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代表取締役社長執行役員

唐 木康 正

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申
し上げます。
ここに、2011年3月期第2四半期報告書をお届けいたします。

■当第2四半期の業績について

当第2四半期累計期間におきましては、在籍会員数が前年同期を
上回ったことにより、売上高は185億70百万円（前年同期比2.6％
増）、営業利益は3億58百万円（同9.5％増）、経常利益は3億31百万
円（同28.0％増）となりました。なお、当期より資産除去債務に関
する会計基準が適用されたこと等により2億57百万円の特別損失を
計上した結果、四半期純利益は6百万円（同67.0％減）となりました。

■当第2四半期の新規出店等について

当第2四半期累計期間におきましては、直営クラブとして、6月に
北砂（東京都江東区）を出店いたしました。一方、目黒（東京都目
黒区）につきましては、6月末にフランチャイズ契約を終了いたし
ました。この結果、当第2四半期末のクラブ数は、直営97クラブ、
業務受託6クラブの計103クラブとなりました。また、このほかに、
新業態施設として、9月にスタジオ単体型フィットネス施設「Demi
RENAISSANCE（ドゥミ ルネサンス）新橋」（東京都港区）の1
店舗を出店いたしました。

■既存クラブの状況について

既存クラブにつきましては、名古屋熱田（名古屋市熱田区）、港
南台（横浜市港南区）、亀戸（東京都江東区）、神戸（神戸市兵庫区）
の4クラブにおいて、改装及び設備更新を実施いたしました。また、
在籍会員数は、前年を上回って推移し、前年同期比＋1.6％となり
ましたが、売上高は、会費単価の低下等により、前年同期比△0.6
％となりました。

■配当について

平成22年5月11日に公表しましたとおり、当第2四半期末の配当
は行わず、期末配当で利益還元（1株当たり4円）させていただく
予定です。
株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭
撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2010年 12月
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財務諸表
■四半期貸借対照表
科

目

（資産の部）
流動資産
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
資産合計
（負債の部）
流動負債
固定負債
負債合計
（純資産の部）
株主資本
評価・換算差額等
純資産合計
負債純資産合計

■四半期損益計算書
科

目

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
税引前四半期純利益
法人税等合計
四半期純利益

■四半期キャッシュ・フロー計算書
科

2

目

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高

（単位：百万円）

当第2四半期会計期間末
（2010年9月30日現在）

3,635
21,650
10,206
729
10,714
25,286
8,700
8,096
16,797
8,488
0
8,489
25,286

（単位：百万円）

当第2四半期累計期間
（自2010年4月1日〜至2010年9月30日）

18,570
17,450
1,119
760
358
84
112
331
1
257
75
69
6

（単位：百万円）

当第2四半期累計期間
（自2010年4月1日〜至2010年9月30日）

1,050
△ 1,274
△ 116
△ 340
1,282
942

株主優待制度
当社では毎年3月31日及び9月30日現在の株主の皆様に対して株主ご
優待券を贈呈しております。

■贈呈基準
100株（1単元）以上保有の株主1名様につき一律2枚（年間4枚）を贈呈。

■ご利用方法
優待券1枚につき下記①〜③のいずれか1つの特典をご利用いただけ
ます。
①優待券1枚につき1名様（15歳以上）が1回限り無料でルネサンスの
施設をご利用いただけます。
※施設利用時のレンタル用品一式（ウェア上下・タオル・シュー
ズ）無料。但し、お取扱いの無い施設もございますので、ご利
用の際は事前に各施設へご確認ください。
②施設内のプロショップにて、商品を20％割引でご購入いただけます。
※1回のご購入につき、優待券1枚まで利用可能です。但し、販売
単価1,050円（税込）未満の商品、セール対象商品、スクール指
定用品、サプリメント関連商品、書籍及び注文対応品等を除き
ます。
③クラブ入会の際は入会金が無料となります。
※優待券1枚につき、何名様でもご利用可能です。
※他の入会特典との併用はできません。
お取扱店舗
上記①の取扱店舗

