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１　18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （単位：百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 181,194 19.9 6,877 60.3 6,273 31.2

17年３月期 151,104 26.0 4,291 18.4 4,779 13.2

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 5,593 102.1 21,063.78 21,000.11 21.6 6.5 3.5

17年３月期 2,767 19.8 10,623.25 10,566.11 17.5 6.7 3.2

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △1,069百万円 17年３月期 △0百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期         263,819.40株 17年３月期 258,889.59株

③会計処理の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年度増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 118,258 34,607 29.3 118,509.93

17年３月期 73,566 17,155 23.3 65,637.99

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期           291,715.00株 17年３月期 261,089.93株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

18年３月期 9,457 △4,623 11,464 23,718

17年３月期 2,553 △2,924 2,122 7,422

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 17社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 4社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 4社 （除外） 2社 持分法（新規） 2社 （除外） －社

２　19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 89,000 200 180

通　期 220,000 7,200 4,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（連結）   7,713円00銭

（注１）１株当たりの予想当期純利益につきましては、予定期末発行済株式数583,430.00株で算出しております。

（注２）上記の予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果

と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測のご利用にあたっての注意事項等につきまし

ては、添付資料の12ページ「３．通期の見通し」をご参照下さい。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び子会社17社、関連会社4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、ゲームセンターや映画館などの娯楽施設の運営、コンテンツの企画・制作・販売、インターネット及び移動通

信機に関するサービスの提供、広告や販売促進に関するサービス業ならびに不動産賃貸・販売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  

事　業　種　類 事  業  内  容 事  業  会  社

 ㈱ゲオ（当社）

 ㈱ゲオイエス

 ㈱ゲオリークル

 ㈱ゲオグローバル

店舗運営事業  ㈱ゲオエブリ

 ㈱ゲオシティ

メディア事業  ㈱ゲオステーション

 ㈱ゲオアクティブ

 ㈱ベストゲオ（持分法適用会社）

 ㈱ティー・アンド・ジー（持分法適用会社）

その他

 ㈱ゲオ（当社）

 ㈱グレード・コミュニケーション

 ㈱イーネット・フロンティア

 ㈱ゲオ・ビービー（持分法適用会社）

 アミューズメント事業  アミューズメント施設運営事業  ㈱スガイ・エンタテインメント（JASDAQ） 

 不動産事業  不動産販売・賃貸  ㈱ゲオエステート

 リサイクルショップ運営事業  ㈱ゲオアール

卸売事業
 ㈱アムス

 ㈱クロスナイン

その他事業

その他

 ㈱ゲオフロンティア

 ㈱ゲオウェブサービス

 ㈱スパイキー

 ㈱リテールコム（持分法適用会社）

                                                                                  平成18年３月末現在

　 （注）１.㈱ゲオエステートは、平成17年4月22日に㈱ゲオアクティブに社名変更いたしました。

 ２.㈱ゲオ企画は、平成17年4月22日に㈱ゲオエステートに社名変更いたしました。

 ３.平成17年8月31日付で、㈱イーネット・フロンティアを取得し、100％子会社といたしました。

 ４.平成17年9月22日付で、㈱スガイ・エンタテインメントの株式を公開買付にて取得し、子会社（持分比率

 　 72.03％）といたしました。

 ５.平成17年7月1日付で、㈱ベスト電器との共同出資により㈱ベストゲオを設立し、持分法適用会社（持分比率

　　40.00％）といたしました。 

 ６.平成17年9月28日付で、第三者割当増資引受により㈱フルーツナイフを子会社（持分比率57.14％）といたし

　　ました。　　　　

 ７.平成17年11月1日付で、ゲームソフトの制作・販売を行っております㈱スパイクにおいてゲーム事業部門の 

    分割を行い、平成17年11月16日付で㈱ドワンゴへの事業売却を行いました。

 ８.㈱スパイクは平成17年11月1日に㈱スパイキーに社名変更いたしました。

 ９.㈱ゲオフーズは、平成17年11月1日に㈱ゲオフロンティアに社名変更いたしました。

 １０.平成17年11月1日に㈱トーハンの子会社である㈱ジャパン・エイ・ヴイ・レンタルシステムによる増資を㈱

      トーハンならびに当社が引受け、持分法適用会社（持分比率44.44％）といたしました。同社は平成17年11  

      月4日に㈱ティー・アンド・ジーに社名変更いたしました。

 １１.平成18年2月24日付で、㈱フルーツナイフの株式を全株売却いたしました。

 １２.平成18年3月31日付で、㈱ゲオビービーの持分比率が50.00％から46.38％になりました。
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■事業系統図

 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

（商品の流通、 
フランチャイズ運営） 

（FC 店商品供給） 

（卸売販売） 

（飲食ｻｰﾋﾞｽ） 
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㈱アムス 

㈱ゲオアクティブ 

㈱ゲオフロンティア 

 

㈱ゲオアール 

㈱ゲオエブリ 

㈱ゲオリークル 

㈱ゲオイエス 
（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟ、通信ｼｮｯﾌﾟの運営） 

 
㈱ゲオ 
（当社） 

（ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ） 

㈱ゲオグローバル 

（ﾒﾃﾞｨｱ開発・販売、広告ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ） 
㈱スパイキー 

㈱ｹﾞｵｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱ゲオステーション 

 

（卸売販売） 

㈱ゲオシティ 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟ、家電販売店の運営） 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌの運営） 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

（総合ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ、ｺﾞﾙﾌ用品ｼｮｯﾌﾟ、 

 車用品ｼｮｯﾌﾟの運営） 

㈱ｲｰﾈｯﾄﾌﾛﾝﾃｱ 
（商品販売） 

（商品の賃貸・卸売販売） 

㈱クロスナイン 

㈱ｸﾞﾚｰﾄﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 

㈱ゲオエステート 
（不動産販売） 

（ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設の運営） 
㈱ｽｶﾞｲ･ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

（ﾋﾞﾃﾞｵ･ｵﾝ･ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ） 

㈱ゲオビービー 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 
㈱ベストゲオ 

インターネット・モバイルユーザー 

（ﾓﾊﾞｲﾙｻｰﾋﾞｽ） 

㈱リテールコム 

㈱ﾃｨｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｰ 
（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

 

 

  ■ ゲオショップの地域別運営担当会社

　　　　運営会社       運営担当地域

㈱ゲオイエス 北海道

㈱ゲオリークル 東北

㈱ゲオグローバル 関東・甲信越

㈱ゲオエブリ 中部

㈱ゲオシティ 関西・北陸

㈱ゲオステーション 中国・四国

㈱ゲオアクティブ 九州・沖縄
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２．経営方針
１．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アミューズメントを、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（ビデオ、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、リサイクル販売、新品販売）にて提供する「ゲオショップ」の展開を主軸とし、総合リサ

イクルショップや通信機器販売、ゲームセンター等の娯楽施設の運営など、さまざまなアミューズメントを提供する

サービスを全国に拡げてまいります。

 

２．利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分につきましては、財務体質の強化ならびに経営基盤の充実を図りながら、高配当を維持していくこ

とを基本方針とし、連結ベースにおける配当性向25％を目標としております。

以下は過去５年間における当社連結の配当性向の推移であります。

平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

配当性向（連結） 21.20% 29.72% 30.38% 32.86% 20.82%

(注)連結ベースの配当性向につきましては、年間配当総額÷連結当期純利益にて算出しております。

　　　平成18年３月期につきましては、期末配当予定額にて算出しております。

　

 また、内部留保金につきましては、今後の店舗展開を中心とした収益力拡大のための投資等に充当し、主に新規出店

における設備及び初期在庫投資、物流設備、システム設備への投資を行い、高収益体質の確立を図る所存であります。

  なお、平成18年３月期の年間配当金につきましては、１株当たり4,200円（中間2,000円、期末2,200円）を予定して

おります。

３．投資単位の引下げに関する方針

　当社におきましては、できるだけ多くの投資家の方に当社株式を保有していただくため、流動性の向上を図るとと

もに、個人投資家の方々にも参加しやすくするために、投資単位を50万円未満となる引下げを継続して行っていく方

針としております。

　この方針のもと、平成13年以降において５度の株式分割を実施しており、いずれも分割後の投資単位が50万円未満

となる引き下げを行ってまいりました。

　今後におきましても同様の方針とし、株式市況等を勘案しながら実施していくものといたします。

４．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、営業活動を表す売上高営業利益率を当社の主要指標とし

ております。

　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14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

売上高営業利益率 2.1% 2.9% 3.0% 2.8% 3.8%

　平成17年３月期までにつきましては、店舗数の拡大に伴い、売上高及び営業利益ともに増加してまいりましたが、

営業利益率は３％前後に留まっておりました。

　平成18年３月期以降におきましては、スケールメリットを活かした収益の効率化を図ることを目標とし、平成18年

３月期は3.8％を達成することができ、当面の目標値といたしましては、４％の達成を目指してまいります。

　なお、連結利益に関する指標としましては、営業利益率のほか経常利益率、当期純利益率がありますが、当社グルー

プにおきましては、店舗出店戦略によるＭ＆Ａ等により、貸方連結調整勘定（逆のれん代）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。
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５．中期的な経営戦略

  当社グループは、パッケージソフトのレンタル、リサイクル、新品販売を行う「ゲオショップ」の展開を中心に、

リサイクル店舗運営事業、アミューズメント施設運営事業などのさまざまな店舗展開を推進してまいります。

また、このようなリアルショップである店舗展開に加え、インターネット等を利用した商品やサービスの提供事業に

も積極的に取り組みを行っていく方針とし、さまざまな娯楽利用者の拡大を図ってまいります。

①ゲオショップ店舗数の拡大

  当社グループの主力事業でありますゲオショップ（パッケージソフトのレンタル・リサイクル・新品販売）の全国

展開を推進し、ローコストオペレーションによる収益力向上を図ります。

　直営店舗展開ならではの機動的なスクラップ＆ビルドを継続して行うとともに、企業パートナーとの業務提携によ

るフランチャイズ及び代理店方式での店舗展開も推進し、高収益店舗網の拡大を目指してまいります。

 

②非パッケージソフト事業、ネット系事業への取り組み

  当社グループはパッケージソフト群を主力商品として店舗展開を行っておりますが、ポケットマネー（低価格）で

楽しめる娯楽を事業領域として、パッケージソフト以外のアミューズメントにつきましても、積極的に取り組みを行っ

てまいります。

　具体的に進めております取組みといたしまして、携帯電話販売ショップ「ゲオ・コミュニケーションズ」、アミュー

ズメント施設等の展開があり、ゲオショップとの共同出店なども実施しております。

　また、インターネットや携帯電話などの移動通信機器を利用したネット関連ビジネスに関しましても、積極的に取

り組みを行い、コンテンツの提供や、ネットユーザー向けの様々なサービスの提供など、ゲオグループにおける利用

価値を高めてまいります。

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付けております。Ｍ＆Ａなどにより一度に多くのスタッフが増える

ことも想定されるため、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、事業規模に適した組織体制づくりを目指し、柔軟かつ

