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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 242,619 △3.8 13,332 30.4 13,891 42.5 6,771 296.2
21年3月期 252,303 2.5 10,225 △5.1 9,745 △4.2 1,709 △37.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 12,658.66 12,637.42 19.0 11.7 5.5
21年3月期 3,072.50 3,069.58 5.1 7.9 4.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △5百万円 21年3月期  △79百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 118,516 39,510 32.3 71,512.78
21年3月期 121,286 34,910 27.1 61,521.31

（参考） 自己資本   22年3月期  38,254百万円 21年3月期  32,909百万円

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期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 22,226 △9,879 △10,927 19,650
21年3月期 △263 △819 △7,096 18,208

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 1,200.00 ― 1,200.00 2,400.00 1,379 50.9 3.9
22年3月期 ― 1,300.00 ― 1,400.00 2,700.00 1,444 21.3 4.1
23年3月期 

（予想）
― 1,400.00 ― 1,400.00 2,800.00 21.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

115,000 △0.3 4,400 △25.5 4,300 △27.4 1,000 △61.7 1,869.38

通期 252,000 3.9 13,500 1.3 13,200 △5.0 7,000 3.4 13,085.68
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4.  その他 
(1) 期中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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 584,944株 21年3月期 584,944株
② 期末自己株式数 22年3月期  50,008株 21年3月期  50,008株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 10,679 17.1 6,959 18.8 7,268 26.3 6,525 253.8
21年3月期 9,117 19.8 5,857 50.2 5,754 58.5 1,844 24.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 12,199.41 12,178.95
21年3月期 3,316.17 3,315.24

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 69,332 23,321 33.6 43,353.19
21年3月期 66,407 18,041 27.2 33,726.76

（参考） 自己資本 22年3月期  23,321百万円 21年3月期  18,041百万円

※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、
実際の業績等はさまざま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きま
しては、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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（1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

業績の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による景気対策により一部の業種において改善がみられるものの、依

然として雇用状況の悪化、個人所得の減少が続く状況となりました。小売業におきましても、節約志向ならびに個人

消費の低迷、物価下落によるデフレ懸念等、引き続き厳しい事業環境となりました。  

 こうした厳しい事業環境のもと当社グループにおきましては、積極的な販促キャンペーンの実施による需要喚起及

び各種コストの見直し等を行った結果、売上高242,619百万円（前年同期比3.8％減）、営業利益13,332百万円（前年

同期比30.4％増）、経常利益13,891百万円（前年同期比42.5％増）、当期純利益6,771百万円（前年同期比296.2％

増）となり、売上高は前年を下回ったものの、当連結会計年度における営業利益、経常利益、当期純利益は過去 高

となりました。  

 以下は、当社グループの店舗数の状況であります。 

   

（注１）ゲオショップ：ＤＶＤ、ＣＤ、ゲームソフトなどのパッケージソフト商品のレンタル、リサイクル、新品販売 

    ゲオ・コミュニケーションズ：携帯電話販売ショップ 

    プレイガイド：チケット販売店 

    アミューズメント施設：映画館、ボウリング場、ゲームセンターなどの施設運営 

    リサイクルショップ：衣料、服飾雑貨、電化製品等のリサイクル買取販売 

    フィットネス施設：ジム、スパ、温浴等のフィットネス施設及びスポーツクラブ  

  

当連結会計年度における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（注）平成22年３月期第１四半期連結会計期間より、事業内容を適切に表現するために、リサイクル事業をリユース事業に名称変更してお

ります。なお、名称変更による事業区分の変更はありません。 

１．経営成績

    

  

平成21年３月末 

  

  

 増加 

  

  

減少  
  

平成22年３月末 

  

前期末 

増減  
  

ゲオショップ 直営店  790  34  △30  794  4

  代理店  50  39  △7  82  32

  ＦＣ店  108  6  △12  102  △6

  小計  948  79  △49  978  30

ゲオ・コミュニケーションズ 直営店  51  4  △18  37  △14

プレイガイド 直営店  1     －     －  1      0

アミューズメント施設 直営店  20  9  △3  26  6

リサイクルショップ 直営店  201  44  △17  228  27

    〃 ＦＣ店       35  10  △5  40  5

フィットネス施設 直営店  15     －  △2  13  △2

    〃 ＦＣ店  1     －  △1  0      △1

複合カフェ・飲食店 直営店  10  1  △2  9  △1

グループ 合計  1,282  147  △97  1,332  50

 事業種類別セグメント   
 平成21年３月期 平成22年３月期 前年同期比 

（百万円） （百万円）  （%）  

メディア事業 
売上高  213,687       205,184 96.0

営業利益  11,389       14,888  130.7

不動産事業 
売上高  10,705       6,389 59.7

営業利益  851       496  58.3

アミューズメント事業 
売上高  6,435       5,950 92.5

営業損失  △273      △83 -

リユース事業 
売上高       14,183       19,195   135.3

営業利益       471       4   1.0

その他の事業 
売上高  7,291       5,898   80.9

営業損失  △549       △33    -
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①メディア事業 

 メディア事業につきましては、全国で「ゲオショップ」を978店舗（前年同期比30店舗増）展開しております。  

 消費環境が厳しい状況を反映し、新品・中古ゲームソフト・機器に対する消費者の購買意欲が低下していたこと及

び需要の悪化した新品ＣＤ・ＤＶＤ・書籍等の処分セールを実施したことなどにより、メディア事業売上高は、前年

を下回る状況となりました。しかしながら、コスト面ではレンタルＤＶＤの償却負担が前会計年度から減少したこ

と、利益率の高い商材の導入による売り場効率の見直し、運営コストの見直し等を実施したことにより営業利益は前

年を上回る結果となりました。  

                                

 以下は、当連結会計年度におけるゲオショップ直営店の売上の状況であります。 

  

  

 以下は、当連結会計年度末における会員の状況であります。  

  

（注）平成22年３月１日より、共通ポイントサービス「Ｐｏｎｔａ」に参画したことにより、ポイント会員はレンタル会員と 

   統合され、ゲオ会員となっております。   

  

②不動産事業  

 不動産事業につきましては、政府による過去 大の住宅ローン減税や環境配慮型住宅への補助金制度が施行されま

したが、消費マインドの冷え込みや金融機関の慎重な融資姿勢により、不動産取引は総じて低調に推移いたしまし

た。  

 このような環境のもと、株式会社ゲオエステートはデベロップメント事業として自社開発マンション及び宅地等６

物件187戸・区画を販売・引渡し、さらにインベストメント事業として２物件48戸の決済を行いました。  

その結果、売上高・営業利益ともに前年を下回ったものの、売上高は当初計画を上回っております。   

  

③アミューズメント事業   

 アミューズメント事業につきましては、依然として個人消費の冷え込み等により厳しい市場環境となっておりま

す。  

 このような環境のもと、株式会社ゲオディノス（株式会社スガイ・エンタテインメントより社名変更）では、シネ

マ事業において、ヒット作の興行により前年を上回る売上となりましたが、グループ全体のＧＡＭＥ事業の売上減少

が大きく響き、前年を下回ったことにより、アミューズメント事業全体では、赤字幅が縮小したものの、黒字達成に

は及びませんでした。  

④リユース事業 

 リユース事業につきましては、総合リサイクルショップ「セカンドストリート」、中古衣料専門店「ジャンブルス

トア」等を全国にあわせて268店舗（前年同期比32店舗増）運営しております。  

 消費環境が厳しい中、店舗網の拡充による市場認知度の向上と商材確保を 重要課題と捉え、出店戦略の強化と商

品調達力の強化に努めてまいりました。  

積極的な出店を行いましたが、客単価の下落により、買取強化のための研修費用ならびに出店コスト等といった販管

費の増加を吸収することが出来ませんでした。  

 その結果、売上高は前年を上回って推移したものの、営業利益は前年を下回る結果となりました。  

⑤その他の事業  

 その他の事業につきましては、フィットネス事業の不採算施設閉鎖に伴い、売上高は前年を下回る結果となりまし

たが、営業利益はコスト削減効果により大幅に改善しております。  

  