：テニススクールルネサンス・テニスクラブ・
Demi RENAISSANCE・Body Q'tを除く全
ての直営店（6P〜10Pの★印の店舗がご利用い
ただけます。
）
上記②と③の取扱店舗：全ての直営店
※詳細は各施設へお問い合わせください。

有効期限
3月31日発行基準の優待券： 7月1日〜12月最終営業日
9月30日発行基準の優待券： 翌年1月営業開始日〜6月30日
※年末年始や定休日などの施設休館日を除きます。
※ご利用にあたっての詳細は、事前に各施設へご確認ください。
株主優待制度URL：
http://www.s-renaissance.co.jp/corp/IR/info/yuutai.html

株主ご優待券
有効期間

平成23年1月営業開始日〜平成23年6月30日

見本

※年始や定休日などの施設休館日を除きます。
※施設休館日は各施設で異なりますので予め各施設にご確認ください。
本券1枚につき1.〜3.のいずれか1つの特典を利用できます
（詳細は裏面をご確認ください。
）
1. 本券1枚につき、1名様（15才以上）が
1回限り無料でルネサンス施設をご利用いただけます。
2. プロショップ商品を20％割引で購入いただけます。
3. クラブ入会の際は入会金が無料となります。
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トピックス
■新規出店情報
Demi RENAISSANCE（ドゥミ ルネサンス）新橋

出店年月：2010年9月
所 在 地：東京都港区新橋
最 寄 駅：JR山手線 新橋駅（徒歩1分）
施設構成：スタジオ、パーソナルトレーニングルーム、フロント、
ラウンジ、その他

「Demi RENAISSANCE」
は、
2006年に目黒と渋谷、2009年
に五反田へ出店し、20〜30歳代
の女性のお客様を中心に多くの
ご支持をいただいております。
100坪程度のコンパクトなスタ
ジオ単体型施設のため、都心駅

スタジオ

前立地への出店が比較的にスムーズな事業形態ですので、今後も
都心駅前立地における多店舗展開のひとつと位置づけ、山手線沿
線を中心にドミナントを形成してまいります。
フィットネスクラブ

ルネサンス新浦安

出店年月：2010年11月
所 在 地：千葉県浦安市美浜
最 寄 駅：JR京葉線 新浦安駅（徒歩3分）
施設構成：トレーニングジム、スタジオ（2面。うち1面はホットスタ
ジオ）
、ストーンスパ（岩盤浴）、ミストラーザ（低温多湿サ
ウナ）
、その他

計画都市として整備されたマ
ンションが多く、首都圏へのベ
ッドタウンとして発展をつづけ
ている新浦安駅の駅前という好
立地に、新しいタイプのクラブ
を出店いたしました。
スタイリッシュで居心地のよ

ストーンスパ（岩盤浴）

い雰囲気のなか、ホットスタジオや映像を活用したヨガやピラテ
ィス、サーキットプログラムのほか、ストーンスパやミストラー
ザなどの気軽にリフレッシュできるサービスを中心にご提供いた
します。今までのスポーツクラブとは一味違う、ルネサンスとし
4

て新しい試みのクラブですので、どうぞご期待ください。

■ランニングコミュニティサイト「Re-NET（ルネット）」
のサービスを開始
ルネサンス会員様が、充実したランニ
ングライフを送っていただくためのラン
ニング情報サイトのサービスを開始いた
しました。練習会やおすすめの大会、ラ
ンニングテクニックなどさまざまな情報
を更新してまいります。

の主なサービス内容
①イベント情報のメール配信
各クラブで開催する練習会やルネサンスおすすめの大会情報を
メールでお送りします。
②「ラクに走れるテクニック」を伝授
ルネサンスのランニングアドバイザーが、ラクに走るためのテ
クニックを定期的にアドバイスします。
※ルネサンス会員様専用サイト（ご登録ならびにご利用は無料
ですが、ご登録にはルネサンスの会員番号が必要です。）
◦P C──http://re-net.s-re.jp
◦携帯──http://re-net.s-re.jp/m/

