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上場会社名 株式会社ゲオ 上場取引所 東 名
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代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　沢田　喜代則

問合せ先責任者　役職名 常務取締役 氏名　笹野　和雄 ＴＥＬ　　（０５６８）３３－４３８８

決算取締役会開催日 平成18年５月18日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月30日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日

単元株制度採用の有無 無

１　18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）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 115,371 15.3 3,776 △36.3 3,569 △35.2

17年３月期 100,042 31.5 5,928 9,797.7 5,508 947.8

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 2,504 △3.4 9,356.30 9,328.02 13.2 4.4 3.1

17年３月期 2,592 140.2 9,945.19 9,891.69 23.6 8.6 5.5

（注）①期中平均株式数 18年３月期           263,819.40株 17年３月期 258,889.59株

②会計処理の変更 有

③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、対前年増減率

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 4,200.00 2,000.00 2,200.00 1,164 46.5 4.4

17年３月期 3,500.00 1,500.00 2,000.00 909 35.1 7.7

(3）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 93,704 26,225 28.0 89,776.56

17年３月期 67,011 11,836 17.7 45,268.00

（注）①期末発行済株式数 18年３月期           291,719.47株 17年３月期 261,091.47株

②期末自己株式 18年３月期 4.47株 17年３月期 1.54株

２．19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 39,000 50 250 1,100.00 － －

通　期 41,000 100 300 － 1,100.00 2,200.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  514円20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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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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  4,356,351   15,348,034  10,991,682

２　売掛金 ※２  8,581,294   12,002,145  3,420,851

３　延払売上債権   864,859   437,302  △427,557

４　商品   10,114,039   13,699,710  3,585,671

５　貯蔵品   108,588   163,837  55,248

６　前渡金   3,568   16,211  12,643

７　前払費用   185,921   206,755  20,833

８　未収収益   26,421   41,170  14,749

９　短期貸付金 ※２  2,120,958   2,629,039  508,080

10　未収入金 ※２  821,916   ―  △821,916

11　立替金 ※２  1,136,332   1,521,602  385,269

12　未収法人税等   879,565   80,678  △798,886

13　繰延税金資産   654,888   ―  △654,888

14　その他   136,774   679,376  542,602

15　貸倒引当金   △38,829   △29,591  9,238

流動資産合計   29,952,652 44.7  46,796,273 49.9 16,843,620
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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）

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）レンタル用資産  40,842,484   38,797,121    

減価償却累計額  33,733,055 7,109,429  33,337,812 5,459,308  △1,650,120

(2）建物 ※１ 984,358   1,021,180    

減価償却累計額  360,196 624,162  382,398 638,781  14,618

(3）構築物  43,406   48,908    

減価償却累計額  22,512 20,893  23,453 25,454  4,560

(4）機械及び装置  125,510   187,173    

減価償却累計額  50,759 74,750  68,090 119,082  44,331

(5）車両運搬具  11,834   11,336    

減価償却累計額  9,633 2,200  10,046 1,289  △911

(6）工具・器具及び備品  520,016   433,271    

減価償却累計額  447,548 72,468  374,256 59,015  △13,453

(7）土地 ※１  2,220,030   2,281,245  61,214

有形固定資産合計   10,123,936 15.1  8,584,176 9.2 △1,539,759

２　無形固定資産         

(1）商標権   1,149   1,514  364

(2）電話加入権   40,311   40,311  ―

(3）ソフトウェア   86,974   72,352  △14,622

無形固定資産合計   128,436 0.2  114,179 0.1 △14,257
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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  6,711,737   9,452,084  2,740,346

(2）関係会社株式 ※１  2,226,024   5,049,892  2,823,868

(3）関係会社社債   ―   500,000  500,000

(4）出資金   50   50  ―

(5）長期貸付金   1,485,541   1,767,024  281,483

(6）関係会社長期貸付金   10,415,850   14,349,211  3,933,361

(7）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権

  241,567   454,582  213,014

(8）長期前払費用   468,367   432,099  △36,268

 (9）敷金・保証金 ※１  5,441,801   6,610,748  1,168,946

(10）保険積立金   2,844   3,157  313

(11）長期未収入金 ※２  57,293   52,506  △4,786

(12）その他   19,462   19,462  ―

(13）貸倒引当金   △264,294   △481,273  △216,979

投資その他の資産合計   26,806,245 40.0  38,209,546 40.8 11,403,300

固定資産合計   37,058,618 55.3  46,907,902 50.1 9,849,283

資産合計   67,011,271 100.0  93,704,175 100.0 26,692,903
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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
  ２