第４四半期連結会計期間   連結会計年度 

 売上高合計  前年同期比 
既存店 

前年同期比 
売上高合計  前年同期比 

既存店 

前年同期比 

  44,851 92.7% 93.0%   175,424 93.5%  94.9%  

会員数（増減率は前年同月比較）  （千人）

  平成21年３月末 平成21年12月末 平成22年３月末 増減率 

ゲオ会員  10,461  11,233  11,547 +10.4% 
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（次期の見通し） 

 平成23年３月期の業績見通しといたしましては、昨今の経済環境及び消費動向などから、引き続き景気回復の見通

しが不透明な状況で推移するものと考えられ、当社グループにおける各事業部門におきましても、売上高の大幅な回

復は厳しいものと想定しております。 

  

 このような環境のもと、下記の取組を通じて企業価値の向上を図ってまいります。 

  

① 積極的な出店政策  

 当社の主力事業であるメディア事業において、前連結会計年度までの2年間、需要の低下した利益率の低いＣＤ・

ＤＶＤ・書籍等の新品販売売場を縮小するとともに、効率の高い商材の導入や運営効率の改善に向けたオペレーショ

ンの見直しなど既存店のリニューアルに注力してまいりました。  

 平成23年３月期におきましては再びメディア事業の拡大に向け、100店舗を超える出店を行うこととしており、リ

ユース事業においても、当社子会社である株式会社セカンドストリートを完全子会社化することで、当社の持つリソ

ースを活用し、積極的な出店を展開いたします。  

  

② 中古衣料等取扱店舗の拡大  

 当社グループにおいて、成長市場である中古衣料における市場での地位を確固たるものとするため、メディアショ

ップ内での古着取扱店舗を増加させるとともに、株式会社セカンドストリートのノウハウを導入し、メディア事業内

での中古衣料の買取りを開始し、中古衣料取扱高でのトップシェア獲得を目指します。  

  

③ 管理部門の統合による効率化  

 当社グループでは、地域ごとに運営子会社を設け、店舗運営を行ってまいりましたが、直営店舗に対する意思伝達

の強化を図りより強固な運営体制を整えるため、運営子会社を当社に吸収合併いたします。これにより、各地域子会

社の管理部門を本社にて一元管理する体制を整えることができ、より効率的でスピーディーな意思伝達が図れること

になります。  

  

④ 赤字事業の黒字化  

 アミューズメント事業においては、依然として厳しい経営環境が続いておりますが、運営コストの削減を引き続き

実行するとともに、売上高増加に向けた効果的な販促活動を行うことで、黒字転換を図ってまいります。  

  

 通期の見通しといたしましては、売上高252,000百万円（前期比3.9％増）、営業利益13,500百万円（前期比1.3％

増）、経常利益13,200百万円（前期比5.0％減）、当期純利益7,000百万円（前期比3.4％増）を見込んでおります。

  

（目標とする経営指標の達成状況）  

 当社の目標とする経営指標は売上高営業利益率でありますが、平成22年３月期におきましては、レンタルＤＶＤに

おける償却負担が軽減したこと、各種コスト削減及び運営コストの見直し等を実施した結果、売上高営業利益率は、

5.5％（前年同期比1.4ポイント増）となりました。  

  

  

 以下は過去５年間における当社連結の経営指標の推移であります。 

  

経営指標 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

売上高営業利益率 % 3.8 % 3.0 % 4.4 % 4.1      % 5.5
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(2）財政状態に関する分析 

 〔キャッシュ・フローの状況〕 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,442百万

円増加し、19,650百万円(前年同期比7.9％増)となりました。  

 これは、投資活動による支出9,879百万円と財務活動による支出10,927百万円がありましたが、営業活動による

収入22,226百万円がありましたことによります。 

 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  営業活動の結果、増加した資金は、22,226百万円(前年同期は263百万円の減少)となりました。   

  これは、レンタル用資産取得による支出が12,780百万円(同22.8％減)、法人税等の支払いによる支出が4,235百

万円(同44.0％減)などがありましたが、レンタル用固定資産減価償却費が14,244百万円(同27.8％減)、税金等調

整前当期純利益が12,118百万円(同111.7％増)、たな卸資産の減少による収入が6,083百万円(同484.2％増)ありま

したことが主な要因であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、減少した資金は、前連結会計年度末に比べて9,060百万円増加し、9,879百万円(同1106.0％

増)となりました。 

  これは、有価証券の売却による収入が1,500百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が3,800百万円、

子会社株式の取得による支出が3,481百万円(同304.8％増)、有形固定資産の取得による支出が2,235百万円(同

36.9％増)ありましたことが主な要因であります。  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

   財務活動の結果、減少した資金は、前連結会計年度末に比べて3,831百万円増加し、10,927百万円(同54.0％増)

となりました。 

  これは、社債が5,449百万円、長期借入金が1,870百万円それぞれ純減し、ファイナンスリース債務の返済によ

る支出が2,437百万円(同9.7％増)、配当金の支払が1,330百万円(同2.1％減)ありましたことが主な要因でありま

す。 

  

〔キャッシュ・フローの指標〕  

※  平成21年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスとなったため、債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・

レシオに関しましては表示をしておりません。 

※  自己資本比率：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ①各指標はいずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

  ②株式時価総額は、期末株価終値×（期末発行済株式数＋分割により増加する株式数）により算出しております。  

  ③営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％）  27.7  27.1  32.3

時価ベースの自己資本比率（％）  38.8  27.4  45.6

債務償還年数（年）  6.7 ―  2.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  10.80 ―  27.30
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〔ご参考〕 

 連結営業利益からみた各財務指標は下記の如くなります。 

※  債務償還年数：有利子負債／（営業利益＋減価償却費－配当金・役員賞与－支払利息） 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：（営業利益＋受取利息及び配当金）／支払利息 

   ①各指標はいずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

  ②減価償却費にはレンタル用固定資産減価償却費を含んでおります。 

  ③営業利益は、連結損益計算書の営業利益を使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債

のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。また、支払利息については、連結損益計算書の支払利息

を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重点課題の１つと認識し、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向

上に努めるとともに、業績に応じた配当を行うことを基本方針としており、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の

配当を行っております。 

  

 当社連結業績におきましては、毎期末に繰延税金資産の見直しを行っていることに伴い、法人税等調整額が大きく

変動していることから、連結当期純利益の変動も大きく、そのため連結配当性向もその影響を受けております。  

 当社といたしましては、法人税等調整額の影響を考慮した当期純利益をベースに安定した配当を実施していくもの

とし、連結配当性向は25％以上を目標としております。  

 

 以下は過去５年間における連結配当性向及び実効税率により算出した配当性向の推移であります。  

  

(注１)平成22年３月期につきましては、中間配当額及び期末配当予定額にて算出しております。 

(注２)実効税率による配当性向は、税金等調整前当期純利益に対する法定実効税率及び少数株主損益にて算出した当

期純利益による配当性向の参考値であります。 

 平成22年３月期の配当につきましては、上記の方針に基づき、１株につき1,300円の中間配当を実施し、期末配当

金についても１株1,400円とし、年間2,700円の配当を予定しております。  

 内部留保金につきましては、新規出店、既存店舗の改装及び新規ビジネス等の必要な事業投資に充当し、高収益体

質の確立に努める所存です。  

 なお、平成23年３月期の配当につきましては、経営環境は依然として厳しいものが続くと想定されますが、上記方

針に基づき、１株当たり2,800円（中間1,400円、期末1,400円）を予定しております。  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

債務償還年数（年）  1.6  1.8  1.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  15.18  12.26  16.03

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

連結配当性向 % 19.9 % 24.0 % 50.9 % 78.1 % 21.3

（参考）実効税率に

よる配当性向 
% 29.8 % 33.1 % 30.5 % 41.4 % 20.3
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 当社の企業集団は、当社及び子会社22社、関連会社３社で構成され、一般顧客を対象とした店舗におけるパッケー

ジソフトを中心とした商品等のレンタル・リサイクル・新品販売を行う事業、フランチャイジー他得意先に販売する

事業を主な事業内容としております。  

 また、衣料を中心とした中古商品の買取販売を行う店舗の運営、ゲームセンターや映画館、ネットカフェなどの娯

楽施設の運営、インターネット等を利用した商品の販売・レンタル、その他広告や販売促進に関するサービスの提供

や不動産販売・賃貸等の事業活動を展開しております。  

  

■グループ構成と事業内容  

                                       