統制のとれた経営体制を維持してまいります。

　当社グループの主力でありますゲオショップの運営体制につきましては、地域及び規模に合わせた再編等を継続し

て行っていくものとしており、現在におきましては、全国を７地域に分けた運営体制としております。

６．会社の対処すべき課題

　当社グループにおきましては、主力事業でありますメディア事業の安定した事業規模の拡大と利益率の向上を、最

重要課題としております。

　「ゲオショップ」では、パッケージソフトを中心に、レンタル、リサイクル、新品販売の３方式にて、サービスの

提供を行っておりますが、取り扱う商品の内容は映像、音楽、ゲームなどの流行ものや嗜好性の高いものが多く、常

に市場のニーズが変化していることから、３方式の提供形態のバランスをコントロールしていく必要があります。

　特に最近におきましては、映像メディアレンタルでのビデオからＤＶＤへの移行が、レンタル市場における大きな

変化となっておりますが、レンタルショップにおいてはＤＶＤの利用率が85％を超え、既に映像パッケージの主流と

なっております。

　今後におきましては、レンタルビデオ在庫が店頭から引き下げられる状況となっていきますが、レンタルビデオに

置き換わる売り場作りは当面の課題であると考えております。

　パッケージソフトのレンタルビジネスにおいては、インターネットやモバイル端末等での利用環境が向上しており、

これらの環境で映像や音楽などを楽しむモデルが登場してきております。

　そのような状況の中、市場の動向を見極めつつ、リアルショップならではのサービスの提供や、レンタルだけでは

なく、お客様の求めるさまざまな娯楽サービスを提供する場とし、飽きることなく「ゲオショップ」をご利用してい

ただくための営業活動を行ってまいります。

７．親会社等に関する事項

  該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

当期の業績の概況

　平成18年３月期における当社グループの概況といたしましては、主力事業でありますメディア事業での「ゲオショッ

プ」の展開を中心に、アミューズメント事業や新規事業にも積極的に取り組み、収益の増加及び利益率の向上を図り

ながら事業規模の拡大に努めてまいりました。

　当社グループでは、さまざまな娯楽サービスを提供する店舗施設を全国に展開していく方針のもと、当期におきま

しても新規出店やＭ＆Ａ、店舗の営業譲受などを実施し、メガーズグループならびに株式会社アールからの店舗営業

譲受、北海道において映画館、ボーリング場、ゲーム施設等を運営している株式会社スガイ・エンタテインメントを

子会社化したほか、株式会社文教堂、ベスト電器株式会社、株式会社トーハンとの「ゲオショップ」展開に関する業

務提携を行うなど、当社グループの事業拠点を拡大してまいりました。

　収益面におきましては、メディア事業では映像メディアにおけるビデオからＤＶＤへの移行に伴う利用の増加や、

携帯用ゲーム機器「ニンテンドーＤＳ」が人気となるなど、売上増加傾向が継続したことと、不動産事業における販

売数が順調に増加したことなどから、グループ全体で収益力が向上しております。

　一方、平成17年11月には、子会社の株式会社スパイクが行っておりましたゲームソフト制作販売事業を株式会社ド

ワンゴに売却し、リスクの伴うコンテンツ制作事業への経営資源を、販売事業へ振替える政策を実施しております。

　コンテンツの制作事業に関しましては、ヒット商品の開発に成功した場合は大きな利益を得られる反面、ゲーム機

性能の向上に伴い、制作コストが上昇傾向であったことから回収リスクも大きく、将来の連結業績に与える影響も大

きくなることが想定されることから、当事業部門の売却を決定したものであります。

　このような概況により、当社グループにおける事業規模は順調に拡大し、売上高、営業利益、経常利益、当期純利

益のすべてにおいて過去最高となり、目標としておりました営業利益率の向上につきまして、3.8％を達成する結果と

なりました。

 

　以下は当期における連結成績であります。

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

 平成18年３月期
百万円 百万円 百万円 百万円

181,194 6,877 6,273 5,593

（前年同期比） （19.9％増） （60.3％増） （31.2％増） （102.1％増）

 

　なお、営業外損益におきましては、株式会社スガイ・エンタテインメントの子会社化などにより、有利子負債は増

加しておりますが、資金調達コストを引き下げた結果、支払利息は減少しております。

　そのほか、持分法適用会社の株式会社ゲオ・ビービーの持分変動による差益123百万円が特別利益として発生し、税

効果会計での繰延税金資産の見直しによる法人税等調整額が減少したことにより、当期純利益の増加要因となってお

ります。

 

  また当期におきましては、今後の新規出店や設備投資、主力商材のレンタルＤＶＤへの投資を目的としまして、平

成18年２月に公募増資、平成18年３月に第三者割当増資を実施し、112億円の資金調達を行いました。

　これにより、当社の資本金は56億円増加し、当期末における資本金は85億円となっております。
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（１）店舗・会員の状況

 ゲオショップ店舗数

直営店舗

ゲオ ゲオイエス ゲオリークル ゲオグローバル ゲオエブリ

平成17年3月末 14 88 8 186 211

新規出店 3 2 10 34 25

営業譲受等

　　メガーズグループ 9

グループ内運営移管 65 △65 △125

閉店 △1 △2 △4 △11

平成18年3月末 16 88 83 160 100

（増減） 2 0 75 △26 △111

　

直営店舗

ゲオシティ ゲオステーション ゲオアクティブ ＜直営合計＞

平成17年3月末 22 23 0 552

新規出店 29 6 10 119

営業譲受等

　　メガーズグループ 9

グループ内運営移管 30 31 64 0

閉店 △4 △5 △7 △34

平成18年3月末 77 55 67 646

（増減） 55 32 67 94

 

ＦＣ店 代理店 ゲオショップ

㈱ゲオ ㈱ゲオ 【合計】

平成17年3月末  40 10 602

新規出店 68 19 206

営業譲受等

　　メガーズグループ 9

閉店 △33 △6 △73

平成18年3月末 75 23 744

（増減） 35 13 142
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 ゲオショップ以外の店舗

ゲオアール ゲオフロンティア

Doki-Doki Doki-Doki ゲオ倶楽部 Doki-Pit 飲食店

直営店 ＦＣ店 直営店 直営店 直営店

平成17年3月末 40 23 3 2 1

新規出店 6 7 3 1

閉店 △3 △4 △1 △1

平成18年3月末 43 26 2 4 2

（増減） 3 3 △1 2 1

 

ゲオイエス ゲオリークル ゲオグローバル スガイ・エンタ

テインメント その他店舗

ゲオ・コミュニ

ケーションズ

プレイガイド ベスト電器 ベスト電器 アミューズメント施設 【合計】

直営店 直営店 直営店 直営店 直営店

平成17年3月末 38 1 3 0 111

新規出店 9 1 27

グループ内運営移管 △3 3 0

子会社化による増加 15 15

閉店 △5 △1 △2 △17

平成18年3月末  42 1 0 2 14 136

（増減） 4 0 △3 2 14 25

(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を中心に、レンタル、リサイクル、新品販売を行っています。

　　　 Ｄｏｋｉ-Ｄｏｋｉ：総合リサイクルショップ

　　　 ゲオ倶楽部：ゴルフ用品を中心としたリサイクルショップ

　　　 Ｄｏｋｉ-Ｐｉｔ：カー用品専門店

　　　 ゲオ・コミュニケーションズ：携帯電話販売ショップ

　　　 プレイガイト：チケット販売店

　　　 ベスト電器：家電販売店。株式会社ベスト電器のフランチャイズ店として営業

　　　 飲食店：ネットカフェ、カレーショップ

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

(注２) 上記店舗数は、同一建物内で共同営業しているインショップについても、それぞれのショップ種類ごとに集計しております。

会員数（増減は前年同月比較）

平成18年3月末（千人） 増減（千人） 増減率

レンタル会員（男性） 4,567 +509 +12.5%

レンタル会員（女性） 3,130 +385 +14.0%

ポイント会員（男性） 447 △36 △7.6%

ポイント会員（女性） 181 △14 △7.6%

＜ゲオショップ会員合計＞ 8,326 +843 +11.3%

＜ゲオネット会員＞ 1,074 +490 +84.0%

 (注１) ゲオショップ会員：ゲオショップにおいて入会登録していただいた会員

　　　　レンタル会員    ：ゲオショップ会員のうち、レンタルを含めたすべての利用を行っていただける会員

　　　　ポイント会員    ：ゲオショップ会員のうち、販売及び買取のみを利用を行っていただける会員

　　　　ゲオネット会員  ：インターネット及び携帯電話でのサービス利用会員
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(2）セグメント別の状況

①メディア事業

　当期におきましては、前期に引き続いてレンタルビデオからレンタルＤＶＤへの移行が進み、ＤＶＤの新たな利

用者も増加したことから、レンタル部門の売上は大きく増加しており、レンタルＤＶＤは前期まで最も売上高の高

かったリサイクルゲームソフトを抜いて、メディア事業における第１位の商材となりました。

  映像メディアレンタルに占めるＤＶＤの比率につきましては、平成17年３月度の62.7％から平成18年３月度の

84.9％にまで上昇し、当初想定しておりました80％を大きく上回る状況となっております。

　そのためレンタルＤＶＤ在庫は一時的に品薄状態となり、増加したレンタル売上が直接利益に寄与する結果とな

りましたが、第４四半期におきましては、翌期以降の収益増加に備え、充実した品揃えとするための大幅な在庫強

化策を実施しております。

　増加するレンタルＤＶＤ売上とは反対に、レンタルビデオ売上は減少一途となっておりますが、前期末に実施し

ました臨時償却により当期は利益率が向上し、レンタルＤＶＤの償却負担増加を緩和する効果が出ております。

 

ゲオショップ　レンタル映像メディアの売上構成推移
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ＤＶＤ比率

　物販部門におきましては、ゲーム関連商品が順調に売上を伸ばしており、第３四半期以降では携帯用ゲーム機器

「ニンテンドーＤＳ」ならびに対応ゲームソフトの人気が高くなったことや、当期末には人気シリーズソフト「ファ

イナル・ファンタジーＸⅡ」が発売されるなど、ゲーム市場は高需要の状況で推移いたしました。

　以下は「ゲオショップ」直営店における売上の状況であります。

売上高合計 前年同期比 既存店平均

（百万円） 前年同期比

　　レンタル 45,240 112.3% 106.0%

　　リサイクル 42,054 110.4% 99.7%

　　新品販売 53,711 116.9% 108.6%

　　その他 1,066 131.5% 108.3%

　　　　　　合計 142,072 113.5% 105.2%

　

②アミューズメント事業

　平成17年９月に子会社化いたしました株式会社スガイ・エンタテインメントが行っておりますアミューズメント

事業におきましては、平成17年９月にアミューズメントパーク新琴似（札幌市）、平成18年２月にはアミューズメ

ントパークＳＨＯＷＡ（函館市）をオープンし、そのほかゲーム部門や映画興行部門が順調に推移したことから、

売上は増加する状況となりました。

　営業利益におきましては、新規施設の開業負担等がありましたが、増収効果により282百万円となっております。
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③不動産事業

