主

株　主　名 持株数（株） 持株比率（%）

株式会社ヨウザン 21,328,000 22.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,826,800 10.46
腰髙 博 9,240,000 9.84
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS 7,388,385 7.87
増本 岳 5,109,941 5.44
株式会社アイエムオー 3,784,000 4.03
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 2,481,000 2.64
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,372,400 2.52
腰髙 修 2,216,000 2.36
坂本 眞樹 2,077,447 2.21
増本 陽子 2,077,447 2.21

役員一覧

代 表 取 締 役 社 長 増本 岳
取 締 役 坂本 眞樹
取 締 役 田島（増本） 陽子
取 締 役 松田 信也
取締役（常勤監査等委員） 國安 幹明
取締役（監査等委員） 山本 禎良
取締役（監査等委員） 寺石 雅英

株主メモ

証 券 コ ー ド 7085
上場証券取引所 東京証券取引所 プライム市場
事 業 年 度 9月1日から翌年8月31日まで
期 末 配 当 金
受領株主確定日 8月31日

定 時 株 主 総 会 毎事業年度終了から3ヵ月以内
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
事 務 取 扱 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵 便 物 送 付 先
および電話照会先

〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711（フリーダイヤル）

公 告 の 方 法 電子公告により行う
公告掲載URL 
https://www.curvesholdings.co.jp/

（ただし、電子公告によることができない
事故、その他のやむを得ない事由が生じ
たときは、日本経済新聞に公告します。）

＊ カーブスジャパン設立日　カーブスホールディングスは2008年10月設立

（注）持株比率は、発行済株式の総数から自己株式121株を控除して算出しております。

株
主
還
元
方
針

配当政策
配当については、将来の事業展開と財務体質の健全化のために必要な内部留保を確保しつつ、 
連結配当性向50%を目標として実施していくことを基本方針としております。  
●2022年8月期 配当　中間3.5円　期末3.5円（予想）

株主優待
毎年8月末日現在の株主名簿に記録された100株

（1単元）以上の株主様に、一律500円のクオカー
ドを進呈いたします。
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