 持分法適用会社  

 株式会社ティー・アンド・ジー   

 株式会社アークコア（セントレックス） 

 ＳＢＩゲオマーケティング株式会社  

  

                                        平成22年３月末日現在   

  

１.株式会社ゲオディノスは、平成21年７月１日付で株式会社スガイ・エンタテインメントから社名変更しておりま

す。 

２.株式会社セカンドストリートは、平成22年１月１日付で株式会社フォー・ユーから社名変更しております。 

  

  

２．企業集団の状況

事 業 種 類 事 業 内 容 事 業 会 社 

メディア事業 

  

 店舗運営事業 

㈱ゲオ（当社） 

㈱ゲオイエス 

㈱ゲオリークル 

㈱ゲオグローバル 

㈱ゲオナイン 

㈱ゲオフロンティア 

㈱ゲオエブリ  

㈱ゲオシティ 

㈱ゲオステーション 

㈱ゲオアクティブ 

その他 

  

㈱ゲオサプライ 

㈱イーネット・フロンティア 

㈱リテールコム  

㈱ぽすれん  

アミューズメント事業 アミューズメント運営事業 ㈱ゲオディノス（ＪＡＳＤＡＱ） 

不動産事業 不動産販売・賃貸 ㈱ゲオエステート（セントレックス） 

リユース事業   リユース運営事業   
㈱セカンドストリート（大証）  

㈱フュージョン 

その他の事業 

卸売事業 ㈱アムス 

その他 

㈱ゲオウェブサービス 

㈱スパイキー 

㈱アシスト 

㈱ゲオフィットネス 
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■事業系統図は以下のとおりであります。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「ポケットマネーで楽しめるさまざまな娯楽を、リーズナブルな価格でお客様に提供すること」

を企業活動の基本方針としております。  

 今後もこの方針のもとに、マルチパッケージ（ＤＶＤ、ＣＤ、ゲームソフト、書籍などの商品群）を、マルチサプ

ライ（レンタル、リサイクル、新品販売）にて提供するメディアショップの展開を主軸とし、リユースショップや通

信機器販売、ゲームセンター等の娯楽遊戯施設の運営など、さまざまなサービスを提供してまいります。  

  

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重点課題の１つと認識し、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向

上に努めるとともに、業績に応じた配当を行うことを基本方針としており、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の

配当を行っております。  

 なお、当社は連結配当規制適用会社であります。  

  

(3）目標とする経営指標 

 当社におきましては、直営店舗の全国拡大を中心とした事業展開を行っていることから、収益性を重要視した経営

を行ってまいりました。そのため、収益性の指標の中から、店舗の営業活動の収益性が明確に表される売上高営業利

益率を当社の経営指標としております。  

 なお、連結利益に関する指標といたしましては、営業利益率のほか経常利益率、当期純利益率がございますが、当

社グループにおきましては、店舗出展戦略によるＭ＆Ａ等により、負ののれんの償却額の増減、税効果会計による法

人税等調整額の変動が大きいことから、営業利益率を当社グループの主要指標としております。 

  

(4）中長期的な会社の経営戦略 

①収益の拡大に向けた店舗展開 

 当社グループでは各事業において、店舗・施設の展開を全国において行っており、今後におきましても継続して出

店を実施していき、収益の拡大を図っていくことを基本方針としております。  

 各事業においては、経済及び市場環境の変化によりさまざまな影響を受けることがございますが、利益率の向上を

目指し、ローコストオペレーションによる利益の追求、機動的なスクラップ＆ビルドによる不採算店舗・施設のない

筋肉質の店舗・施設網の構築を目指してまいります。  

  

②メディアショップ運営に続く事業柱の育成 

 現在の当社グループの主力でありますメディアショップ運営事業に続き、非ショップでの販売・サービス提供事業

や非パッケージソフトの販売に積極的に取組を行ってまいります。  

 現在は、非ショップ事業のＥＣ事業や宅配レンタル、非パッケージソフトの衣料、服飾雑貨、電気製品等のリユー

ス買取販売事業、アミューズメント施設運営事業などを手がけており、成長性のある事業分野の育成に取り組んでま

いります。  

  

③人材の育成 

 事業拡大とともに人材の育成も重要課題と位置づけております。Ｍ＆Ａなどにより一度に多くのスタッフが増える

可能性も想定し、即戦力とするための教育プログラムの開発から、ショップマネジメントのできる人材育成まで、さ

まざまな人材育成に取り組んでまいります。  

 また、目標管理や評価制度などの人事制度の改善も継続して行ってまいります。  

  

④効率的な経営体制の確立 

 当社グループ全体の経営資源を有効的に活用していくため、事業種類及び規模に適した組織体制作りを目指し、柔

軟かつ統制のとれた経営体制を維持してまいります。 

  

３．経営方針
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(5）会社の対処すべき課題 

 当社グループでは、「ポケットマネーで楽しめるレジャー」を事業ドメインとして様々な事業を展開しておりま

す。  

 消費者のニーズが多様化する中、そのニーズに臨機応変に対応するための「取扱商材の拡充」、店舗運営を支える

「人材育成」、価格競争力を維持するための「効率化」を不断に取り組むべき第一義的な経営課題と考えておりま

す。  

 そのうえで、店舗網の拡充、会員サービスの充実、社内人員配置の 適化などを当面の課題としながら、中期的に

は、変化する消費者から適切な認知を得るためのマーケティング活動などに取り組む一方、新しいマーケットの可能

性も見据えた事業展開も重要であると考えております。 

 なお、当社グループでは、株式会社セカンドストリートの完全子会社化及びメディア事業子会社の吸収合併を予定

しており、中期的には、その効果を 大限に発揮できる経営効率の高い組織体制構築が課題であると考えておりま

す。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,197 19,387

受取手形及び売掛金 4,640 4,558

割賦売掛金 2,895 2,202

有価証券 81 2,350

商品 19,441 14,033

販売用不動産 2,248 1,562

仕掛販売用不動産 7,700 2,505

繰延税金資産 2,352 1,787

未収還付法人税等 － 2,678

その他 4,350 3,767

貸倒引当金 △106 △141

流動資産合計 61,801 54,692

固定資産   

有形固定資産   

レンタル用資産 77,890 80,247

減価償却累計額 △67,611 △71,987

レンタル用資産（純額） 10,278 8,259

建物及び構築物 31,302 30,224

減価償却累計額 △19,804 △19,432

建物及び構築物（純額） 11,497 10,792

機械装置及び運搬具 4,600 4,623

減価償却累計額 △3,682 △3,784

機械装置及び運搬具（純額） 918 838

土地 6,642 6,736

リース資産 2,301 3,820

減価償却累計額 △311 △975

リース資産（純額） 1,989 2,844

建設仮勘定 110 4,600

その他 3,892 3,732

減価償却累計額 △3,070 △2,879

その他（純額） 822 853

有形固定資産合計 32,260 34,925

無形固定資産   

のれん 1,497 3,968

その他 1,386 1,505

無形固定資産合計 2,884 5,473

投資その他の資産   

投資有価証券 2,105 2,615

長期貸付金 2,446 2,111
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

敷金及び保証金 13,412 13,431

繰延税金資産 5,071 4,415

その他 3,610 3,073

貸倒引当金 △2,307 △2,223

投資その他の資産合計 24,338 23,424

固定資産合計 59,483 63,824

繰延資産   

創立費 1 －

繰延資産合計 1 －

資産合計 121,286 118,516

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,297 11,679

短期借入金 6,259 6,456

1年内返済予定の長期借入金 14,149 12,055

1年内償還予定の社債 2,189 1,935

リース債務 613 1,009

未払法人税等 1,780 3,389

賞与引当金 852 865

店舗閉鎖損失引当金 464 413

ポイント引当金 463 －

その他 7,599 8,281

流動負債合計 47,670 46,086

固定負債   

社債 3,522 2,673

転換社債型新株予約権付社債 4,330 －

長期借入金 24,209 24,432

リース債務 1,744 2,570

繰延税金負債 172 107

負ののれん 410 157

退職給付引当金 148 154

転貸損失引当金 125 123

その他 4,042 2,698

固定負債合計 38,705 32,918

負債合計 86,376 79,005
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,595 8,595