　不動産業界におきましては、首都圏を中心にマンション販売が活況を呈している状況の中、構造計算書偽造問題

により、購入者の動きが慎重となったり、制度の見直しが検討されるようになってまいりました。

　このような状況の中、株式会社ゲオエステートでは、不動産買取再販物件として４棟147戸ならびに販売代理物件

１棟32戸を販売するとともに、自社物件の企画開発及び販促活動を行った結果、売上高、営業利益ともに大きく増

加することができました。

 

④その他の事業

　総合リサイクルショップ「Doki-Doki」を運営する株式会社ゲオアールにおきましては、店舗の運営効率の向上や

在庫の適正化などに努め、上期は好調に推移してまいりました。

  下期におきましては、電気用品安全法の猶予期間満了によるリサイクル商品の販売規制等の影響もありましたが、

通期で営業利益は改善しており、前期と比較して195百万円の増加となっております。

  その他、平成17年11月にゲーム事業を売却しました株式会社スパイキーにおきましては、「喧嘩番長」、「忍

道  戒」などのヒット商品が当期業績に貢献しており、その他の事業全体では136百万円の営業利益の増加となりま

した。

 

　以上のような営業概況の結果、セグメント別の営業成績は次のとおりとなっております。　　

 

事業種類別セグメント
売上高（百万円） 営業利益（百万円）

前年同期比 前年同期比

メディア事業 163,011 118.5% 6,953 138.3%

アミューズメント事業 3,551 － 282 －

不動産事業 5,197 123.2% 615 112.2%

その他の事業 9,433 101.1% 107 －

　

２．財政状態

　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16,296百万円

増加し、23,718百万円（前年同期比219.5％増）となりました。

　これは投資活動による支出は増加しましたが、税金等調整前当期純利益を主な要因とする営業活動による収入が増

加し、借入金及び増資による財務活動による収入も増加したことによるものであります。

　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、得られた資金は、前連結会計年度末に比べて6,904百万円増加し、9,457百万円（同270.5％増）と

なりました。

　これは、品揃えを強化したＤＶＤの購入のためのレンタル用資産の取得による支出の増9,607百万円（同52.0％増）、

たな卸資産の増加による支出の増5,561百万円、臨時償却費の減少による支出の増3,360百万円などがありましたが、

仕入債務の増加による支出の減18,380百万円、税金等調整前当期純利益の増4,903百万円（同317.0％増）、レンタル

用固定資産減価償却費の増による1,103百万円（同7.8％増）などが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1,698百万円増加し、4,623百万円（同58.1％増）と

なりました。

　これは新規連結子会社取得による支出の減1,187百万円（同97.1％減）、投資有価証券の取得による支出の減705百

万円（同30.4％減）、貸付による支出の減580百万円（同30.2％減）がありましたが、営業譲受による支出の増1,466

百万円（同319.5％増）及び有形固定資産の取得による支出の増368百万円（同19.7％増）がありましたことが主な要

因であります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、得られた資金は、前連結会計年度末に比べて9,342百万円増加し、11,464百万円（同440.2％増）

となりました。

　これは、株式発行による収入11,287百万円が主な要因であります。

〔キャッシュ・フローの指標〕

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 21.0 23.3 29.3

時価ベースの自己資本比率（％） 157.3 110.7 114.0

債務償還年数（年） 77.1 15.0 5.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 0.72 4.22 15.29

※  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。 

〔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。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

債務償還年数（年） 2.4 2.0 2.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 6.07 7.00 11.28

※  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）

    インスタント・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。
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３．通期の見通し

　平成19年３月期におきましては、これまでどおりの経営方針に基づき、店舗展開を積極的に推進し、収益力の拡大

ならびに利益率の向上に努めてまいります。

  また、当社グループの経営資源を有効活用し、経営効率の向上を図るための事業再編成を行うことを予定しており、

他社との資本業務提携なども含め、将来に向けたグループ体制作りを行ってまいります。

 

  平成18年４月28日には、衣料、雑貨等のリサイクルショップ「セカンドストリート」を全国に展開している株式会

社フォー・ユーの第三者割当増資を引き受け、さらに当社子会社の株式会社ゲオアールとの資本関係を締結し、両社

におけるリサイクル事業の拡大に向けた体制を整えることができました。

　また、民事再生支援を行っておりました株式会社スリーワイにつきましても、平成18年４月27日に100％子会社化し、

ディスカウントショップ運営を新しい事業として取り組みを行ってまいります。

　グループ内における事業再編成といたしましては、主力事業でありますメディア事業におきまして、効率的な物流

体制ならびに迅速な経営体制とすることを目的として、当社の商品本部ならびにＦＣ本部の事業部門を、100％子会社

であります株式会社グレード・コミュニケーションを承継会社とした分社型吸収分割を実施することを予定しており

ます。

　従来におきましては、当社商品本部と株式会社グレード・コミュニケーションの２社による商品供給を行っており

ましたが、両社の機能を統合することにより効果的な物流体制とすることができるものと考えております。

  なお、この会社分割方式による子会社への事業移管につきましては、平成18年６月29日開催予定の当社定時株主総

会において承認を受けることを前提としております。

①メディア事業

  店舗の出店計画としましては、「ゲオショップ」直営店を100店舗、フランチャイズ店及び代理店を76店舗、その他

通信機器販売店「ゲオ・コミュニケーションズ」、アミューズメント施設、ネットカフェなどの出店も合わせ、当社

グループ全体で197店舗の出店を行う予定としております。

  「ゲオショップ」の見通しとしましては、前期好調でありましたレンタルＤＶＤとゲーム関連商品が当期におきま

しても順調に推移するものと想定しておりますが、レンタルＤＶＤにつきましては、ビデオからの移行に伴い新規利

用者としてＤＶＤを利用する会員の増加が一段落することと、次世代ゲーム機となります「ＰＳ３」、「Ｗii」の発

売時期が流動的であることから、既存店ベースでの大きな売上増加は見込んでおらず、おおよそ前期並みの見通しと

しております。

  営業費用におきましては、前期末に在庫強化策として大量購入しましたレンタルＤＶＤの償却負担が増加すること

に加え、利益率が大幅に高くなりましたレンタルビデオの売上高が前期と比較して大きく減少することから、レンタ

ル部門の利益率が低下いたしますが、今後はレンタルＤＶＤの利益率が上昇していく予定であり、下期以降は連結業

績に大きく貢献する見込みとなっております。

②アミューズメント事業

  平成18年５月にディノスノベルサ（札幌市）がオープンしており、ゲーム・ボーリング部門の売上増加を見込んで

おります。また、前期にオープンしました３施設の開業費用負担の軽減ならびに収益貢献が期待できることから増収

増益を見込んでおります。

③不動産事業

  不動産事業におきましては、平成19年３月期におきましても住居用マンション等の販売を中心として営業を行って

まいりますが、前期末より手掛けております当社グループ所有の土地利用によるマンション販売事業が、平成20年以

降の予定であるため、平成19年３月期は前期と比較して販売数は減少する見通しであります。

  しかしながら、リスクの少ない物件を安定的に販売していく予定であり、確実な利益を上げる見込みであります。

　④その他の事業

  その他の事業におきましては、総合リサイクルショップ「Doki-Doki」を展開しております株式会社ゲオアールにつ

きまして、リサイクル事業の統合を目的として、株式会社フォー・ユーに60％を株式譲渡いたしましたので、平成19

年３月期より持分法適用会社となっております。

  また、株式会社スパイキーでは前期にゲーム事業を売却しており、そのため両社の売上高及び営業利益分が連結業

績より減少いたします。

  そのほか、株式会社ゲオフロンティアにおきましては、ネットカフェを中心に５店舗の新規出店を計画しておりま

すので、平成19年３月期は120百万円の営業損失を見込んでおります。
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　以上のような事業種類別セグメントにおける見通しのほか、連結損益における変動要因としまして、表示方法の変

更や、関連会社の増加、持分比率変動に伴い、以下のような影響を見込んでおります。

  当社グループにおきましては、店舗拡大政策のもと、Ｍ＆Ａや民事再生支援による店舗を保有する企業の子会社化

を実施してまいりましたが、それに伴い取得時の資本と取得額の差額が連結調整勘定として発生しております。

  前期までにおきましては、すべての連結調整勘定償却額を営業外収益に含めて計上しておりましたが、平成19年３

月期より借方連結調整勘定（営業権相当分）の償却額を「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」により販管費での計上に変更しておりますので、その償却額513百万円が前期と比較して営業利益が減少する要因

となっております。

　なお貸方連結調整勘定（逆のれん代）の償却額につきましては、従来どおり営業外収益としております。

　また、平成17年９月に子会社となりました株式会社スガイ・エンタテインメント、平成18年４月に子会社となりま

した株式会社スリーワイに関する連結調整勘定償却額が前期より増加する見込みであります。

  株式会社インデックスとの折半で設立いたしましたビデオ・オン・デマンドサービスを行っております株式会社ゲ

オ・ビービーにおきましては、前期末に目標としておりました利用会員数10万人を上回り、今後の利用も大きく増加

することが見込めることから、平成19年３月期におきましても積極的な投資や利用者獲得のためのプロモーション活

動を行っていく予定であり、それらを目的とした第三者割当による資金調達を実施してまいります。

　そのため、株式会社ゲオ・ビービーに対する当社の持分比率が減少する予定であり、持分法適用から外れることか

ら持分法投資損失が大きく減少し、持分変動差益が発生する予定であります。

 

  以上のような見通しにより、平成19年３月期の連結業績は以下の数値を見込んでおります。

金　額 百分比 前年比

売 上 高 220,000百万円 100.0% 121.4%

営業利益 6,000百万円 2.7% 87.2%

経常利益 7,200百万円 3.3% 114.8% 

当期純利益 4,500百万円 2.0% 80.5% 

（注）以上の当社、予想数値、業績予測は、現在得られている各種情報などから判断した将来情報であります。

      当社の市場における一般的な状況、天候、景気ならびに消費動向の変化、消費者の嗜好変化などによるリスクや

      不確実性を含んでおります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 ※１  7,454,751   23,530,365  16,075,614

２　受取手形及び売掛金   2,376,811   3,349,365  972,553

３　延払売上債権   908,139   496,922  △411,216

４　有価証券   ―   200,483  200,483

５　たな卸資産 ※１  14,041,377   18,120,301  4,078,924

６　繰延税金資産   2,162,143   2,114,360  △47,783

７　未収法人税等   897,946   92,578  △805,368

８　その他   2,439,980   3,071,306  631,326

９　貸倒引当金   △49,810   △48,145  1,665

流動資産合計   30,231,340 41.1  50,927,539 43.1 20,696,199

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）レンタル用資産  40,895,492   54,981,440    