■水泳バッグをアフガニスタンの子どもたちに寄贈
全国のルネサンス会員様のご
協力により、スイミングスクー
ルのお子様たちが使用していた
水泳バッグを、国際協力NGO
ジョイセフを通じて、アフガニ
スタンの子どもたちに寄贈いた
しました。

写真提供：国際協力NGOジョイセフ

ルネサンスのスクールバッグのリニューアルがきっかけとな
り、全国の会員様へスクールバッグの回収の呼びかけを行った結
果、3,000個を超す数のバッグが集まり、アフガニスタンの子ど
もたちへ届けられました。子どもたちは、勉強道具などを入れる
ためのバッグとして活用してくれているとのことです。
ルネサンスでは、今後も本業を通して、このような国際社会に
向けての社会貢献も視野に入れ、取り組んでまいりたいと考えて
おります。
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クラブ・店舗一覧（2010年12月1日現在）
★株主ご優待券で施設を利用できるクラブ

北海道
★スポーツクラブ ルネサンス札幌平岸
北海道札幌市豊平区平岸2-11-3-7
TEL.011-815-6060
★スポーツクラブ ルネサンス函館
北海道函館市鍛治2-6-15
TEL.0138-30-1311

ニットーボースポーツ ルネサンス福島
（業務受託）
福島県福島市鳥谷野字日野2-14
TEL.024-546-2561

関東

★スポーツクラブ ルネサンス水戸
茨城県水戸市柵町1-9-2
TEL.029-224-6969
★スパ＆フィットネス ルネサンス・アリオ札幌
北海道札幌市東区北七条東9-2-20
★スポーツクラブ ルネサンス竜ヶ崎
アリオ札幌別館1F
茨城県竜ヶ崎市馴馬町字上米754
TEL.011-748-1611
TEL.0297-64-1515

リーヴテニスクラブ札幌（業務受託）
北海道札幌市厚別区厚別北二条5-1
TEL.011-894-1212

東北
★スポーツクラブ ルネサンス仙台泉中央
宮城県仙台市泉区泉中央4-4-3
TEL.022-772-3001
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス仙台南光台
宮城県仙台市泉区南光台7-1-86
TEL.022-388-3455
★スポーツクラブ ルネサンス仙台長町南
宮城県仙台市太白区長町8-22-5
TEL.022-246-2671

テニススクール ルネサンス新富谷
宮城県黒川郡富谷町成田1-7-12
TEL.022-348-3719

★スポーツクラブ ルネサンス浦和
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-20
TEL.048-825-8355
★スポーツクラブ ルネサンス蕨
埼玉県蕨市中央1-19-11
TEL.048-431-0110
★スイミングクラブ ルネサンス吉川
埼玉県吉川市吉川1445
TEL.048-983-0450
★スイミングクラブ ルネサンス新所沢
埼玉県所沢市美原町2-2966
TEL.04-2942-6360

テニススクール ルネサンスふじみ野
埼玉県ふじみ野市うれし野2-16-1
LCモールうれし野3F
TEL.049-256-3444

★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス山形 ★スポーツクラブ ルネサンス北朝霞
山形県山形市幸町18-33
埼玉県朝霞市西原1-2-2 リーヴ北朝霞ビル2F
TEL.023-615-7123
TEL.048-485-2200
★スポーツクラブ ルネサンスいわき ★スポーツクラブ ルネサンス北戸田
福島県いわき市平谷川瀬泉町45
埼玉県戸田市新曽2160
TEL.0246-21-1333
TEL.048-434-5151
★スポーツクラブ ルネサンス郡山
福島県郡山市桑野3-12-30
TEL.024-991-5411