 4,858,352   9,742,439  4,884,086

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   12,519,966  △298,800

４　１年内償還予定社債   1,373,000   2,413,000  1,040,000

５　未払金 ※２  4,796,318   7,882,970  3,086,652

６　未払消費税等   126,224   55,418  △70,805

７　未払費用   270,265   314,719  44,454

８　預り金   569,478   718,495  149,016

９　前受収益   13,500   5,272  △8,228

10　設備未払金   233,468   92,746  △140,722

11　ポイントサービス引当
金

  10,785   6,583  △4,202

12　その他   20,852   407,695  386,843

流動負債合計   26,941,012 40.2  35,459,307 37.8 8,518,294

Ⅱ　固定負債         

１　社債   7,488,000   5,435,000  △2,053,000

２　長期借入金 ※１  14,722,633   18,483,666  3,761,033

３　長期設備未払金   250,704   115,528  △135,176

４　長期預り保証金 ※２  4,178,998   5,247,074  1,068,075

５　退職給付引当金   65,099   62,468  △2,631

６　繰延税金負債   1,528,141   2,675,539  1,147,398

固定負債合計   28,233,577 42.1  32,019,277 34.2 3,785,700

負債合計   55,174,590 82.3  67,478,584 72.0 12,303,994
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  2,854,062 4.3  8,522,584 9.1 5,668,521

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  2,710,066   6,382,038    

２　その他資本剰余金         

資本準備金減少差益  ―   1,996,550    

自己株式処分差益  ―   2    

資本剰余金合計   2,710,066 4.0  8,378,590 8.9 5,668,523

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  53,068   53,068    

２　任意積立金         

別途積立金  100,000   100,000    

３　当期未処分利益  3,809,699   5,251,787    

利益剰余金合計   3,962,767 5.9  5,404,855 5.8 1,442,087

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  2,310,135 3.5  3,921,251 4.2 1,611,115

Ⅴ　自己株式 ※４  △351 △0.0  △1,691 △0.0 △1,339

資本合計   11,836,681 17.7  26,225,590 28.0 14,388,909

負債・資本合計   67,011,271 100.0  93,704,175 100.0 26,692,903
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 ※３        

１　商品売上高  66,055,532   78,953,460    

２　レンタル収入  23,818,067   28,027,135    

３　その他売上高  10,168,527 100,042,127 100.0 8,391,359 115,371,955 100.0 15,329,828

Ⅱ　売上原価         

１　商品売上原価         

(1）期首商品たな卸高  11,591,655   10,114,039    

(2）当期商品仕入高  63,283,243   78,052,426    

(3）他勘定より受入高 ※１ 2,550,451   1,539,821    

合計  77,425,350   89,706,287    

(4）他勘定へ振替高 ※２ 4,165,886   1,308,026    

(5）期末商品たな卸高  10,114,039   13,699,710    

  63,145,424   74,698,550    

２　レンタル収入原価         

(1）一時償却対象レン
タル用資産購入高

 6,935,012   12,155,221    

(2）レンタル用資産償
却費

 14,130,111   12,618,653    

(3）他勘定より受入高 ※１ 313,843   206,674    

  21,378,968   24,980,550    

３　その他売上原価         

(1）期首商品たな卸高  144,825   ―    

(2）当期商品仕入高  1,549,141   2,526,539    

(3）他勘定より受入高 ※１ 2,435,921   3,089,244    

(4）工具、器具及び備
品償却費

 7,346   9,689    

(5）賃貸用不動産原価  227,044   186,128    

合計  4,364,280 88,888,672 88.9 5,811,601 105,490,701 91.4 16,602,029

売上総利益   11,153,455 11.1  9,881,254 8.6 △1,272,201
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前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※８        