減価償却累計額  33,766,441 7,129,050  35,759,799 19,221,641  12,092,590

(2）建物及び構築物 ※１ 17,691,172   26,620,305    

減価償却累計額  11,286,523 6,404,648  16,679,071 9,941,234  3,536,585

(3）機械装置及び運搬具  169,652   4,819,437    

減価償却累計額  79,587 90,064  3,803,242 1,016,194  926,129

(4）土地 ※１  4,874,978   7,479,727  2,604,749

(5）建設仮勘定   ―   157,980  157,980

(6）その他  2,665,983   3,295,639    

減価償却累計額  1,927,572 738,410  2,548,272 747,367  8,956

有形固定資産合計   19,237,153 26.1  38,564,144 32.6 19,326,991

２　無形固定資産         

(1）営業権   569,331   484,303  △85,027

(2）借地権   399,821   388,146  △11,675

(3）その他   339,493   306,467  △33,025

無形固定資産合計   1,308,646 1.8  1,178,918 1.0 △129,727
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券
※１
　２

 7,819,000   10,929,337  3,110,337

(2）長期貸付金 ※１  1,761,403   2,179,418  418,015

(3）敷金・保証金 ※１  9,287,184   10,586,782  1,299,598

(4）繰延税金資産   2,764,345   2,691,705  △72,639

(5）その他
※１
　２

 1,691,777   1,911,533  219,755

(6）貸倒引当金   △534,000   △711,004  △177,003

投資その他の資産合計   22,789,710 31.0  27,587,773 23.3 4,798,062

固定資産合計   43,335,510 58.9  67,330,836 56.9 23,995,326

資産合計   73,566,850 100.0  118,258,376 100.0 44,691,525
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金 ※１  6,396,642   22,020,774  15,624,132

２　短期借入金   1,850,000   1,300,000  △550,000

３　１年内返済予定長期借
入金

※１  12,818,766   13,733,616  914,850

４　１年内償還予定社債   1,373,000   2,498,000  1,125,000

５　未払法人税等   353,387   498,690  145,302

６　返品調整引当金   114,051   ―  △114,051

７　ポイントサービス引当
金

  996,558   547,464  △449,093

８　その他 ※１  5,896,012   6,030,974  134,962

流動負債合計   29,798,419 40.5  46,629,521 39.4 16,831,101

Ⅱ　固定負債         

１　社債   7,488,000   5,742,500  △1,745,500

２　長期借入金 ※１  14,743,491   23,614,892  8,871,400

３　繰延税金負債   1,583,327   2,698,741  1,115,413

４　連結調整勘定   1,276,125   1,709,740  433,615

５　退職給付引当金   101,943   220,277  118,333

６　役員退職慰労引当金   ―   104,211  104,211

７　その他   1,420,463   1,917,039  496,576

固定負債合計   26,613,352 36.2  36,007,403 30.4 9,394,051

負債合計   56,411,772 76.7  82,636,924 69.8 26,225,152

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   ― ―  1,013,905 0.9 1,013,905

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金   2,854,062 3.9  8,522,584 7.2 5,668,521

Ⅱ　資本剰余金   3,514,534 4.8  9,183,058 7.8 5,668,523

Ⅲ　利益剰余金   8,470,177 11.5  12,955,684 11.0 4,485,507

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  2,316,654 3.1  3,947,909 3.3 1,631,254

Ⅴ　自己株式 ※３  △351 △0.0  △1,691 △0.0 △1,339

資本合計   17,155,078 23.3  34,607,546 29.3 17,452,467

負債、少数株主持分及び
資本合計

  73,566,850 100.0  118,258,376 100.0 44,691,525
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   151,104,742 100.0  181,194,592 100.0 30,089,849

Ⅱ　売上原価 ※１  100,575,164 66.6  121,937,614 67.3 21,362,450

売上総利益   50,529,577 33.4  59,256,977 32.7 8,727,399

返品調整引当金戻
入益

  70,497 0.0  ― ― △70,497

返品調整引当金繰
入額

  ― ―  116,209 0.1 116,209

差引売上総利益   50,600,075 33.4  59,140,768 32.6 8,540,692

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※２
　８

 46,308,478 30.6  52,263,066 28.8 5,954,587

営業利益   4,291,596 2.8  6,877,701 3.8 2,586,105

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息及び配当
金

 79,129   129,467    

２　保険補填金  206,830   254,742    

３　連結調整勘定償却
額

 1,121,733   837,587    

４　その他  298,913 1,706,607 1.1 309,429 1,531,227 0.9 △175,379

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  624,090   620,935    

２　店舗設備除却損  226,659   179,715    

３　社債発行費  87,207   3,200    

４　持分法投資損失  ―   1,069,014    

５　その他  280,367 1,218,325 0.8 263,011 2,135,876 1.2 917,551

経常利益   4,779,878 3.1  6,273,052 3.5 1,493,174

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 356,141   128,971    

２　関係会社株式売却
益

 ―   571,005    

３　投資有価証券売却
益

 21,313   5,953    

４　持分変動損益  ―   123,990    

５　受取保険金  821,967   ―    

６　役員保険解約返戻
金

 31,855   ―    

７　清算配当金  30,622   ―    

８　償却債権取立益  ―   88,323    

９　貸倒引当金戻入益  ― 1,261,900 0.9 25,197 943,442 0.5 △318,457
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※４ 360,095   21,219    

２　固定資産除却損 ※５ 71,151   228,355    

３　投資有価証券評価
損

 68,182   ―    

４　貸倒引当金繰入額  ―   200,000    

５　投資有価証券売却
損

 6,043   ―    

６　役員退職慰労金  174,530   ―    

７　臨時償却費  3,360,819   ―    

８　商品評価損  137,638   ―    

９　減損損失 ※７ ―   268,918    

10　弔慰金  120,000   ―    

11　訴訟和解損  109,411   ―    

12　社葬費用  65,449   ―    

13　ゴルフ会員権評価
損

 12,800   ―    

14　その他 ※６ 8,484 4,494,606 3.0 46,924 765,417 0.4 △3,729,189

税金等調整前当期
純利益

  1,547,171 1.0  6,451,077 3.6 4,903,905

法人税、住民税及
び事業税

 471,204   458,930    

法人税等調整額  △1,691,944 △1,220,739 △0.8 481,119 940,050 0.5 2,160,789

少数株主損失   ― ―  △82,426 △0.0 △82,426

当期純利益   2,767,911 1.8  5,593,454 3.1 2,825,542
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,815,428  3,514,534 699,106

Ⅱ　資本剰余金増加高       

新株式の発行  17,298  5,668,521   

株式交換に伴う資本剰
余金増加高

 681,808  ―   

自己株式処分差益  ― 699,106 2 5,668,523 4,969,417

Ⅲ　資本剰余金期末残高   3,514,534  9,183,058 5,668,523

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   6,646,474  8,470,177 1,823,702

Ⅱ　利益剰余金増加高       

当期純利益  2,767,911  5,593,454   

合併に伴う利益剰余金
増加高

 16,319 2,784,230 ― 5,593,454 2,809,223

Ⅲ　利益剰余金減少高       

配当金  773,597  1,045,047   

役員賞与  186,930  17,660   

連結除外に伴う利益剰
余金減少高

 ― 960,527 45,238 1,107,946 147,418

Ⅳ　利益剰余金期末残高   8,470,177  12,955,684 4,485,507
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純利益  1,547,171 6,451,077

２　減価償却費  1,862,287 2,141,020

３　レンタル用固定資産減価償却費  14,163,498 15,267,007

４　臨時償却費  3,360,819 ―

５　商品評価損  137,638 ―

６　減損損失  ― 268,918

７　連結調整勘定償却額  △1,121,733 △837,587

８　ポイントサービス引当金の増減額（△
は減少）

 77,629 △449,093

９　退職給付引当金の増減額（△は減少）  14,917 △20,946

10　返品調整引当金の増減額（△は減少）  △70,497 △114,051

11　貸倒引当金の増減額（△は減少）  3,672 201,362

12　受取利息及び配当金  △79,129 △129,467

13　支払利息  624,090 620,935

14　持分法投資損益  ― 1,069,014

15　投資有価証券売却損益  △15,270 △5,953

16　投資有価証券評価損  68,182 21,904

17　有形固定資産売却益  △356,141 △128,971

18　有形固定資産売却損  360,095 21,219

19　有形固定資産除却損  297,811 408,070

20　関係会社株式売却損益  ― △569,066

21　持分変動損益  ― △123,990

22　受取保険金  △821,967 ―

23　弔慰金  120,000 ―

24　社葬費用  65,449 ―

25　売上債権の増減額（△は増加）  △818,633 △1,013,328

26　たな卸資産増減額（△は増加）  3,795,869 △1,765,855

27　レンタル用資産取得による支出  △18,467,830 △28,075,824

28　仕入債務の増減額（△は減少）  △2,926,610 15,453,621

29　未払消費税等の増減額（△は減少）  245,937 △413,532

30　社債発行費の償却  87,207 3,200

31　役員賞与  △186,930 △17,660

32　その他  1,380,536 1,302,024

小計  3,348,072 9,564,044
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

33　利息及び配当金の受取額  62,551 111,531

34　利息の支払額  △604,884 △618,491

35　保険金の受取額  821,967 ―

36　弔慰金の支払  △120,000 ―

37　社葬費用の支払額  △65,449 ―

38　法人税等の支払額  △889,228 400,683

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,553,029 9,457,768

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の増減額（△は増加）  11,000 20,000

２　有形固定資産の取得による支出  △1,873,298 △2,242,257

３　有形固定資産の売却による収入  1,164,224 1,204,675

４　無形固定資産の取得による支出  △313,487 △179,251

５　投資有価証券の取得による支出  △2,320,012 △1,614,150

６　投資有価証券の売却による収入  121,537 7,949

７　貸付による支出  △1,923,126 △1,342,483

８　貸付金の回収による収入  1,059,046 1,280,108

９　新規連結子会社取得による収支（△は
支出）

※２ 1,223,097 35,939

10　新規連結子会社売却による収入 ※３ 11,693 768,006

11　営業譲受による支出 ※４ △459,097 △1,925,738

12　その他  374,006 △636,098

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,924,415 △4,623,300
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入れによる収入  2,610,000 1,880,000

２　短期借入金の返済による支出  △3,549,162 △2,320,000

３　長期借入れによる収入  14,830,000 18,390,000

４　長期借入金の返済による支出  △13,036,080 △15,518,414

５　社債発行による収入  5,352,792 396,800

６　社債償還による支出  △3,268,800 △1,473,000

７　自己株式取得による支出  △338 △1,342

８　自己株式処分による収入  ― 4

９　株式発行による収入  34,596 11,287,480

10　ファイナンスリース返済による支出  △77,101 △132,465

11　配当金の支払額  △773,597 △1,044,694

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,122,307 11,464,367

Ⅳ　現金及び現金同等物の換算差額  △694 △2,737

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,750,227 16,296,098

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  5,666,360 7,422,751

Ⅶ　合併による現金及び現金同等物の増加額  6,162 ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,422,751 23,718,849
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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　　15社