★スポーツクラブ ルネサンス春日部
埼玉県春日部市粕壁3-8-1
わいわい春日部パーク4F
TEL.048-753-7070

★スイミングクラブ ルネサンス原町
福島県南相馬市原町区小川町553-1
★スポーツクラブ ルネサンス野田
TEL.0244-24-0450
千葉県野田市野田350-1
TEL.04-7122-9000
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★スポーツクラブ ルネサンス幕張
千葉県千葉市花見川区幕張町4-544-41
TEL.043-273-3011

★スポーツクラブ ルネサンス赤羽
東京都北区赤羽西1-6-1 パルロードⅡ・4Ｆ
TEL.03-5924-0031

★スポーツクラブ ルネサンス稲毛
千葉県千葉市稲毛区小仲台1-2-38
TEL.043-255-1006

★スポーツクラブ ルネサンス早稲田
東京都豊島区高田1-19-24
TEL.03-5950-3500

★スポーツクラブ ルネサンス浦安
千葉県浦安市北栄2-6-18
TEL.047-304-6137

★スポーツクラブ ルネサンス両国
東京都墨田区両国2-10-14
TEL.03-5600-5400

★フィットネスクラブ ルネサンス新浦安 ★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス曳舟
2010年11月OPEN
東京都墨田区京島1-46-2
TEL.03-5655-3676
千葉県浦安市美浜1-9-2
パシフィックマークス新浦安3F
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス亀戸
TEL.047-316-5125
★スポーツクラブ ルネサンス土気あすみが丘
千葉県千葉市緑区あすみが丘1-18-1
TEL.043-294-0450
★スポーツクラブ ルネサンス佐倉
千葉県佐倉市大崎台1-21-6
TEL.043-486-0450

東京都江東区亀戸2-1-1
TEL.03-5836-1301

2〜4Ｆ

★スポーツクラブ ルネサンス北砂
東京都江東区北砂2-16-1
TEL.03-5635-9880

★スポーツクラブ ルネサンス三軒茶屋
東京都世田谷区三軒茶屋2-2-16
★スイミングクラブ ルネサンス八日市場
TEL.03-5481-8500
千葉県匝瑳市八日市場ハの967-2
★スポーツクラブ ルネサンス千歳船橋
TEL.0479-73-2292
東京都世田谷区桜丘5-22-1
★スイミングクラブ ルネサンス銚子
TEL.03-5477-1006
千葉県銚子市長塚町3-652
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス経堂
TEL.0479-24-0450
東京都世田谷区宮坂3-1-45
ルネサンス鷹之台テニスクラブ
TEL.03-5426-5080
千葉県千葉市花見川区横戸町810
★スポーツクラブ ルネサンス西国分寺
TEL.043-259-8281
東京都国分寺市泉町2-9-2
★スポーツクラブ ルネサンス光が丘
TEL.042-300-2459
東京都練馬区高松5-8 J.CITYビル1F
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス国立
TEL.03-5372-4400
東京都国立市東1-7-1
★スポーツクラブ ルネサンス石神井公園
TEL.042-580-4100
東京都練馬区石神井町2-14-14
★スポーツクラブ ルネサンス東伏見
TEL.03-5910-3977
東京都西東京市東伏見3-4-1東伏見STEP22
★スポーツクラブ ルネサンス富士見台
TEL.042-451-5353
東京都練馬区貫井3-12-33
★スポーツクラブ ルネサンス仙川
TEL.03-5987-2433
東京都調布市仙川町2-19-6
★スポーツクラブ ルネサンス練馬高野台
TEL.03-5313-8400
東京都練馬区高野台1-7-17
TEL.03-5372-1006
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★NASルネサンスリバーシティ21

（業務受託）

東京都中央区佃2-2-9
TEL.03-5548-5501
★スポーツクラブ ルネサンス東久留米
東京都東久留米市本町3-3
TEL.042-476-7654
★スポーツクラブ ルネサンスひばりヶ丘
東京都西東京市ひばりが丘北2-8-23
TEL.042-438-3636