資本剰余金 9,255 9,255

利益剰余金 19,058 24,427

自己株式 △4,069 △4,069

株主資本合計 32,839 38,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70 46

評価・換算差額等合計 70 46

新株予約権 16 155

少数株主持分 1,984 1,100

純資産合計 34,910 39,510

負債純資産合計 121,286 118,516
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 252,303 242,619

売上原価 164,445 149,335

売上総利益 87,858 93,283

販売費及び一般管理費 77,632 79,951

営業利益 10,225 13,332

営業外収益   

受取利息及び配当金 165 154

負ののれん償却額 447 287

社債償還益 474 －

受取保険金 179 365

受取手数料 － 544

その他 375 473

営業外収益合計 1,642 1,825

営業外費用   

支払利息 846 841

固定資産除却損 105 －

店舗閉鎖損失 215 144

転貸損失引当金繰入額 97 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 136 －

その他 721 280

営業外費用合計 2,122 1,266

経常利益 9,745 13,891

特別利益   

固定資産売却益 47 －

投資有価証券売却益 45 104

退職給付制度終了益 92 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 103

貸倒引当金戻入額 21 119

その他 42 26

特別利益合計 250 354

特別損失   

固定資産売却損 51 －

固定資産除却損 107 －

投資有価証券評価損 1,400 －

減損損失 1,672 1,317

店舗閉鎖損失 58 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 278 310

その他 700 499

特別損失合計 4,270 2,127

税金等調整前当期純利益 5,725 12,118

法人税、住民税及び事業税 4,402 4,276

法人税等調整額 △608 1,183

法人税等合計 3,793 5,459

少数株主利益又は少数株主損失（△） 222 △113

当期純利益 1,709 6,771
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,592 8,595

当期変動額   

新株の発行 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 8,595 8,595

資本剰余金   

前期末残高 9,253 9,255

当期変動額   

新株の発行 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 9,255 9,255

利益剰余金   

前期末残高 18,704 19,058

当期変動額   

剰余金の配当 △1,355 △1,337

当期純利益 1,709 6,771

連結子会社増加による減少高 － △64

当期変動額合計 353 5,369

当期末残高 19,058 24,427

自己株式   

前期末残高 △2,093 △4,069

当期変動額   

自己株式の取得 △1,976 －

当期変動額合計 △1,976 －

当期末残高 △4,069 △4,069

株主資本合計   

前期末残高 34,457 32,839

当期変動額   

新株の発行 4 －

剰余金の配当 △1,355 △1,337

当期純利益 1,709 6,771

自己株式の取得 △1,976 －

連結子会社増加による減少高 － △64

当期変動額合計 △1,618 5,369

当期末残高 32,839 38,208
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △63 70

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 134 △24

当期変動額合計 134 △24

当期末残高 70 46

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △63 70

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 134 △24

当期変動額合計 134 △24

当期末残高 70 46

新株予約権   

前期末残高 － 16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 139

当期変動額合計 16 139

当期末残高 16 155

少数株主持分   

前期末残高 1,229 1,984

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 754 △883

当期変動額合計 754 △883

当期末残高 1,984 1,100

純資産合計   

前期末残高 35,623 34,910

当期変動額   

新株の発行 4 －

剰余金の配当 △1,355 △1,337

当期純利益 1,709 6,771

自己株式の取得 △1,976 －

連結子会社増加による減少高 － △64

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 905 △769

当期変動額合計 △713 4,600

当期末残高 34,910 39,510
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 5,725 12,118

減価償却費 3,086 3,495

レンタル用資産減価償却費 19,739 14,244

減損損失 1,672 1,317

のれん償却額 862 578

負ののれん償却額 △447 △287

ポイント引当金の増減額（△は減少） △46 △443

退職給付引当金の増減額（△は減少） △174 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 275 △48

転貸損失引当金の増減額(△は減少) 92 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 851 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 375 －

受取利息及び受取配当金 △165 △154

支払利息 846 841

持分法による投資損益（△は益） 79 －

投資有価証券売却損益（△は益） △45 △103

投資有価証券評価損益（△は益） 1,400 －

社債償還益 △474 －

有形固定資産売却損益（△は益） 4 －

有形固定資産除却損 213 －

持分変動損益（△は益） 65 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,588 754

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,041 6,083

仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) △3,021 1,936

レンタル用資産の取得による支出 △16,559 △12,780

仕入債務の増減額（△は減少） △5,115 △1,643

未払消費税等の増減額（△は減少） △69 532

社債発行費 40 －

その他 △675 704

小計 7,989 27,144

利息及び配当金の受取額 151 132

利息の支払額 △840 △814

法人税等の支払額 △7,564 △4,235

営業活動によるキャッシュ・フロー △263 22,226
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △3,800

有価証券の売却による収入 － 1,500

有形固定資産の取得による支出 △1,633 △2,235

有形固定資産の売却による収入 107 50

無形固定資産の取得による支出 △524 △367

投資有価証券の取得による支出 △740 △729

投資有価証券の売却による収入 1,080 143

出資金の払込による支出 △675 △994

出資金の売却による収入 － 671

貸付けによる支出 △590 △212

貸付金の回収による収入 739 514

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

515 －

子会社株式の取得による支出 △860 △3,481

事業譲受による支出 △182 △432

事業譲渡による収入 927 139

その他 1,015 △643

投資活動によるキャッシュ・フロー △819 △9,879

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 21,500 13,886

短期借入金の返済による支出 △18,599 △13,689

長期借入れによる収入 17,940 13,431

長期借入金の返済による支出 △13,510 △15,301

社債の発行による収入 3,259 1,183

社債の償還による支出 △12,418 △6,633

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,221 △2,437

自己株式の取得による支出 △1,976 －

株式の発行による収入 179 －

少数株主からの払込みによる収入 131 －

少数株主への配当金の支払額 △29 △19

配当金の支払額 △1,359 △1,330

その他 8 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,096 △10,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,179 1,419

現金及び現金同等物の期首残高 26,388 18,208

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 22

現金及び現金同等物の期末残高 18,208 19,650
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  21社 

株式会社ゲオグローバル 

株式会社ゲオエステート 

株式会社ゲオナイン 

株式会社ゲオウェブサービス 

株式会社ゲオフロンティア 

株式会社ゲオエブリ 

株式会社ゲオイエス 

株式会社スパイキー 

株式会社ゲオステーション 

株式会社ゲオアクティブ 

株式会社ゲオリークル 

株式会社ゲオシティ 

株式会社ゲオサプライ 

株式会社アムス 

株式会社イーネット・フロンティア 

株式会社スガイ・エンタテインメント 

株式会社アシスト 

株式会社ゲオフィットネス 

株式会社リテールコム 

株式会社フォー・ユー 

株式会社ぽすれん   

  なお、株式会社ゲオフィットネスは、

当連結会計年度においてビッグバンスポ

ーツ株式会社から社名変更をいたしまし

た。  

 なお,前連結会計年度まで持分法適用

の関連会社であった株式会社リテールコ

ム及び株式会社フォー・ユーは、当連結

会計年度において株式の追加取得により

連結子会社となったため、連結の範囲に

含めております。 

 また、株式会社ぽすれんは、当連結会

計年度において新たに株式を取得したた

め、連結の範囲に含めております。 

 また、株式会社ベストゲオは、平成20

年12月１日付で、連結子会社である株式

会社ゲオアクティブに吸収合併されたこ

とにより、連結の範囲から除外しており

ます。 

  また、株式会社アシストは、平成21年

３月１日付で、株式会社スリーワイから

社名変更をいたしました。  

(1）連結子会社の数  22社 

株式会社ゲオグローバル 

株式会社ゲオエステート 

株式会社ゲオナイン 

株式会社ゲオウェブサービス 

株式会社ゲオフロンティア   

株式会社ゲオエブリ 

株式会社ゲオイエス 

株式会社スパイキー 

株式会社ゲオステーション 

株式会社ゲオアクティブ 

株式会社ゲオリークル 

株式会社ゲオシティ 

株式会社ゲオサプライ 

株式会社アムス 

株式会社イーネット・フロンティア 

株式会社ゲオディノス 

株式会社アシスト 

株式会社ゲオフィットネス 

株式会社リテールコム 

株式会社セカンドストリート 

株式会社ぽすれん 

株式会社フュージョン 

 なお、株式会社ゲオディノスは、当連

結会計年度において株式会社スガイ・エ

ンタテインメントから社名変更をいたし

ました。 

 また、株式会社セカンドストリート

は、当連結会計年度において株式会社フ

ォー・ユーから社名変更をいたしまし

た。 

 また、前連結会計年度において非連結

子会社であった株式会社フュージョン

（平成21年７月１日付で有限会社ピット

マンより社名変更）は重要性が増加した

ことにより当連結会計年度より連結の範

囲に含めることといたしました。  

- 20 -

株式会社ゲオ(2681)　平成22年３月期　決算短信



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項

  