株式会社ゲオグローバル

株式会社ゲオ企画

株式会社クロスナイン

株式会社ゲオアール

株式会社ゲオウェブサービス

株式会社ゲオフーズ

株式会社ゲオエブリ

株式会社ゲオイエス

株式会社スパイク

株式会社ゲオステーション

株式会社ゲオエステート

株式会社ゲオリークル

株式会社ゲオシティ

株式会社グレード・コミュニケーション

株式会社アムス

　なお、株式会社ロッキーは平成16年７

月１日付にて株式会社ゲオステーション

に社名変更しております。

　株式会社ゲオリークル、株式会社ゲオ

シティ、株式会社グレード・コミュニ

ケーション及び株式会社アムスについて

は、新たに株式を取得したことから当連

結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。

　また、前連結会計年度まで連結子会社

であった有限会社ドルフィンは当連結会

計年度中に出資持分を売却したため、連

結の範囲から除外しております。

(1）連結子会社の数　　17社

株式会社ゲオグローバル

株式会社ゲオエステート

株式会社クロスナイン

株式会社ゲオアール

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

株式会社グレード・コミュニケーション

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

  なお、株式会社ゲオエステート、株式

会社ゲオアクティブ、株式会社ゲオフロ

ンティア、株式会社クロスナイン及び株

式会社スパイキーは、当連結会計年度に

おいて株式会社ゲオ企画、株式会社ゲオ

エステート、株式会社ゲオフーズ、株式

会社スパイク及び株式会社クロスナイン

からそれぞれ社名変更をいたしました。

  また、株式会社イーネット・フロン

ティア及び株式会社スガイ・エンタテイ

ンメントについては、新たに株式を取得

したことから当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。

 

(2）非連結子会社の数　　４社

　主な非連結子会社は有限会社サンデ

パートであります。

(2）非連結子会社の数　　２社

　主な非連結子会社は有限会社サンデ

パートであります。

（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、当期純利益（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

　株式会社リテールコム及び株式会社ゲ

オ・ビービーであります。

　なお、株式会社リテールコムは当連結

会計年度においてフリッカー株式会社か

ら社名変更した会社であり、株式会社ゲ

オ・ビービーは、当連結会計年度に新規

設立により関連会社となったため持分法

(1）持分法適用の関連会社数　　４社

　株式会社リテールコム、株式会社ゲ

オ・ビービー、株式会社ベストゲオ及び

株式会社ティー・アンド・ジーでありま

す。

　なお株式会社ベストゲオは当連結会計

年度に新規設立により、株式会社

ティー・アンド・ジーは新たに株式を取
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

を適用しております。 得したことにより関連会社となったため

持分法を適用しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２　持分法の適用に関する事項 (2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社の名称

(2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社の名称

　株式会社室蘭そうご電器

　岩見沢都市開発株式会社

　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。

　　　　　　　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、株式会社ゲオグロー

バルの決算日は平成16年12月31日、株式会

社ゲオアール、株式会社ゲオフーズ、株式

会社ゲオエステート及び株式会社ゲオ企画

の決算日は平成17年２月28日であります。

　なお、株式会社ゲオ企画については、当

連結会計年度より決算日を２月28日に変更

しております。

　連結財務諸表の作成に当たって、株式会

社ゲオグローバルについては、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、株式会社ゲオグロー

バルの決算日は平成17年12月31日、株式会

社ゲオアール、株式会社ゲオフロンティア、

株式会社ゲオエステート及び株式会社ゲオ

アクティブの決算日は平成18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

社ゲオグローバル、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。

　

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（評価差額は全部資本直入法

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

②　たな卸資産

同左

販売用不動産…個別法による原価法  
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項 ③　デリバティブ

時価法

③　デリバティブ

同左 

(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

(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

ａレンタル用固定資産

　レンタルビデオテープ及びレンタル

ＤＶＤについては経済的使用価値を勘

案し、ビデオテープ及び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、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。

ｂ上記以外の有形固定資産

同左

②　無形固定資産

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

ａ自社利用のソフトウェア

同左

ｂ市場販売目的のソフトウェア

　見込販売数量に基づく方法によって

おります。

ｂ市場販売目的のソフトウェア

同左

ｃ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。

ｃ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
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項 (3）繰延資産の処理方法

ａ新株発行費

　支払時に全額費用として計上しており

ます。

(3）繰延資産の処理方法

ａ新株発行費

同左

ｂ社債発行費

　支払時に全額費用として計上しており

ます。

ｂ社債発行費

同左

ｃ社債発行差金

　社債償還期間までの年数により毎期均

等額を償却しております。

ｃ社債発行差金

──────

ｄ創立費

　５年間で毎期均等額を償却しておりま

す。

ｄ創立費

──────

(4）重要な引当金の計上基準

ａ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

ａ貸倒引当金

同左

ｂポイントサービス引当金

　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、使用実績率

に基づき、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。

ｂポイントサービス引当金

同左

ｃ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及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（７年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。

ｃ退職給付引当金

同左

ｄ　　　　　──────

 

　

ｄ役員退職慰労引当金

　　 役員の退職慰労金支給に備えるため、

   内規に基づく連結会計年度末要支給額を

   計上しております。

ｅ返品調整引当金

　将来の返品の可能性を勘案して、返品

損失の見込額を計上しております。

ｅ返品調整引当金

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項 (6）重要なヘッジ会計の方法

ａヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、通貨スワップについては、振当

処理の要件を満たす場合は、振り当て処

理を、金利スワップ等については、特例

処理の要件を満たす場合は特例処理を

行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

ａヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理を

行っております。

ｂヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……通貨スワップ、金利ス

ワップ等

ヘッジ対象……借入金、社債

ｂ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

ｃ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、為替変動リスクを

ヘッジしております。

ｃ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。

ｄヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。

　ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。

ｄ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。

(7）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。

(7）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　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

で均等償却しております。ただし、金額が

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　利益処分項目等に取扱に

関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８　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

び随時引出可能な預金からなっております。

　　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
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会計処理の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  　　　　　　　　　──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。

　これにより税金等調整前当期純利益が260,223千円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

ります。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）「保険補填金」（前連結会計年度120,638千円）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。

「持分法投資損失」（前連結会計年度726千円）につい

ては、前連結会計年度までは営業外費用の「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

営業外費用の総額の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）「シンジケートローン手数料」（当連結会計年度

75,515千円）については、前連結会計年度までは営業外

費用に区分掲記しておりましたが、当連結会計年度にお

いて営業外費用の総額の100分の10以下となったため、

営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（外形標準課税）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。この結果、販売費及び一般管理費が14,064千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が同額減

少しております。

 　　　　　　　　　──────

　

（固定資産の残存価額の変更）

　レンタルビデオテープについては、下期以降レンタル市

場における需要がビデオテープからＤＶＤへ急速に移行し

たことに伴い、従来より適用している残存価額が当該資産

の耐用年数終了後の経済的価値と大きく乖離したため、当

連結会計年度から残存価額を５％から備忘価額へ変更しま

した。この結果、従来の方法によった場合に比べて当連結

会計年度の売上原価は286,159千円減少し、売上総利益、

営業利益及び経常利益は286,159千円増加し、臨時償却費

3,360,819千円を特別損失に計上したため税金等調整前当

期純利益は3,074,659千円減少しております。なお、ＤＶ

Ｄについては従来どおり残存価額５％にて償却計算してい

ます。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

定期預金 32,000千円

建物 376,667 〃

土地 1,802,789 〃

投資有価証券 1,340,048 〃

敷金・保証金 48,957 〃

合計 3,600,462千円

定期預金 12,000千円

たな卸資産 246,406 〃 

建物 3,752,447 〃

土地 4,772,025 〃

投資有価証券 1,019,955 〃

敷金・保証金 160,013 〃

長期貸付金 334,829 〃

長期前払費用 46,726 〃

合計 10,344,404千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

買掛金 33,567千円

短期借入金 450,000 〃

１年内返済予定長期借入金 2,973,300 〃

長期借入金 2,713,400 〃

合計 6,170,267千円

買掛金 160,089千円

１年内返済予定長期借入金 3,660,850 〃

長期借入金 9,286,935 〃

その他流動負債 63,404 〃

合計 13,171,279千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券 1,086,672千円

その他（出資金） 2,469千円

投資有価証券（株式） 599,744千円

投資有価証券（社債） 500,000千円

その他（出資金） 2,469千円

※３　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は以下のとおりであります。

※３　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は以下のとおりであります。

普通株式 1.54株 普通株式 4.47株

　なお、当社の発行済株式総数は、普通株式

261,091.47株であります。

　なお、当社の発行済株式総数は、普通株式

291,719.47株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　売上原価に含まれるたな卸資産の陳腐化評価減額

は512,218千円であります。

※１　売上原価に含まれるたな卸資産の陳腐化評価減額

は160,672千円であります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 3,029,141千円

給料手当 15,465,073 〃

賞与 1,228,106 〃

法定福利費 1,001,088 〃

退職給付費用 130,993 〃

ポイントサービス引当金繰入額 781,086 〃

貸倒引当金繰入額 54,530 〃

水道光熱費 2,715,800 〃

地代家賃 8,337,811 〃

リース料 2,001,942 〃

減価償却費 1,440,784 〃

消耗品費 2,308,702 〃

支払手数料 1,221,778 〃

広告宣伝費 3,542,670千円

給料手当 17,811,512 〃

賞与 1,385,862 〃

法定福利費 1,246,668 〃

退職給付費用 155,231 〃

ポイントサービス引当金繰入額 60,684 〃

貸倒引当金繰入額 9,430 〃

役員退職慰労引当金繰入額 3,334 〃

水道光熱費 3,115,567 〃

地代家賃 9,587,165 〃

リース料 2,016,150 〃

減価償却費 1,423,699 〃

消耗品費 2,750,748 〃

支払手数料 1,700,247 〃

※３　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物 329,478千円

車両運搬具 865 〃

土地 25,797 〃

合計 356,141千円

建物 99,030千円

構築物 89 〃 

機械装置 278 〃 

車両運搬具 90 〃

土地 29,483 〃

合計 128,971千円

※４　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 26,347千円

構築物 675 〃

工具・器具及び備品 6,063 〃

車両運搬具 457 〃

土地 326,550 〃

合計 360,095千円

建物 7,705千円

機械装置 6,432 〃

工具・器具及び備品 2,307 〃

車両運搬具  404 〃

土地 4,260 〃

電話加入権 109 〃

合計 21,219千円

※５　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 50,264千円

構築物 16,514 〃

工具・器具及び備品 773 〃

車両運搬具 414 〃

ソフトウェア 2,151 〃

施設利用権 1,034 〃

合計 71,151千円

建物 141,294千円

構築物 3,943 〃

機械装置 55,350 〃

工具・器具及び備品 19,810 〃

車両運搬具 139 〃

ソフトウェア 7,815 〃

合計 228,355千円
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※６　特別損失に計上された「その他」の内訳は、次のと