１　運送費  347,059   471,332    

２　販売手数料  138,133   39,379    

３　広告宣伝費  275,647   ―    

４　ポイントサービス引
当金繰入額

 10,758   2,855    

５　貸倒引当金繰入額  38,829   ―    

６　貸倒損失  4,135   34,480    

７　役員報酬  210,187   224,217    

８　給料手当  1,181,632   1,610,232    

９　賞与  201,408   212,235    

10　法定福利費  156,803   206,962    

11　福利厚生費  61,561   77,456    

12　退職給付費用  105,393   122,096    

13　水道光熱費  85,384   89,094    

14　支払手数料  487,258   973,174    

15　地代家賃  379,944   496,703    

16　リース料  200,838   217,682    

17　減価償却費  113,516   104,688    

18　租税公課  31,107   75,882    

19　消耗品費  256,667   161,632    

20　その他  938,829 5,225,097 5.2 985,001 6,105,104 5.3 880,006

営業利益   5,928,358 5.9  3,776,149 3.3 △2,152,208

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息及び配当金 ※３ 201,650   246,687    

２　保険補填金  143,826   175,340    

３　雇用奨励金  89,840   ―    

４　雑収入  42,835 478,153 0.5 35,557 457,584 0.4 △20,568
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前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  495,948   440,809    

２　社債利息  82,509   63,472    

３　店舗設備除却損  ―   14,735    

４　新株発行費  690   49,563    

５　社債発行費  87,207   3,200    

６　社債発行差金償却  27   ―    

７　貸倒引当金繰入額  57,680   13,630    

８　雑損失  173,889 897,952 0.9 78,498 663,910 0.6 △234,042

経常利益   5,508,558 5.5  3,569,823 3.1 △1,938,734

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※４ 180,254   ―    

２　投資有価証券売却益  3,207   6,722    

３　受取保険金  821,967   ―    

４　貸倒引当金戻入益  ―   5,889    

５　役員保険解約返戻金  27,245 1,032,674 1 ― 12,611 0.0 △1,020,063
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前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 ※５ 319,402   ―    

２　固定資産除却損 ※６ 1,030   16,939    

３　投資有価証券評価損  64,377   ―    

４　貸倒引当金繰入額  ―   200,000    

５　役員退職慰労金  174,530   ―    

６　減損損失  ※７ ―   33,231    

７　関係会社株式売却損  ―   13,200    

８　関係会社株式評価損  ―   21,904    

９　臨時償却費  3,360,819   ―    

10　商品評価損  137,638   ―    

11　子会社出資金売却損  167,500   ―    

12　弔慰金  120,000   ―    

13　社葬費用  65,449   ―    

14　ゴルフ会員権評価損  6,200 4,416,948 4.4 ― 285,275 0.2 △4,131,673

税引前当期純利益   2,124,284 2.1  3,297,159 2.9 1,172,875

法人税、住民税及び
事業税

 16,868   89,369    

法人税等調整額  △484,951 △468,083 0.5 702,994 792,364 0.7 1,260,447

当期純利益   2,592,367 2.6  2,504,795 2.2 △87,571

前期繰越利益   1,469,297   3,269,859  1,800,562

役員退職積立金取崩
額

  135,290   ―  △135,290

中間配当額   387,254   522,867  135,612

当期未処分利益   3,809,699   5,251,787  1,442,087
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(3）利益処分案

  
前事業年度

（平成17年６月27日）
当事業年度

（平成18年６月29日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,809,699  5,251,787 1,442,087

Ⅱ　利益処分額       

１　配当金  522,179  641,773   

２　役員賞与金
（うち監査役賞与金）

 
17,660
(1,530)

539,839
36,420
(1,410) 

678,193 138,353

Ⅲ　次期繰越利益   3,269,859  4,573,594 1,303,734

　（注）　日付は株主総会承認日及びその予定日であります。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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

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　デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び債

務）の評価基準及び評価方法

時価法 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

ビデオソフト、CD及びゲームソフト等

　月別総平均法による原価法

(1）商品

ビデオソフト、CD及びゲームソフト等

同左

中古品

　月別総平均法による原価法

中古品

同左

新刊書籍等

　売価還元法による原価法

新刊書籍等

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

４　固定資産の減価償却の方法 (1）レンタル用資産

　レンタルビデオテープ及びレンタルＤ

ＶＤ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。

(1）レンタル用資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）上記以外の有形固定資産

　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。

(2）上記以外の有形固定資産

同左

(3）無形固定資産

　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。

(3）無形固定資産

同左

(4）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。

(4）長期前払費用のうち償却の対象となる

もの

同左

５　繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用として計上しており

ます。

(1）新株発行費

同左

(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

(3）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。

(3）社債発行差金

――――――

６　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）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。