(2）非連結子会社の名称 

 主な非連結子会社は有限会社プルーク

であります。 

(2）非連結子会社の名称 

 主な非連結子会社は有限会社プルーク

であります。 

  （連結の範囲から除いた理由） 

   非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外しております。

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社数  ２社 

 株式会社ティー・アンド・ジー及び株

式会社アークコアであります。 

 なお、株式会社リテールコム及び株式

会社フォー・ユーは、当連結会計年度に

おいて株式追加取得により持分が増加し

たため、連結子会社に変更しておりま

す。 

(1）持分法適用の関連会社数  ３社 

 株式会社ティー・アンド・ジー、株式

会社アークコア及びＳＢＩゲオマーケテ

ィング株式会社であります。 

 なお、ＳＢＩゲオマーケティング株式

会社は、当連結会計年度において新たに

設立したことにより、持分法適用の範囲

に含めております 

  (2）持分法を適用していない非連結子会社

のうち主要な会社の名称 

 有限会社プルーク 

 持分法を適用していないこれらの非連

結子会社及び関連会社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の範囲から除外して

おります。 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

のうち主要な会社の名称 

 有限会社プルーク 

同左 

  (3）持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。 

(3）            同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、株式会社ゲオエステ

ート、株式会社ゲオアクティブ及び株式会

社アシストの決算日は平成21年２月28日で

あります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、株式会

社ゲオアクティブについては、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しており、それ以外の会社については

連結決算日である３月31日までの期間にお

ける重要な取引については連結上必要な調

整を行っております。 

 他の連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

 連結子会社のうち、株式会社ゲオエステ

ート、株式会社ゲオアクティブ、株式会社

アシスト及び株式会社フュージョンの決算

日は平成22年２月28日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、株式会

社ゲオアクティブ及び株式会社フュージョ

ンについては、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用しており、

それ以外の会社については連結決算日であ

る３月31日までの期間における重要な取引

については連結上必要な調整を行っており

ます。 

 他の連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

  商品…主として月次総平均法による

原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

② たな卸資産 

  リユース事業の商品 

…単品管理商品については個別法に

よる原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）、その

他の商品については月次総平均法

による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定） 

その他の商品 

…主として月次総平均法による原価

法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

  

  

販売用不動産、仕掛販売用不動産 

…個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

販売用不動産、仕掛販売用不動産 

…個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

   （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分）を

適用しております。 

    これにより営業利益は258百万円、

経常利益は292百万円、税金等調整前

当期純利益は622百万円減少しており

ます。 

  なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

 （会計方針の変更） 

  リユース事業の商品については、従

来、月次総平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）によってお

りましたが、当連結会計年度より、単

品管理商品については個別法による原

価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方

法）、その他の商品については月次総

平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しておりま

す。 

 この変更は、新ＰＯＳシステムを導

入し、一定金額以上の商品については

単品原価情報の管理ができるようにな

ったため、これらの商品については、

より適正な商品評価及び期間損益計算

を行う目的で、個々の取引毎に損益計

算をすることが合理的な個別法を採用

したものであります。 

 なお、これによる損益に与える影響

及びセグメント情報に与える影響は軽

微であります。  

- 22 -

株式会社ゲオ(2681)　平成22年３月期　決算短信



項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する

事項 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

  ａレンタル用固定資産 

 レンタルＤＶＤについては経済的使

用価値を勘案し、ＤＶＤ（レンタル事

業に供したもの）の償却残高（帳簿価

額）の総額に対して、会社独自の償却

率（耐用年数24ヶ月）による定率法に

よって月次で償却しております。ま

た、レンタルＣＤについては、購入時

に一括償却する方法によっておりま

す。 

ａレンタル用固定資産 

同左 

  ｂ上記以外の有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く。）

については、定額法を採用しておりま

す。取得価額が10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、３年

間で均等償却する方法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物及び構築物 ２年～47年 

機械装置及び運搬具 ２年～15年 

ｂ上記以外の有形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

ａ自社利用のソフトウェア 

 自社における見込利用可能期間（３

～５年）に基づく定額法によっており

ます。 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

ａ自社利用のソフトウェア 

同左 

  ｂ上記以外の無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

ｂ上記以外の無形固定資産 

同左 

  

  

③ 長期前払費用 

 均等償却によっております。 

③ 長期前払費用 

同左 

  ④ リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

④ リース資産 

同左  

  (3）繰延資産の処理方法 (3）繰延資産の処理方法 

  ①株式交付費 

 支払時に全額費用として計上しており

ます。 

①     ────── 

  ②社債発行費 

 支払時に全額費用として計上しており

ます。 

②社債発行費 

同左 

  ③創立費 

 定額法によっております。 

③創立費 

同左 

  (4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する

事項 

②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。 

（追加情報） 

 当社グループ（一部の連結子会社を除

く）の従業員に支給する賞与の未払計上

分については、従来未払賞与として流動

負債の「その他」に含めて計上しており

ましたが、当連結会計年度において賞与

規程の一部改定が行われた結果、当連結

会計年度末において従業員への賞与支給

額が確定しないこととなったため、当連

結会計年度より「賞与引当金」として計

上しております。 

 この変更により、「賞与引当金」が

852百万円増加し、流動負債の「その

他」が852百万円減少しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。 

  ③店舗閉鎖損失引当金 

 店舗閉鎖に伴い発生する損失に備え、

店舗閉鎖により合理的に見込まれる中途

解約違約金及び原状回復費等の閉鎖関連

損失見込額を計上しております。 

③店舗閉鎖損失引当金 

同左 

  ④ポイント引当金 

 将来のメンバーズカードのポイント使

用による負担に備えるため、次期以降、

使用されると見込まれる金額を計上して

おります。 

④        ――――――― 

  ⑤退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務に基

づき計上しております。  

⑤退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務に基

づき計上しております。  

  （追加情報） 

  当社は確定給付型の制度として適格退

職年金制度を設けておりましたが、平成

20年10月１日をもって全て確定拠出年金

制度に移行しております。 

  なお、本移行に伴い、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」(企業会

計基準適用指針第１号)を適用し、当連

結会計年度において退職給付制度終了益

92百万円を特別利益に計上しておりま

す。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

⑥転貸損失引当金 

 店舗転貸契約の残存期間に発生する損

失に備えるため、支払義務のある賃料総

額から転貸による見込賃料収入総額を控

除した金額を計上しております。 

⑥転貸損失引当金 

  同左  

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしている場合には、特例

処理を行っております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

              同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

               同左 

  

  

③ヘッジ方針 

主に当社の内規で定める管理規程に基

づき金利変動リスクをヘッジしておりま

す。 

③ヘッジ方針 

             同左 

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップは特例処理の要件を満た

しているため有効性の評価を省略してお

ります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

               同左  

  

  

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行ってお

ります。ただし、金額僅少なものについて

は発生時に一括償却しております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書上の資金

（現金及び現金同等物）には、手許現金及

び取得日から３ヶ月以内に満期の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっておりま

す。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 なお、これによる損益に与える影響及びセグメント情報

に与える影響は軽微であります。  

―――――――――― 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 １ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月

７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前

連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「商品」

「その他（貯蔵品）」に区分掲記することといたし

ました。  

     なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品」は17,055百万円であります。 

 ２  前連結会計年度において、「仕掛販売用不動産

等」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへ

のＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を

向上するため、当連結会計年度より「仕掛販売用不

動産」「販売用不動産」に区分掲記することといた

しました。 

    なお、前連結会計年度に含まれる「仕掛販売用不

動産」「販売用不動産」は、それぞれ6,077百万円、

499百万円であります。  

 ３  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未

収還付法人税等」（当連結会計年度は1,114百万円）

は、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示することといたしました。 

 ４ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「借

地権」（当連結会計年度は388百万円）は、金額的重

要性が乏しいため、無形固定資産の「その他」に含

めて表示することといたしました。 

 ５ 前連結会計年度において、「新株予約権付社債」

として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上

するため、当連結会計年度より「転換社債型新株予

約権付社債」と掲記することといたしました。 

（連結貸借対照表） 

 １  「未収還付法人税等」（前連結会計年度は1,114百

万円）については、前連結会計年度までは流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において金額的重要性が増したため、区