おりであります。

※６　特別損失に計上された「その他」の内訳は、次のと

おりであります。

関係会社整理損失 5,738千円

解約違約金 2,351 〃

子会社出資売却損 394 〃

合計 8,484千円

解約保証金 23,081千円

関係会社株式評価損 21,904 〃

関係会社株式売却損 1,939 〃

合計 46,924千円

※７　　　　　　　　────── ※７　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類 
減損損失 

 （千円） 

静岡県静岡市

他25件
 店舗

建物及び構築

物等
94,394

愛知県名古屋

市
賃貸不動産 土地 33,231

北海道札幌市

他13件
遊休資産 機械装置 48,347

東京都渋谷区子会社本社 土地及び建物 92,944

 合計 268,918

資産のグルーピングは、主として店舗単位とし、賃

貸物件については個別の物件毎、その他の事業につい

ては各事業毎にグルーピングしております。

営業活動による損益が継続してマイナスとなる店舗

については帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（94,394千円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は、建物及び構築物89,435

千円、土地3,446千円、その他1,513千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測

定しており、将来キャッシュ・フローを２％～７％で

割り引いて算定しております。

また市場価格が著しく下落した賃貸物件については

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（33,231千円）として特別損失に計上いたしま

した。その内訳は土地33,231千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測

定しており、将来キャッシュ・フローを７％で割り引

いて算定しております。

また今後使用が見込まれない遊休資産については帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（48,347千円）として特別損失に計上いたしまし

た。その内訳は機械装置48,347千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、処分見込価額によっております。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

また東京都渋谷区にある子会社本社の土地及び建物

については売却することが決定したため当該資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（92,944千円）として特別損失に計上いたしまし

た。その内訳は、建物及び構築物73,579千円、土地

19,364千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、確定している売却価額によっており

ます。

※８　一般管理費に含まれる研究開発費は698,640千円で

あります。

※８　一般管理費に含まれる研究開発費は319,302千円で

あります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 7,454,751千円

担保に提供している定期預金等 △32,000 〃

現金及び現金同等物 7,422,751千円

現金及び預金勘定 23,530,365千円

担保に提供している定期預金等 △12,000 〃

有価証券勘定 200,483 〃 

現金及び現金同等物 23,718,849千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内容

　株式交換により株式会社ゲオシティを、株式の取得

により株式会社ゲオリークル、株式会社グレードコ

ミュニケーション及び株式会社アムスを連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにこれら

の会社の取得価額と取得のための収支（純額）との関

係は次のとおりであります。

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内容

 株式の取得により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ーテインメントを連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにこれら

の会社の取得のための収支（純額）との関係は次のと

おりであります。

株式会社ゲオリークル（平成16年６月１日） 株式会社イーネットフロンティア（平成17年８月31

日）

流動資産 2,490,203千円

固定資産 1,684,244 〃

流動負債 △3,081,893 〃

固定負債 △601,180 〃

連結調整勘定 △441,374 〃

㈱ゲオリークル株式の取得価額 50,000 〃

㈱ゲオリークル現金及び現金同等

物
934,086 〃

㈱ゲオリークル取得による収入 884,086 〃

流動資産 422,411千円

固定資産 67,808 〃

流動負債 △413,017 〃

固定負債 △14,644 〃

連結調整勘定 31,026 〃

支配獲得前当社持分等 △8,000 〃

㈱イーネットフロンティア株式の

取得価額
85,585 〃

㈱イーネットフロンティア現金及

び現金同等物
71,425 〃

㈱イーネットフロンティア取得に

よる支出
△14,160 〃
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

株式会社ゲオシティ（平成16年11月１日） 株式会社スガイエンターテインメント（平成17年９

月22日）

流動資産 1,606,815千円

固定資産 1,349,753 〃

流動負債 △2,698,126 〃

固定負債 △252,560 〃

連結調整勘定 789,298 〃

㈱ゲオシティ株式の取得価額 795,180 〃

株式交換により割当てた自己株式 △795,180 〃

㈱ゲオシティ現金及び現金同等物 325,561 〃

㈱ゲオシティ取得による収入 325,561 〃

流動資産 1,908,558千円

固定資産 10,468,101 〃

流動負債 △2,049,065 〃

固定負債 △6,437,160 〃

少数株主持分 △1,087,983 〃

連結調整勘定 △1,071,677 〃

支配獲得前当社持分等 △357,975 〃

㈱スガイエンターテインメント株

式の取得価額
1,372,797 〃

㈱スガイエンターテインメント現

金及び現金同等物
1,388,611 〃

㈱スガイエンターテインメント取

得による収入
15,813 〃

株式会社グレードコミュニケーション（平成16年11

月１日）

流動資産 188,148千円

固定資産 82,059 〃

流動負債 △458,061 〃

固定負債 △51,546 〃

連結調整勘定 346,399 〃

㈱グレードコミュニケーション株

式の取得価額
107,000 〃

㈱グレードコミュニケーション現

金及び現金同等物
39,089 〃

㈱グレードコミュニケーション取

得による支出
△67,910 〃

株式会社アムス（平成16年11月１日）

流動資産 261,785千円

固定資産 8,295 〃

流動負債 △111,589 〃

固定負債 △164,100 〃

連結調整勘定 15,608 〃

㈱アムス株式の取得価額 10,000 〃

㈱アムス現金及び現金同等物 91,359 〃

㈱アムス取得による収入 81,359 〃
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ※３　　　　　　　　──────  ※３　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内容

 　   株式の売却により株式会社スパイクが連結子会社

でなくなった連結除外時の資産及び負債の内訳並び

に連結範囲の変更を伴う株式売却による収入との関

係は次のとおりであります。

 株式会社スパイク（平成17年11月16日）

流動資産 1,029,371千円

固定資産 201,716 〃

流動負債 △927,128 〃

固定負債 △26,067 〃

連結調整勘定 230,680 〃

合計 508,572 〃

子会社株式売却益 571,005 〃

連結除外に伴う利益剰余金減少高 △45,238 〃

連結除外時持分 △10,339 〃

株式の売却価額 1,024,000 〃

連結除外時点での現金及び現金同

等物
△272,726 〃

子会社株式売却による収入 751,273 〃

※４　営業譲受けにより増加した資産の主な内容 ※４　営業譲受けにより増加した資産の主な内容

ラオックス株式会社他１社（平成16年４月28日） 株式会社アール他５社（平成18年３月１日）

流動資産 236,184千円

固定資産 222,913 〃

資産合計 459,097千円

流動資産 1,446,298千円

固定資産 479,440 〃

資産合計 1,925,738千円

※５　重要な非資金取引の内容 ※５　重要な非資金取引の内容

株式交換による資本準備金増加額 681,808千円 該当事項はありません。

　当連結会計年度に新たに計上したファイナンスリー

ス取引に係る資産及び負債の額は398,902千円であり

ます。
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

レンタル用資産 6,770,321 2,400,141 4,370,180

工具・器具及び
備品

7,221,625 3,147,471 4,074,153

ソフトウェア 475,054 246,277 228,776

合計額 14,467,000 5,793,890 8,673,110

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 689,150 190,159 498,991

工具・器具及び
備品 

9,501,483 4,122,517 5,378,966

ソフトウェア 429,232 219,326 209,906

合計額 10,619,866 4,532,002 6,087,863

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,696,844千円

１年超 4,958,546 〃

合計 8,655,391千円

１年内 2,080,401千円

１年超 4,138,225 〃

合計 6,218,627千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 3,596,719千円

減価償却費相当額 3,213,626 〃

支払利息相当額 260,075 〃

支払リース料 4,146,219千円

減価償却費相当額 3,910,377 〃

支払利息相当額 242,862 〃

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とした定額法によっておりま

す。なお、残存価額については、リース契約上に残価

保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ

以外のものは零としております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

 

 

（減損損失について） 

　リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。
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②　有価証券

（前連結会計年度）（平成17年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

①　株式 1,520,569 5,421,625 3,901,055

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 1,520,569 5,421,625 3,901,055

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

①　株式 103,382 89,421 △13,961

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 103,382 89,421 △13,961

合計 1,623,951 5,511,046 3,887,094

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）

121,537 21,313 △6,043

３　時価評価されていない有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,001,282

②　非上場社債券 220,000

合計 1,221,282

(2）子会社株式及び関連会社株式  

①　子会社株式 21,904

②　関連会社株式 1,064,768

合計 1,086,672

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、68,182千円（満期

保有目的の非上場債券20,000千円、その他有価証券で時価のない株式48,182千円）減損処理を行っております。

なお、その他有価証券のうち時価のある株式については、個別銘柄毎に連結会計年度末日の市場価格と取得価

額との比較をし、下落率が50％以上の銘柄については全て減損処理を行ない、２年連続して下落率が30％以上

50％未満の範囲で推移した銘柄については、時価下落の内的、外的要因を分析し、今後時価が回復すると認め

られる場合を除いて、減損処理を行なっております。
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４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

１．債券     

(1）社債 ― 220,000 ― ―

(2）その他 ― ― ― ―

２．その他 ― ― ― ―

合計 ― 220,000 ― ―

（当連結会計年度）（平成18年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

①　株式 1,950,497 8,498,934 6,548,436

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 1,950,497 8,498,934 6,548,436

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

①　株式 39,915 39,102 △812

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 39,915 39,102 △812

合計 1,990,413 8,538,036 6,547,623

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）

7,949 5,953 ―
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３　時価評価されていない有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,271,556

②　非上場社債券 520,000

③　公社債投信等 200,483

合計 1,992,040

(2）子会社株式及び関連会社株式  

①　子会社株式 0

②　関連会社株式 599,744

合計 599,744

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、21,904千円（子会

社株式で時価のない株式21,904千円）減損処理を行っております。なお、その他有価証券のうち時価のある株

式については、個別銘柄毎に連結会計年度末日の市場価格と取得価額との比較をし、下落率が50％以上の銘柄

については全て減損処理を行ない、２年連続して下落率が30％以上50％未満の範囲で推移した銘柄については、

時価下落の内的、外的要因を分析し、今後時価が回復すると認められる場合を除いて、減損処理を行なってお

ります。

４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

１．債券     

(1）社債 ― 520,000 ― ―

(2）その他 ― ― ― ―

２．その他 ― ― ― ―

合計 ― 520,000 ― ―
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は通貨関連では通貨ス

ワップ、金利関連では金利オプション等であります。

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は金利関連での金利オ

プション等であります。

(2）利用目的等

　この金利オプションは金利リスクを平準化するために

のみ利用しております。なお、デリバティブ取引を利用

してヘッジ会計を行っております。

(2）利用目的等

同左

(3）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引については、将来の為替、金利の変

動によるリスクを回避することを目的としており、投機

目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引

は行わない方針であります。

(3）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引については、将来の金利の変動によ

るリスクを回避することを目的としており、投機目的の

取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わ

ない方針であります。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利デリバティブ取引については、借入金の金利変動

リスクを効果的に相殺するものであり、これらの取引に

関するリスクは重要なものではありません。

　また、当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも

信用度の高い銀行に限定しているため、相手先の契約不

履行等の信用リスクはないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　当社では、社内規程に基づく決裁のもと財務部が取引