★スポーツクラブ ルネサンス橋本
神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1 SING橋本5F
TEL.042-775-6600
★スポーツクラブ ルネサンス大和
神奈川県大和市大和東3-2-1
TEL.046-265-3222

リーヴ新百合ヶ丘フットサルクラブ（業務受託）
神奈川県川崎市麻生区上麻生3-1-1
TEL.044-959-1290

中部・北陸
★スポーツクラブ Lite!ルネサンス横浜
★スポーツクラブ ルネサンス長岡
神奈川県横浜市西区岡野2-15-1
新潟県長岡市千秋2-221-1
TEL.045-316-8622
TEL.0258-29-5529
★スポーツクラブ ルネサンス港南台
★スポーツクラブ ルネサンス松本
神奈川県横浜市港南区港南台5-9-1
長野県松本市渚1-7-1
TEL.045-835-2202
なぎさライフサイト内
TEL.0263-24-8811
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス港南中央
神奈川県横浜市港南区港南中央通12-31
gooday place3Ｆ
TEL.045-840-5635

★スポーツクラブ ルネサンス・トーア沼津
静岡県沼津市大岡1431
TEL.055-952-2233

★スポーツクラブ ルネサンス天王町
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-45-12 ★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス静岡
静岡県静岡市駿河区稲川2-1-32 7F
TEL.045-333-3737
TEL.054-654-0501
★スポーツクラブ ルネサンス鶴間
神奈川県大和市鶴間2-1-20
TEL.046-272-3737

★スポーツクラブ ルネサンス・リオワールド岐阜
岐阜県本巣市政田字上市場1404
リオワールド内2Ｆ
TEL.058-320-1120

★スポーツクラブ ルネサンス淵野辺
神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-9-15
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス名古屋熱田
TEL.042-753-5461
愛知県名古屋市熱田区五本松町9-33
★スポーツクラブ ルネサンス海老名（業務受託） TEL.052-681-2202
神奈川県海老名市中央2-9-50
TEL.046-235-2320

★スポーツクラブ ルネサンス甚目寺
愛知県あま市甚目寺上沖田36-4
TEL.052-449-6601
★スポーツクラブ ルネサンス横浜ランドマーク
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-2
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス名古屋小幡
ランドマークプラザ5F
愛知県名古屋市守山区小幡南1-9-25
TEL.045-222-5555
TEL.052-758-6606
★スポーツクラブ ルネサンス相模大野
神奈川県相模原市南区相模大野7-19-1
TEL.042-702-0303
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近畿
★スポーツクラブ ルネサンス京都山科
京都府京都市山科区大宅神納町1
TEL.075-571-0905

★スポーツクラブ ルネサンス京都桂 ★スポーツクラブ ルネサンス福山春日
京都府京都市西京区桂木ノ下町1-101
広島県福山市春日町5-17-13
ALビル2F
TEL.084-945-1777
TEL.075-391-6668
★スポーツクラブ ルネサンス福山多治米
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス登美ヶ丘
広島県福山市多治米町1-14-15
奈良県奈良市中登美ヶ丘6-3-3
リコラス登美ヶ丘5Ｆ
TEL.0742-40-2200

TEL.084-953-5333

TEL.06-6155-0015

広島県広島市南区皆実町2-8-24
TEL.082-256-3218

★スポーツクラブ ルネサンス東広島
広島県東広島市西条町御薗宇上戸6100
★スポーツクラブ ルネサンス千里中央
TEL.082-431-0333
大阪府豊中市新千里東町1-5-2
★スポーツクラブ ルネサンス広島
セルシー2・3F