分掲記することといたしました。 

 ２  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「ポ

イント引当金」(当連結会計年度は19百万円)は、金

額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示することといたしました。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 １ 「受取保険金」（前連結会計年度は133百万円）に

ついては、前連結会計年度までは営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において、営業外収益の総額の100分の10を超え

たため、区分掲記することといたしました。 

 ２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「社

債発行費」（当連結会計年度は40百万円）は、金額

的重要性が乏しいため、営業外費用の「その他」に

含めて表示することといたしました。 

 ３ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「持

分法による投資損失」（当連結会計年度は79百万

円）は、金額的重要性が乏しいため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することといたしました。 

   

（連結損益計算書） 

 １ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固

定資産除却損」(当連結会計年度は36百万円)は、金

額的重要性が乏しいため、営業外費用の「その他」

に含めて表示することといたしました。 

 ２  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「転

貸損失引当金繰入額」(当連結会計年度は15百万円)

は、金額的重要性が乏しいため、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示することといたしました。 

 ３  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「店

舗閉鎖損失引当金繰入額」(当連結会計年度は16百万

円)は、金額的重要性が乏しいため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することといたしました。 

 ４  「固定資産売却益」については、前連結会計年度

までは区分掲記しておりましたが、当連結会計年度

において特別利益の総額の100分の10以下となったた

め、特別利益の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

     なお、当連結会計年度の「固定資産売却益」は2百

万円であります。 

 ５  「店舗閉鎖損失引当金戻入額」（前連結会計年度2

百万円）については、前連結会計年度までは特別利

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、特別利益の総額の100分の10

を超えたため、区分掲記することといたしました。 

 ６  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固

定資産売却損」(当連結会計年度は6百万円)は、金額

的重要性が乏しいため、特別損失の「その他」に含

めて表示することといたしました。 

 ７  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固

定資産除却損」(当連結会計年度は175百万円)は、金

額的重要性が乏しいため、特別損失の「その他」に

含めて表示することといたしました。 

 ８ 「投資有価証券評価損」については、前連結会計年

度までは区分掲記しておりましたが、当連結会計年

度において特別損失の総額の100分の10以下となった

ため、特別損失の「その他」に含めて表示しており

ます。      

     なお、当連結会計年度の「投資有価証券評価損」

は128百万円であります。 

 ９  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「店

舗閉鎖損失」(当連結会計年度は78百万円)は、金額

的重要性が乏しいため、特別損失の「その他」に含

めて表示することといたしました。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「有形固

定資産売却益」「有形固定資産売却損」は、ＥＤＩＮＥ

ＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を

向上するため、当連結会計年度より「有形固定資産売却

損益」として表示しています。 

 なお、当連結会計年度の「有形固定資産売却益」「有

形固定資産売却損」はそれぞれ、47百万円、51百万円で

す。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「退

職給付引当金の増減額」（当連結会計年度は6百万

円）は、金額的重要性が乏しいため、営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示す

ることといたしました。 

 ２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「転

貸損失引当金の増減額」（当連結会計年度は△1百万

円）は、金額的重要性が乏しいため、営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示す

ることといたしました。 
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  連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フローに関する注記事項、リー

ス取引、関連当事者との取引、税効果会計、賃貸等不動産、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ス

トック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考

えられるため開示を省略しております。   

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

――――――――――  ３ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「賞

与引当金の増減額」（当連結会計年度は12百万円）

は、金額的重要性が乏しいため、営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めて表示するこ

とといたしました。 

 ４ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「店

舗閉鎖損失引当金の増減額」（当連結会計年度は

△50百万円）は、金額的重要性が乏しいため、営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示することといたしました。 

 ５ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「持

分法による投資損益」（当連結会計年度は5百万円）

は、金額的重要性が乏しいため、営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めて表示するこ

とといたしました。 

 ６  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投

資有価証券評価損益」（当連結会計年度は128百万

円）は、金額的重要性が乏しいため、営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示す

ることといたしました。  

 ７ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「有

形固定資産売却損益」（当連結会計年度は3百万円）

は、金額的重要性が乏しいため、営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めて表示するこ

とといたしました。 

 ８ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「有

形固定資産除却損」（当連結会計年度は211百万円）

は、金額的重要性が乏しいため、営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めて表示するこ

とといたしました。 

 ９ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「社

債発行費」（当連結会計年度は16百万円）は、金額

的重要性が乏しいため、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示することとい

たしました。 

１０ 「出資金の売却による収入」（前連結会計年度390

百万円）については、前連結会計年度までは投資活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しておりましたが、当連結会計年度において金額的重

要性が増したため、区分掲記することといたしまし

た。 

注記事項

（開示の省略）
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１  事業区分は内部管理上採用している区分によっております。なお、平成20年４月において株式会社リテール

コムを連結子会社としメディア事業に、平成20年７月において株式会社ぽすれんを連結子会社としメディア

事業に含めております。また、平成20年７月にリサイクル事業を主な事業とする株式会社フォー・ユーを連

結子会社とし、事業セグメントにリサイクル事業を新設しております。 

２  各事業の主な製品 

(1）メディア事業………………パッケージソフトの流通・レンタル・販売を中心とした各種メディアの提供

(2）不動産事業…………………不動産の販売・賃貸 

(3）アミューズメント事業……映画館・ボウリング場・ゲーム施設・カラオケ等の娯楽遊戯施設の運営 

(4）リサイクル事業……………衣料・服飾雑貨・電気製品等のリサイクル買取販売 

(5）その他事業…………………フィットネス施設の運営・ネットカフェの運営・卸売業・コンテンツ開発 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は1,659百万円であり、主に親会社本社の

総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は12,570百万円であり、主に親会社での余資運用資金

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。  

５  減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。    

６  会計処理の方法の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(1)②に記載のとおり、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されており、主と

して月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益がメディア事業で198

百万円、不動産事業で42百万円、リサイクル事業で17百万円それぞれ減少しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
メディア事

業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

アミューズ 
メント事業 
（百万円） 

リサイクル
事業  

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社（百万

円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損

益 
                                               

売上高                                                

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 213,687  10,705  6,435  14,183  7,291  252,303 ―  252,303

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 125 ―  1  3  178  308 (308) ― 

計  213,813  10,705  6,437  14,186  7,469  252,612 (308)  252,303

営業費用  202,423  9,854  6,711  13,715  8,018  240,723  1,354  242,078

営業利益又は営業

損失（△） 
 11,389  851  △273  471  △549  11,889 (1,663)  10,225

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出 
                                               

資産  72,409  12,477  8,887  11,024  6,154  110,953  10,332  121,286

減価償却費  21,392  44  805  324  243  22,811  13  22,825

減損損失   490 ―  28  117  1,036  1,672 ―  1,672

資本的支出  20,836  44  817  5,383  226  27,309  35  27,344
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

 （注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。なお、第２四半期会計期間より株式会社フュー

ジョンを連結子会社とし、メディア事業及びリユース事業に含めております。また、第１四半期連結会計期

間より事業内容を適切に表現するために、リサイクル事業をリユース事業に名称変更しております。名称変

更による事業区分の変更はありません。 

２  各事業の主な製品 

(1）メディア事業………………パッケージソフトの流通・レンタル・販売を中心とした各種メディアの提供

(2）不動産事業…………………不動産の販売・賃貸 

(3）アミューズメント事業……映画館・ボウリング場・ゲーム施設・カラオケ等の娯楽遊戯施設の運営 

(4）リユース事業………………衣料・服飾雑貨・電気製品等のリサイクル買取販売 

(5）その他事業…………………フィットネス施設の運営・ネットカフェの運営・卸売業・コンテンツ開発 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は1,943百万円であり、主に親会社本社の

総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は13,089百万円であり、主に親会社での余資運用資金

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。  

５  減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６  会計処理の方法の変更 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(1)②に記載のとおり、リユース事業の商品につい

ては、従来、月次総平均方による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっておりましたが、当連結会計年度より、単品管理商品については個別法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、その他の商品については月次総平均法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