の執行及び管理の主管部署となり、リスク管理を行って

おります。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）契約額・時価等についての補足説明事項

　「取引の時価等に関する事項」における契約額は、こ

の金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示

すものではありません。

(6）契約額・時価等についての補足説明事項

同左

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

金利関連

(1）前連結会計年度

　当社はデリバティブ取引を利用しておりますが、金利スワップの特例処理を適用しているため、記載を

省略しております。

(2）当連結会計年度

　当社はデリバティブ取引を利用しておりますが、金利スワップの特例処理を適用しているため、記載を

省略しております。
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④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は平成９年１月１日より、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、又、連結子会社の

一部は退職一時金制度を設けております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △570,180千円

②　年金資産 359,303 〃

③　退職給付引当金 △101,943 〃

④　その他の退職給付債務に関する事

項

 

未認識数理計算上の差異 108,932 〃

①　退職給付債務 △818,336千円

②　年金資産 560,798 〃

③　退職給付引当金 △220,277 〃

④　その他の退職給付債務に関する事

項

 

未認識数理計算上の差異 37,259 〃

　（注）　一部の子会社は、退職給付債務の算定に当たり、

簡便法を採用しております。

　（注）　一部の子会社は、退職給付債務の算定に当たり、

簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

①　退職給付費用 138,938千円

②　勤務費用 125,197 〃

③　利息費用 9,617 〃

④　その他の退職給付費用に関する事

項

 

数理計算上の差異処理額 10,588 〃

期待運用収益 △6,464 〃

①　退職給付費用 155,231千円

②　勤務費用 132,333 〃

③　利息費用 10,929 〃

④　その他の退職給付費用に関する事

項

 

数理計算上の差異処理額 19,155 〃

期待運用収益 △7,186 〃

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　割引率 2.0％

②　期待運用収益率 2.0％

③　退職給付見込額の配分方法 期間定額基準

④　数理計算上の差異の処理年数 ７年

①　割引率 2.0％

②　期待運用収益率 2.0％

③　退職給付見込額の配分方法 期間定額基準 

④　数理計算上の差異の処理年数 7年

　各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 9,149,541千円

貸倒引当金繰入限度超過額 623,217 〃

賞与引当金繰入限度超過額 207,071 〃

退職給付引当金 41,707 〃

減価償却費損金算入限度超過額 53,481 〃

返品調整引当金 47,608 〃

ソフトウェア 195,171 〃

未払事業税等 56,555 〃

ポイントサービス引当金 415,862 〃

ゴルフ会員権 24,534 〃

その他 55,921 〃

繰延税金資産小計 10,870,672千円

評価性引当額 △5,921,888 〃

繰延税金資産合計 4,948,783千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,576,246千円

その他 △29,375 〃

繰延税金負債合計 △1,605,622千円

繰延税金資産の純額 3,343,161千円

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 7,353,187千円

貸倒引当金繰入限度超過額 562,591 〃

賞与引当金 273,745 〃

退職給付引当金 89,260 〃

減価償却費損金算入限度超過額 40,114 〃

役員退職慰労引当金 42,113 〃

減損損失 594,361 〃

ソフトウェア 16,163 〃

未払事業税等 91,498 〃

ポイントサービス引当金 228,448 〃

ゴルフ会員権 15,389 〃

決算期の異なる子会社の税額調

整
34,834 〃

子会社の資産の時価評価による

評価差額
569,377 〃

その他 34,623 〃

繰延税金資産小計 9,945,710千円

評価性引当額 △4,995,708 〃

繰延税金資産合計 4,950,001千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,719,453千円

固定資産圧縮積立金 △123,224 〃

繰延税金負債合計 △2,842,677千円

繰延税金資産の純額 2,107,324千円

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

平成17年３月31日

流動資産―繰延税金資産 2,162,143千円

固定資産―繰延税金資産 2,764,345 〃

流動負債―繰延税金負債 ―

固定負債―繰延税金負債 △1,583,327 〃

平成18年３月31日

流動資産―繰延税金資産 2,114,360千円

固定資産―繰延税金資産 2,691,705 〃

流動負債―繰延税金負債 ―

固定負債―繰延税金負債 △2,698,741 〃
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割額 5.1

受取配当金相殺額 117.7

連結調整勘定償却額 △29.4

受取配当金など永久に益金に算入され

ない項目
△117.0

評価性引当額の増減 △92.7

連結子会社との税率差異 △1.6

その他 △1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △78.9

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割額 1.6

受取配当金相殺額 8.5

連結調整勘定償却額 △5.3

受取配当金など永久に益金に算入され

ない項目
△8.3

評価性引当額の増減 △28.2

連結子会社との税率差異 △0.1

持分変動損益 △0.8

持分法投資損益 6.7

子会社株式売却損益 2.6

その他 △2.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 14.6
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
店舗販売
（千円）

卸売販売
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

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 138,278,845 5,996,650 6,829,245 151,104,742 ― 151,104,742

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
128,485 132,866 148,062 409,414 (409,414) ―

計 138,407,331 6,129,517 6,977,308 151,514,156 (409,414) 151,104,742

営業費用 133,729,520 5,785,736 6,731,006 146,246,264 566,881 146,813,145

営業利益 4,677,810 343,780 246,301 5,267,892 (976,295) 4,291,596

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 32,366,075 2,559,657 7,356,236 42,281,969 31,284,880 73,566,850

減価償却費 15,539,677 30,358 405,778 15,975,814 49,971 16,025,786

資本的支出 20,474,240 54,617 1,231,122 21,759,980 8,696 21,768,677

　（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。

２　各事業の主な製品

(1）店舗販売………店舗におけるパッケージソフト商品のレンタル及び販売

(2）卸売販売………パッケージソフトの問屋、小売店、フランチャイジー等に対して行う卸売販売及びロイヤ

リティー収入

(3）その他事業……物品売買以外の取引を行う事業（不動産賃貸等）及びサービス事業（業務請負、企画等）

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964,795千円であり、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37,163,478千円であり、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　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の（追加情報）に記載のとおり、レンタルビデオテープに

ついては、下期以降レンタル市場における需要がビデオテープからＤＶＤへ急速に移行したことに伴い、従

来より適用している残存価額が当該資産の耐用年数終了後の経済的価値と大きく乖離したため、前連結会計

年度から残存価額を５％から備忘価額へ変更しました。この結果、従来の方法によった場合に比べて、「店

舗販売」について営業利益は286,159千円増加し、資産は3,074,659千円減少しております。なお、ＤＶＤに

ついては従来どおり残存価額５％にて償却計算しています。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
メディア事業

（千円）

不動産事業

（千円）

 アミューズメ

ント事業

 （千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

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
163,011,595 5,197,993 3,551,209 9,433,794 181,194,592 ― 181,194,592

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

278,082 4,274 12,811 498,405 793,573 (793,573) ―

計 163,289,678 5,202,267 3,564,020 9,932,199 181,988,165 (793,573) 181,194,592

営業費用 156,336,353 4,586,461 3,281,336 9,824,806 174,028,958 287,932 174,316,890

営業利益 6,953,324 615,805 282,683 107,393 7,959,207 (1,081,505) 6,877,701

Ⅱ　資産、減価償却費及

び資本的支出
       

資産 74,400,733 4,493,568 11,656,111 7,167,519 97,717,933 20,540,443 118,258,376

減価償却費 16,691,517 8,064 479,062 204,588 17,383,233 24,794 17,408,027

減損損失 74,336 33,231 51,793 109,556 268,918 ― 268,918

資本的支出 30,771,543 56,027 433,135 316,393 31,577,099 6,577 31,583,676

　（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、当連結会計年度より新規事業としまして、

アミューズメント事業に参入しております。

        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・ボーリング場・ゲーム施設・カラオケ等の娯楽遊戯施設の運営

(4）その他事業…………………リサイクルショップの運営、卸売業、コンテンツ開発、ネットカフェの運営等

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1,093,670千円であり、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26,081,548千円であり、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　事業区分の変更

  従来、事業区分は販売形態の類似性の観点から「店舗販売」、「卸売販売」及び「その他の事業」として

おりましたが、当連結会計年度より「メディア事業」、「不動産事業」及び「その他の事業」の区分に変更

いたしました。

  この変更は、市場の成長と拡大、サービス内容の複雑化と複合化に伴い、従来のセグメント区分では実態

に合わなくなってきたことから、今後の事業展開、経営資源の配分等の観点から見直し、事業の実態をより

的確に反映させるために行ったものであります。

  なお、前連結会計年度について、当連結会計年度と同様の事業区分によった場合の事業の種類別セグメン

ト情報は、次のとおりであります。  
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前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 メディア事業

（千円）

不動産事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

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 137,555,984 4,219,506 9,329,251 151,104,742 ― 151,104,742

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
340,824 1,644 337,200 679,669 (679,669) ―

計 137,896,809 4,221,150 9,666,452 151,784,411 (679,669) 151,104,742

営業費用 132,867,940 3,672,086 9,695,718 146,235,745 577,400 146,813,145

営業利益 5,028,868 549,063 △29,266 5,548,665 (1,257,069) 4,291,596

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本

的支出
      

資産 52,733,559 4,892,786 8,434,757 66,061,103 7,505,746 73,566,850

減価償却費 15,503,317 55,495 449,924 16,008,737 17,048 16,025,786

資本的支出 20,370,409 63,101 1,328,810 21,762,320 6,356 21,768,677

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17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重要な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17年４月１日　至　平成18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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17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17年４月１日　至　平成18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。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

１　子会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権など
の所有（被
所有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

子会社

イエスエス

テート㈱

（注）１

北海道

札幌市

51,000
不動産賃貸

業
100.0 兼任３名 ―

不動産賃貸取

引
― 貸付金 32,992

㈲サンデ

パート
3,000

不動産賃貸

業
82.3 兼任２名

当社店舗

のビル管

理

業務委託

（ビル管理）
18,408

未収入

金
18,082

積立金 68,326

敷金保

証金
92,365

イエスリア

ルエステー

ト㈱

（注）２

17,680
不動産賃貸

業
100.0 ― ―

不動産賃貸取

引
―

破産更

生債権
411,545

関連会

社

（当該

関連会

社の子

会社を

含む）

㈱リテール

コム

（注）３

東京都

世田谷

区

200,000

その他

（インター

ネット関

連）

50.0 兼任３名 ―

モバイルコン

テンツ・イン

ターネット

サービス企画

運営

37,880

売掛金 37,475

立替金 504

未収金 1,107

商品売上 180,439 未払金 2,544

㈱ゲオ・

ビービー

東京都

千代田

区

1,000,000

その他

（ビデオ・

オン・デマ

ンド事業）

50.0 兼任３名 ―

ビデオ・オ

ン・デマンド

サービス企画

運営

―

立替金 128

未収金 417

㈱室蘭そう

ご電器

北海道

室蘭市
42,000 ― 40.5 ― ― ― ―

破産更

生債権
49,962

　（注）　　取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価額等を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。