★スポーツクラブ ルネサンス住道
大阪府大東市住道2-3-1
ギャレカサレス住道内
TEL.072-875-2333

★スポーツクラブ ルネサンス広島緑井
広島県広島市安佐南区緑井1-5-2
TEL.082-831-2820

★スポーツクラブ ルネサンス住之江 ★スポーツクラブ ルネサンス徳山
大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1
山口県周南市青山町1-18
オスカードリーム6・7Ｆ
TEL.0834-27-2770
TEL.06-6684-2323
★スポーツクラブ ルネサンス・アルザ泉大津

九州

大阪府泉大津市旭町18-6 アルザ泉大津3F ★スポーツクラブ ルネサンス小倉
福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1
TEL.0725-31-3000
TEL.093-513-2222

★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス豊中
★スポーツクラブ ルネサンス福岡大橋
大阪府豊中市岡上の町2-1-8
福岡県福岡市南区大橋1-6-1
とよなか Heart Palette 3Ｆ
TEL.092-512-5556
TEL.06-6850-3344
★スポーツクラブ ルネサンス尼崎
兵庫県尼崎市昭和通2-7-1
ニューアルカイックビル4F
TEL.06-6482-2448

★スポーツクラブ ルネサンス福岡西新
福岡県福岡市早良区祖原1-1
西新テングッドシティ2・3F
TEL.092-834-0650

★スポーツクラブ ルネサンス神戸
兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-2-1
兵庫アルバビル2〜5Ｆ
TEL.078-574-0909

★スポーツクラブ ルネサンス福岡香椎
福岡県福岡市東区御島崎2-6-1
TEL.092-663-0566

★スポーツクラブ ルネサンス姫路
兵庫県姫路市東郷町1454-3リオス4Ｆ
TEL.079-284-4188

中国
★スポーツクラブ ルネサンス玉島
岡山県倉敷市玉島745
TEL.086-522-7666

★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス春日
福岡県春日市春日7-60
TEL.092-588-3500
★スポーツクラブ ルネサンス・

イオンモール福岡ルクル

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1
イオンモール福岡ルクル内
TEL.092-939-9155
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★スポーツクラブ ルネサンス佐世保
長崎県佐世保市名切町2-38
TEL.0956-25-4711
★スポーツクラブ ルネサンス長崎ココウォーク
長崎県長崎市茂里町1-55 ココウォーク内4F
TEL.095-840-9555
★スポーツクラブ ルネサンス大分
大分県大分市大字津留字六本松1953-1
TEL.097-567-0900
★スポーツクラブ ルネサンス熊本
熊本県熊本市大江2-1-71
TEL.096-363-1006
★スポーツクラブ＆スパ ルネサンス熊本南
熊本県熊本市南熊本1-9-25
Acty くまもと3〜5F
TEL.096-375-6040
★スポーツクラブ ルネサンス宮崎
宮崎県宮崎市丸山2-92
TEL.0985-26-1110

Demi RENAISSANCE（スタジオ単体型店舗）
Demi RENAISSANCE目黒
東京都品川区上大崎3-1-7 目黒東宝ビル7F
TEL.03-5789-0340

Demi RENAISSANCE渋谷
東京都渋谷区宇田川町23-3
渋谷第一勧銀共同ビル5F
TEL.03-5428-0234

Demi RENAISSANCE五反田
東京都品川区東五反田1-14-14 北原ビル6F
TEL.03-5798-9800

Demi RENAISSANCE新橋
2010年9月OPEN

東京都港区新橋2-19-10 新橋マリンビル5F
TEL.03-3572-2434

Body Q't（サーキットトレーニングジム）
Body Q't千歳船橋
東京都世田谷区経堂4-30-41
小田急マルシェ千歳船橋 I
TEL.03-5426-3330
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株式情報（2010年9月30日現在）
■株式の状況
発行可能株式総数