    この変更は、新ＰＯＳシステムを導入し、一定金額以上の商品については単品原価情報の管理ができるよう

になったため、これらの商品については、より適正な商品評価及び期間損益計算を行う目的で、個々の取引

毎に損益計算をすることが合理的な個別法を採用したものであります。 

    なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。  

      

     

  
メディア事

業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

アミューズ 
メント事業 
（百万円） 

リユース事
業  

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社（百万

円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営

業損益 
                                               

売上高                                                

(1）外部顧客に

対する売上高 
 205,184  6,389  5,950  19,195  5,898  242,619  ―  242,619

(2）セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

 134  ―  0  9  49  194 (194)  ―

計  205,319  6,389  5,951  19,205  5,948  242,814 (194)  242,619

営業費用  190,430  5,893  6,035  19,200  5,981  227,542  1,744  229,286

営業利益又は営業

損失（△） 
 14,888  496  △83  4  △33  15,271 (1,939)  13,332

Ⅱ 資産、減価償

却費及び資本的支

出 

                                               

資産  66,451  11,103  8,566  15,640  5,150  106,912  11,603  118,516

減価償却費  16,264  31  714  599  111  17,721  18  17,740

減損損失   976  ―  －  281  59  1,317  ―  1,317

資本的支出  15,932  70  799  1,450  15  18,268  24  18,293
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 （注）  １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 （注）２  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額       61,521円31銭        円 銭 71,512 78

１株当たり当期純利益      3,072円50銭       円 銭 12,658 66

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益      3,069円58銭       円 銭 12,637 42

項目 
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  34,910  39,510

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  2,000  1,255

（うち新株予約権）  (16)  (155)

（うち少数株主持分）  (1,984)  (1,100)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  32,909  38,254

1株当たり純資産の算定に用いられた期末の普通株

式の数（株） 
 534,936  534,936

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円）  1,709  6,771

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,709  6,771

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株）  556,266.37  534,936

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた当期純利益調整額の主要な内訳（百万円） 
           

 連結子会社の潜在株式にかかる当期純利益調整額 1 ― 

当期純利益調整額（百万円） 1 ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要な内訳（株） 
           

新株予約権  155.82  898.75

普通株式増加数（株）  155.82  898.75

- 32 -

株式会社ゲオ(2681)　平成22年３月期　決算短信



項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

 当社発行2012年満期ユーロ円

建転換社債型新株予約権付社債

（額面金額4,330百万円）。 

  株式会社ゲオ（当社）ストッ

ク・オプションの目的となる株

式の数、3,930株（第３回新株

予約権、第４回新株予約権）。

 株式会社ゲオエステート（子

会社）ストック・オプションの

目的となる株式の数、106,000

株。 

 株式会社フォー・ユー（子会

社）ストック・オプションの目

的となる株式の数、7,876株。 

 株式会社アークコア（関連会

社）ストック・オプションの目

的となる株式の数、10,901株。

  株式会社ゲオ（当社）ストッ

ク・オプションの目的となる株

式の数、 株（第３回新株

予約権、第４回新株予約権、第

６回新株予約権）。  

 株式会社ゲオエステート（子

会社）ストック・オプションの

目的となる株式の数、

株。 

 株式会社セカンドストリート

（子会社）ストック・オプショ

ンの目的となる株式の数、

株。 

 株式会社アークコア（関連会

社）ストック・オプションの目

的となる株式の数、 株。

7,895

106,000

3,091

10,844
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

―――――――――― １ 株式の新規取得による子会社化 

 当社は、平成22年３月29日開催の取締役会において、株

式会社エイシスの全株式を株式会社ＬＤＨより譲り受け、

子会社化することを決議し、平成22年５月10日にて株式を

取得し、子会社化いたしました。 

結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の

法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

（1）企業の名称 株式会社エイシス 

（2）事業の内容 インターネットショップの運

営、各種情報処理業務 

（3）譲り受ける会社の規模（平成21年９月期） 

売上高 4,181百万円 

総資産 1,644百万円 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

①取引の目的 

 当社グループにおきましては、メディアビジネスに

おけるサービスを拡げていくことを方針としており、

より多くのお客様に娯楽を提供していく事を目的とし

て、株式会社エイシスの事業を取得いたしました。 

②取引の概要 

取得日  平成22年５月10日 

取得株式数 200株（取得金額1,900百万 

円）   

移動後の所有株式数 200株（議決権の数200個、 

所有割合100％）   
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

―――――――――― ２ 株式の公開買付けによる子会社化 

 当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、株

式会社ウェアハウス（東証１部上場 コード番号：4724、

以下、「対象者」といいます。）の株式を公開買付けによ

り取得することを決議いたしました。 

結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の

法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

（1）企業の名称 株式会社ウェアハウス 

（2）事業の内容 ＤＶＤ・ＣＤレンタル事業・総

合アミューズメント事業 

（3）取引の目的を含む取引の概要 

①取引の目的 

 当社と対象者は、平成16年11月25日に包括的な業

務・資本提携を行っており、当社グループより商品等

の販売を行っております。 

 昨今の世界同時不況に端を発するわが国経済は、

政府による景気対策により一定の効果は見られるも

のの、依然として雇用環境の悪化及び個人所得の減

少による個人消費の低迷が続いており、今後、両社

を取り巻く経営環境が一層厳しくなることが想定さ

れます。 

 その中で、両社は、既存戦略の加速に留まらない

成長性のさらなる強化に向けた果敢かつ抜本的なア

クションが今こそ必要との課題認識を共有しており

ます。かかる共通の環境認識に基づき、当社及び対

象者は、現在の厳しい経営環境を乗り越え、両社の

潜在的な収益成長力を 大限に実現し、ともに企業

価値の 大化を目指していくため、平成22年５月14

日開催の当社取締役会において本公開買付けを開始

することを決議いたしました。 

  ②取引の概要 

(注)買付代金には買付予定数(5,660,200株)に１株

当たりの買付価格(410円)を乗じた金額を記載して

います。 

買付け等の期間 平成22年５月17日から 

  平成22年６月28日まで  

買付け等の価格 普通株式 １株につき、金410円

買付け予定株式数 5,660,200株 

買付代金 2,320,682,000円 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

―――――――――― ３ 行使価額修正条項付き第７回新株予約権（第三者割当

て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契

約の締結について 

 平成22年５月14日開催の取締役会において、第７回新

株予約権（第三者割当て）の発行、及び金融商品取引法

による届出の効力発生後に、下記の内容を含むコミット

メント条項付き第三者割当て契約を締結することを決議

いたしました。 

（1）発行新株予約権の数        50,008個 

（2）発行価額 新株予約権１株当たり    601円   

（3）発行価額の総額        30,054,808円 

（4）当該発行による潜在株式数  

当該行使価額111,870円における潜在株式数 

  50,008株 

（5）資金調達の額（新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額） 

  5,617,449,768円 （差引手取概算額） 

（6）行使価額及び行使価額の修正条件 

当初の行使価額111,870円における潜在株式数 

  50,008株 

行使価額上限値はありません 

行使価額下限値81,383円における潜在株式数 

  50,008株 

（7）募集及び割当方法  第三者割当の方法による 

（8）発行期日               平成22年５月31日 

（9）行使期間 

    平成22年６月１日から平成24年６月１日まで 

（10）割当先      メリルリンチ日本証券株式会社 

（11）その他 

 当社は、メリルリンチ日本証券株式会社との間

で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、

コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結す

る予定です。当該第三者割当て契約において、第７

回新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必

要である旨が定められています。 

（12）使途 

 メディア事業及びリユース事業における出店（店

舗取得を目的としたＭ＆Ａ等を含みます。）及び新

規商材の導入、並びにメディア事業及びリユース事

業の拡大のためのシステム及び物流等への設備投資

（なお、充当予定先ごとの内訳は未定です。） 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,479 8,511