　（注）１　イエスエステート（株）は平成16年11月１日付で（株）ゲオイエスに吸収合併され解散いたしました。

　（注）２　全株式売却により子会社の対象外となりました。

　（注）３　（株）リテールコムは、平成16年４月１日付にてフリッカー（株）から社名変更した会社であります。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１　子会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権など
の所有（被
所有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

関連会

社

（当該

関連会

社の子

会社を

含む）

㈱リテール

コム

東京都

世田谷

区

200,000

その他

（インター

ネット関

連）

50.0 兼任３名

商品販売・

折込チラシ

作成業務委

託

商品販売 314,966 売掛金 54,363

折込チラシ業

務委託料
842,762 未払金 85,636

㈱ゲオ・

ビービー

東京都

千代田

区

1,125,000

その他

（ビデオ・

オン・デマ

ンド事業）

46.3 兼任３名 商品売買

商品売上 14,638 売掛金 446

商品仕入 1,693 買掛金 277

 金銭の貸付 －
関係会

社社債
500,000

 経費立替 － 未収金 1,552

 経費立替 － 未払金 20

㈱ベストゲ

オ

福岡県

福岡市
1,000,000 メディア事業 40.0 兼任３名

当社ＦＣ店

舗の運営
商品販売 447,500 売掛金 469,875

㈱ティー・

アンド・

ジー

東京都

千代田

区

100,000 メディア事業 44.4 兼任３名
当社ＦＣ店

舗の運営
商品販売 75,659 売掛金 22,231

　（注）　　取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価額等を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 65,637円99銭 118,509円93銭

１株当たり当期純利益 10,623円25銭 21,063円78銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
10,566円11銭 21,000円11銭

 

　当社は平成16年５月20日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前連結会計年度における

１株当たり情報については、以下のとおり

であります。

 

 

 

１株当たり純資産額 55,556円75銭

１株当たり当期純利益 8,409円64銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
8,218円35銭

  

  

 

 
 

　（注）　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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 2,767,911 5,593,454

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,750,251 5,557,034

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（千円）   

利益処分による役員賞与金 17,660 36,420

普通株主に帰属しない金額（千円） 17,660 36,420

普通株式の期中平均株式数（株） 258,889.59 263,819.40

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（千円）
― ―

当期純利益調整額（千円） ― ―

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）
  

新株引受権 342.15 ―

新株予約権 1,058.08 799.79

普通株式増加数（株） 1,400.23 799.79

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

　商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権

（平成16年６月25日定時株主総

会特別決議による）

新株予約権1,945個

                        ―
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　ストックオプションの付与について

　商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、以

下の要領により、当社の取締役及び従業員並びに当社連

結子会社の取締役及び従業員に対しストックオプション

として新株予約権を発行することを決議しました。

１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

　当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを

目的とし、３．の要領に記載のとおり、当社の取締役

及び従業員並びに当社連結子会社の取締役及び従業員

に対し新株予約権を無償で発行するものであります。

２．新株予約権割当の対象者

　当社の取締役及び従業員並びに当社連結子会社の取

締役及び従業員に割り当てるものとする。

３．新株予約権発行の要領

(1）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　普通株式400株を上限とする。なお、当社が株式

分割または株式併合を行う場合、次の算式により目

的となる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使

されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につ

いては、これを切り捨てるものとする。
 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
 

　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を

行い本件新株予約権が継承される場合、または当社

が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必

要と認める株式数の調整を行う。

(2）新株予約権の総数

　400個を上限とする。

　（新株予約権１個につき普通株式１株。ただし、

前項(1）に定める株式の数の調整を行った場合は、

同様の調整を行う。）

(3）新株予約権の発行価額

　無償で発行するものとする。

(4）各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額

　新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決

定される１株当たりの払込金額に(2）に定める新株

予約権１個の株式数を乗じた金額とする。

　１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する

日の属する月の前月の各日（取引が成立していない

日を除く。）における東京証券取引所における当社

株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額

（１万円未満の端数は切上げ）とする。

 １　株式分割について

平成18年２月６日開催の当社取締役会の決議に基

づき、次のように株式分割による新株式を発行して

おります。

 (1) 平成18年４月１日をもって普通株式１株につき　

 ２株に分割しました。

①分割により増加する株式数

普通株式       291,719.47株

②分割方法

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主並びに端株原簿

に記載または記録された端株主の所有株式数を、

１株につき２株の割合をもって分割する。ただし、

分割の結果生ずる１株未満の端数のうち、１株

の100分の１の整数倍に相当するものを端株とし

て端株原簿に記載または記録する。

(2) 配当起算日

平成18年４月１日

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報及び当期

首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度にお

ける１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとな

ります。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 32,818円99銭 59,254円96銭

 １株当たり当期純利益  １株当たり当期純利益

 5,311円62銭  10,531円89銭

潜在株式調整後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

 5,283円05銭  10,500円05銭
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日の終

値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下

回る場合は、当該終値とする。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または

株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの

払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で、新株を発行または自

己株式の処分を行う場合［新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。］は、次の算式により

１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切上げる。

    既発行株

式数
＋

新規発行株式数×
１株当たり払

込金額

調整後払

込金額
＝

調整前払

込金額
×

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の

発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新

規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるもの

とする。

　さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い本件新株予約権が承継される場合または当社

が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必

要と認める払込金額の調整を行う。

(5）新株予約権を行使することができる期間

　平成19年７月１日から平成23年６月30日までとす

る。

(6）新株予約権の行使の条件

①　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②　その他の条件については、本総会決議及び取締

役会決議に基づき、当社と対象となる当社取締役

及び従業員並びに当社連結子会社の取締役及び従

業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」

に定めるところによる。

(7）新株予約権の消却

　当社は、新株予約権の割当を受けた者が(6）に定

める規定により、権利を行使する条件に該当しなく

なった場合及び新株予約権を喪失した場合にその新

株予約権を消却することができる。この場合、当該

新株予約権は無償で消却する。

(8）新株予約権の譲渡制限

　新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を要

するものとする。

 

２　株式会社スリーワイの株式取得

当社は、平成18年４月21日開催の取締役会におき

まして、民事再生手続き中であります株式会社ス

リーワイの再生計画案につき、平成18年４月1 日、

裁判所において認可確定の決定がなされたことを受

け、同社の有する経営資源の有効活用と当社の店舗

群とのシナジー効果を目的として、同社を平成18年

４月27日に連結子会社化することを決議いたしまし

た。　

（1）株式取得の概要

① 取得日　平成18年４月27日

② 取得株式数　200株（取得価額10,000千円）

③ 取得後の所有株式数　200株（所有割合100％）

（2）株式会社スリーワイの概要

① 商号　  株式会社スリーワイ

② 代表者　取締役社長　新美浩

③ 所在地  愛知県名古屋市熱田区千年1-8-15

④ 事業の内容生鮮食品スーパー、ディスカウン

トストアの運営並びに食品等の卸売販売

⑤ 決算期　２月末日

⑥ 従業員数　200名

３　株式会社フォー・ユーの株式取得

当社は、平成18年３月20日開催の取締役会におき

まして、当社グループのリサイクル事業の拡大を目

的として株式会社フォー・ユーの第三者割当増資を

引受ることによる株式取得を決議いたしました。な

お、今回の株式取得により同社は当社の持分法適用

関連会社になりました。

（1）株式取得の概要

① 第三者割当増資払込期日　平成18年４月28日

② 引受株式数　39,000株（増資後の所有割合　

　　 34.3％）

③ 引受総額　1,704,300千円

 (2）株式会社フォー・ユーの概要

① 商号　  株式会社フォー・ユー

② 代表者　代表取締役社長　新谷幸由

③ 所在地  香川県高松市今里町二丁目16番地1

④ 事業の内容 リサイクル事業並びに複合カフェ

⑤ 決算期　６月末日

⑥ 従業員数　20名
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２　関連会社の設立について

当社は平成17年５月19日開催の取締役会において、

株式会社ベスト電器のレンタル部門と当社のリサイ

クル部門を速やかに融合させ、最大限に相乗効果を

計る目的で、株式会社ベスト電器と共同出資による

関連会社を設立することを決議いたしました。

関連会社の概要

(1）商号　株式会社ベストゲオ

(2）代表者　代表取締役社長　高倉　章

(3）所在地　福岡県福岡市早良町４－８－20

(4）設立年月日　平成17年７月１日

(5）事業内容　ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・ゲーム・書籍

等のレンタル、リサイクル、販売業

(6）決算期　２月末日

(7）主な事業所　26店舗（九州内23店舗、福岡県内13

店舗）

(8）資本の額　1,000,000千円

(9）株主構成　株式会社ベスト電器　60％

株式会社ゲオ　　　　40％

４　株式会社ゲオアールの株式売却 

当社は、平成18年３月20日開催の取締役会におき

まして、当社グループのリサイクル事業の再統合を

目的として株式会社ゲオアールの株式の一部を株式

会社フォー・ユーに売却することを決議いたしまし

た。この結果、同社は当社の連結子会社から持分法

適用関連会社になりました。これにより子会社株式

売却益が118,724千円発生する見込です。

（1）株式売却の概要

① 売却する相手会社の名称　株式会社フォー・

ユー

② 売却の時期　平成18年４月30日

③ 売却する株式数　1,140株（発行済株式総数の

60％）

④ 売却金額　57,000千円

⑤ 売却後の株主構成　

　　　　株式会社フォー・ユー　1,140株（60％）

　　　　株式会社ゲオ　　　　　　860株（40％）

（2）株式会社ゲオアールの概要

 　① 商号　  株式会社ゲオアール

 　② 代表者　代表取締役社長　後藤耕二

 　③ 所在地  愛知県小牧市掛割町32番地

 　④ 事業の内容　リサイクル事業

 　⑤ 決算期　２月末日

 　⑥ 従業員数　201名

 　⑦ 資本金額　95,000千円（発行済株式総数

１,900株）

５　株式会社ベストゲオの株式取得

当社は、平成18年４月21日開催の取締役会におき

まして、当社グループのレンタル・リサイクル事業

のノウハウを最大限発揮する目的で当社の持分法適

用会社である株式会社ベストゲオの株式の追加取得

を決議いたしました。その結果、同社は当社の持分

法適用関連会社から連結子会社になります。

（1）株式取得の概要

① 平成18年７月１日

② 取得株式数　4,000株（取得金額200,000千円）

③ 取得後の株主構成　　　　　　　

株式会社ベスト電器　8,000株（40％）

株式会社ゲオ　     12,000株（60％）

 （2）株式会社ベストゲオの概要

① 商号　  株式会社ベストゲオ

② 代表者　代表取締役社長　高倉章

③ 所在地  福岡市早良区西新4-8-20

④ 事業の内容　ＤＶＤ・ＣＤ・ゲームソフト・

      書籍等のレンタル、リサイクル、販売業

⑤ 決算期　２月末日

⑥ 従業員数　100名

－ 54 －