52,400,000株

発行済株式数

21,379,000株
17,673名

株主数

■大株主
持 株 数
（千株）

持 株 比 率
（％）

社

10,200

47.71

三 菱 地 所 株 式 会 社

1,419

6.63

株
D I C 株

斎

主

名

式

藤

会

一

700

3.27

ルネサンス従業員持株会

660

3.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

271

1.27

小

240

1.12

見

敏

山

将

治

203

0.95

典

宏

81

0.37

清

文

72

0.33

70

0.33

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

貞

松

杉

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1）

■所有者別株主分布状況
（%）
■ 金融機関

（千株）

4.90

1,046

54.54

11,660

■ 外国法人等

0.61

129

■ 個人その他

39.95

8,541

■ その他の国内法人

所有者別

■配当推移（１株当たり年間配当額）
2007年3月期
2008年3月期
2009年3月期
2010年3月期
2011年3月期（予定）

１株当たり配当金

配当性向

25円
5.5円
4円
3円
4円※

73.5％
47.2％
46.0％
45.0％
—

※期末配当
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会社概要（2010年9月30日現在）
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商

号

株式会社ル ネ サ ン ス

本

社

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-10-14

創

業

1 9 7 9年 1 0月 8 日

設

立

1 9 8 2年 8 月 1 3日

資 本 金

2 2億1,0 3 8万 円

従業員数

6 2 5名（2 0 1 0年 9 月 3 0日現 在）

会計監査人

有限責任監査法人トーマツ

事業内容

フィットネスクラブ、スイミングスクール、
テニススクール、ゴルフスクール等の
スポーツクラブ事業及びその関連事業

役

代表取締役会長執行役員

斎藤

敏一

代表取締役社長執行役員

唐木

康正

取締役専務執行役員

堀田

利子

取締役専務執行役員

吉田

正昭

取締役常務執行役員

中川

克夫

取締役執行役員

岡本

利治

取締役執行役員

髙﨑

尚樹

取

締

役

下村

満子

取

締

役

杉江

和男

員

常 勤 監 査 役

小見山将治

常 勤 監 査 役

廣岡

和繁

監

査

役

粂川

正守

監

査

役

虎山

邦子

執 行 役 員

瀬戸

聖治

執 行 役 員

西村

正則

執 行 役 員

望月美佐緒

執 行 役 員

安澤

嘉丞

執 行 役 員

渋谷

弘衛

執 行 役 員

西

剛士

執 行 役 員

吉田

智宣

執 行 役 員

田中

俊和

ホームページのご紹介
当社ではご利用目的に応じた各サイトをご用意しております。
株主及び投資家の皆様に向けたIR情報はコーポレートサイトにて
ご案内しております。

コーポレートサイト

http://www.s-renaissance.co.jp
プロモーションサイト

http://www.s-re.jp
モバイルサイト

http://remob.jp
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株主メモ
■ 株主メモ

事

業

年

度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定 時 株 主 総 会 6月
配当金支払株主確定日 3月31日
なお、中間配当金を支払う場合の株主確定日は9月30日
公 告 掲 載 方 法 電子公告（当社ホームページにて掲載いたします）
公告掲載URL：http://www.s-renaissance.co.jp
但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公
告による公告をすることができない場合は、日本経
済新聞に掲載いたします。
単 元 株 式 数 100株
株 主 名 簿 管 理 人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
証券会社に口座をお持ちの場合

〒168-8507

郵便物送付先

電話お問い合わせ先

東京都杉並区和泉2-8-4

お取引の証券会社に
なります。

お

取

扱

特別口座の場合

0120-288-324（フリーダイヤル）
みずほ信託銀行株式会社
本店及び全国各支店

店

みずほインベスターズ証券株式会社
本店及び全国各支店
未払配当金の支払い、
支払明細発行につい
て は、 右 の「特 別口

ご

注

意

座の場合」の郵便物
送付先・電話お問い
合わせ先・お取扱店
をご利用ください。

単元未満の買取・買増以外
の株式売買はできません。
電子化前に名義書換を失念
してお手元に他人名義の株
券をお持ちの場合は至急ご
連絡ください。

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-10-14
TEL: 03-5600-5411 FAX: 03-5600-8898