売掛金 352 260

リース投資資産 455 684

有価証券 70 2,350

貯蔵品 1 0

前払費用 953 989

関係会社短期貸付金 5,386 1,172

立替金 1,195 1,395

未収入金 674 1,336

未収還付法人税等 1,113 1,406

その他 182 191

貸倒引当金 △1 －

流動資産合計 19,863 18,299

固定資産   

有形固定資産   

建物 908 915

減価償却累計額 △276 △301

建物（純額） 631 614

構築物 7 8

減価償却累計額 △6 △6

構築物（純額） 1 2

機械及び装置 1 1

減価償却累計額 △1 △1

機械及び装置（純額） 0 0

工具、器具及び備品 279 166

減価償却累計額 △256 △116

工具、器具及び備品（純額） 22 49

土地 1,898 1,801

リース資産 106 141

減価償却累計額 △17 △53

リース資産（純額） 89 88

有形固定資産合計 2,642 2,555

無形固定資産   

商標権 2 2

ソフトウエア 205 370

リース資産 40 30

その他 77 64

無形固定資産合計 327 468

投資その他の資産   

投資有価証券 1,782 2,297

関係会社株式 29,111 32,651

出資金 10 －

長期貸付金 1,733 1,577

関係会社長期貸付金 3,352 3,890

破産更生債権等 1,420 1,410
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

リース投資資産 1,200 1,666

長期前払費用 357 314

敷金及び保証金 7,604 7,853

その他 64 57

貸倒引当金 △3,063 △3,711

投資その他の資産合計 43,574 48,008

固定資産合計 46,543 51,032

資産合計 66,407 69,332

負債の部   

流動負債   

短期借入金 2,100 100

関係会社短期借入金 － 4,400

1年内返済予定の長期借入金 8,204 8,649

1年内償還予定の社債 1,724 1,500

リース債務 494 756

未払金 1,488 1,592

未払費用 222 218

繰延税金負債 16 5

預り金 155 149

前受収益 73 78

設備関係未払金 211 45

賞与引当金 39 42

店舗閉鎖損失引当金 － 5

その他 68 121

流動負債合計 14,799 17,665

固定負債   

社債 2,200 1,600

転換社債型新株予約権付社債 4,330 －

長期借入金 17,701 18,012

リース債務 1,306 1,824

長期設備関係未払金 777 －

長期預り保証金 7,004 6,716

繰延税金負債 57 30

転貸損失引当金 122 105

その他 68 56

固定負債合計 33,566 28,345

負債合計 48,366 46,010
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,595 8,595

資本剰余金   

資本準備金 2,203 2,203

その他資本剰余金 6,247 6,247

資本剰余金合計 8,450 8,450

利益剰余金   

利益準備金 53 53

その他利益剰余金   

別途積立金 100 100

繰越利益剰余金 4,827 10,016

利益剰余金合計 4,980 10,169

自己株式 △4,069 △4,069

株主資本合計 17,957 23,145

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84 45

評価・換算差額等合計 84 45

新株予約権 － 130

純資産合計 18,041 23,321

負債純資産合計 66,407 69,332
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

関係会社受取配当金 5,618 7,143

関係会社受入手数料 2,891 2,706

不動産賃貸収入 606 829

その他の収益 2 0

営業収益合計 9,117 10,679

営業費用   

不動産賃貸費用 492 714

役員報酬 226 202

給料及び手当 573 609

賞与引当金繰入額 39 42

退職給付費用 18 45

支払手数料 594 622

賃借料 439 453

減価償却費 82 127

その他 792 902

営業費用合計 3,259 3,719

営業利益 5,857 6,959

営業外収益   

受取利息及び配当金 266 145

社債償還益 474 －

受取手数料 － 544

雑収入 17 50

営業外収益合計 758 741

営業外費用   

支払利息 322 316

社債利息 32 43

転貸損失引当金繰入額 97 －

シンジケートローン手数料 162 －

貸倒引当金繰入額 65 －

雑損失 181 72

営業外費用合計 861 432

経常利益 5,754 7,268

特別利益   

投資有価証券売却益 45 102

退職給付制度終了益 92 －

転貸損失引当金戻入益 － 13

特別利益合計 138 115
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 228 －

投資有価証券評価損 1,360 88

関係会社株式評価損 623 －

貸倒引当金繰入額 1,477 649

減損損失 68 99

その他 261 25

特別損失合計 4,020 863

税引前当期純利益 1,872 6,521

法人税、住民税及び事業税 10 6

法人税等調整額 16 △10

法人税等合計 27 △4

当期純利益 1,844 6,525
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,592 8,595

当期変動額   

新株の発行 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 8,595 8,595

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,200 2,203

当期変動額   

新株の発行 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 2,203 2,203

その他資本剰余金   

前期末残高 6,247 6,247

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,247 6,247

資本剰余金合計   

前期末残高 8,448 8,450

当期変動額   

新株の発行 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 8,450 8,450

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 53 53

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 53 53

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 100 100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100 100

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,338 4,827

当期変動額   

剰余金の配当 △1,355 △1,337

当期純利益 1,844 6,525

当期変動額合計 489 5,188

当期末残高 4,827 10,016
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 4,491 4,980

当期変動額   

剰余金の配当 △1,355 △1,337

当期純利益 1,844 6,525

当期変動額合計 489 5,188

当期末残高 4,980 10,169

自己株式   

前期末残高 △2,093 △4,069

当期変動額   

自己株式の取得 △1,976 －

当期変動額合計 △1,976 －

当期末残高 △4,069 △4,069

株主資本合計   

前期末残高 19,440 17,957

当期変動額   

新株の発行 4 －

剰余金の配当 △1,355 △1,337

当期純利益 1,844 6,525

自己株式の取得 △1,976 －

当期変動額合計 △1,483 5,188

当期末残高 17,957 23,145

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △51 84

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 135 △39

当期変動額合計 135 △39

当期末残高 84 45

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △51 84

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 135 △39

当期変動額合計 135 △39

当期末残高 84 45

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 130

当期変動額合計 － 130

当期末残高 － 130
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 19,388 18,041

当期変動額   

新株の発行 4 －

剰余金の配当 △1,355 △1,337

当期純利益 1,844 6,525

自己株式の取得 △1,976 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 135 91

当期変動額合計 △1,347 5,279

当期末残高 18,041 23,321
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平均

法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）貯蔵品 

  終仕入原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

（会計方針の変更） 

  当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

 なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

(1）貯蔵品 

  終仕入原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法。ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く。）については、定額法を採用してお

ります。なお、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方法を採用し

ております。 

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法。なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込み利用可能

期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）長期前払費用のうち償却の対象となる

もの 

 均等償却によっております。 

(3）長期前払費用のうち償却の対象となる

もの 

同左 

  (4) リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

  なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。  

(4) リース資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 (1）株式交付費 

 支出時に全額費用として計上しており

ます。 

(1）     ────── 

  (2）社債発行費 

 支出時に全額費用として計上しており

ます。 

(2）社債発行費 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

   (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額のうち当事業年度に負担すべ

き額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額のうち当事業年度に負担すべ

き額を計上しております。 

  （追加情報） 

 当社の従業員に支給する賞与の未払計

上分については、従来未払賞与として流

動負債の「未払費用」に含めて計上して

おりましたが、当事業年度において賞与

規程の一部改定が行われた結果、当事業

年度末において従業員への賞与支給額が

確定しないこととなったため、当事業年

度より「賞与引当金」として計上してお

ります。 

 この変更により、流動負債の「賞与引

当金」が39百万円増加し、流動負債の

「未払費用」が39百万円減少しておりま

す。 

 なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。   
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

５ 引当金の計上基準 （3）    ――――――― (3）店舗閉鎖損失引当金  

  店舗閉鎖に伴い発生する損失に備え、

店舗閉鎖により合理的に見込まれる中途

解約違約金及び原状回復費等の閉鎖関連

損失見込額を計上しております。 

  (4) 転貸損失引当金 

  店舗転貸契約の残存期間に発生する損

失に備えるため、支払義務のある賃料総

額から転貸による見込賃料収入総額を控

除した金額を計上しております。 

(4) 転貸損失引当金 

同左 

  (5）退職給付引当金 

――――――― 

(5）         ――――――― 

  

  （追加情報） 

 当社は確定給付型の制度として適格退

職年金制度を設けておりましたが、平成

20年10月１日をもって全て確定拠出年金

制度に移行しております。  

  なお、本移行に伴い、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用し、当事

業年度において退職給付制度終了益92百

万円を特別利益に計上しております。 

  

６ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左  

会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

――――――― 
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 役員の異動 

決算短信発表日（平成22年５月14日）現在、未定であります。 

  

  

６．その他
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