(2）ポイントサービス引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込みに基づき計上しております。

　なお、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事業年度か

ら費用処理することとしております。

(3）退職給付引当金

同左

７　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。

同左

８　ヘッジ会計の方法 (1）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当処理を、

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。

(1）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。

(2）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

(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

(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、為替変動リスクを

ヘッジしております。

(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。

(4）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。

(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。

９　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

－ 68 －



会計処理の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

  当事業年度から「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。

　これにより税引前当期純利益が33,231千円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等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

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　「シンジケートローン手数料」については、前事業年度

までは区分掲載しておりましたが、当事業年度において重

要性が減ったため、営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。

　なお、当事業年度の「シンジケートローン手数料」は

75,515千円であります。

　「運送費」については、前事業年度までは販売費及び一

般管理費の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

事業年度において重要性が増したため、区分掲載すること

にいたしました。

　なお、前事業年度の「運送費」は204,384千円でありま

す。

　「雇用奨励金」については、前事業年度までは営業外収

益の「雑収入」に含めて表示しておりましたが、当事業年

度において重要性が増したため、区分掲載することにいた

しました。

　なお、前事業年度の「雇用奨励金」は1,173千円であり

ます。

　「未収入金」については、前事業年度までは区分掲載し

ておりましたが、当事業年度において重要性が減ったため、

流動資産の「その他」に含めて表示しております。

　なお、当事業年度の「未収入金」は653,991千円であり

ます。

　「広告宣伝費」については、前事業年度までは区分掲載

しておりましたが、当事業年度において重要性が減ったた

め、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示して

おります。

　なお、当事業年度の「広告宣伝費」は127,956千円であ

ります。

　「雇用奨励金」については、前事業年度までは区分掲載

しておりましたが、当事業年度において重要性が減ったた

め、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。

　なお、当事業年度の「雇用奨励金」は1,350千円であり

ます。
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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、当事業年度から「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14,604千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少してお

ります。

 　　　　　　　　　──────

　

（関係会社への売上等）

　当社は当事業年度において定款の目的に関係会社の事業

活動の支配・管理を追加いたしました。この定款の目的変

更に伴い、従来、当社が営業外収益に計上しておりました

関係会社からの受取配当金を当事業年度より売上高に計上

しております。この結果、従来の方法によった場合と比較

して、当事業年度は売上高、売上総利益、営業利益が

4,488,580千円増加し、営業外収益が同額減少しておりま

す。

　又、当社が関係会社に対して行っていた管理系業務の代

行による請求については、従来は販売費及び一般管理費よ

り控除しておりましたが、同じく定款の目的変更に伴い、

当事業年度より売上高に計上し、対応する費用を売上原価

に計上することにしました。この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、当事業年度は売上高が865,818千円、

売上原価が739,449千円、売上総利益と販売費及び一般管

理費が126,368千円増加しております。

 

　

　

（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

事業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事業年度の

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引前当期純利益は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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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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 255,397 〃

土地 1,802,789 〃

投資有価証券 1,340,048 〃

敷金・保証金 48,957 〃

合計 3,479,192千円

定期預金 12,000千円

建物 241,961 〃

土地 1,802,789 〃

投資有価証券 1,019,955 〃

関係会社株式 357,975 〃

敷金・保証金 10,013 〃

合計 3,444,695千円

(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 14,485千円

１年内返済予定長期借入金 2,789,400 〃

長期借入金 5,704,000 〃

合計 8,507,885千円

※２　各科目に含まれている関係会社に対する主なものは

次のとおりであります。

※２　各科目に含まれている関係会社に対する主なものは

次のとおりであります。

売掛金 8,198,818千円

短期貸付金 1,900,335 〃

立替金 569,476 〃

未収入金 401,148 〃

未払金 4,424,718 〃

長期預り保証金 4,125,414 〃

売掛金 11,444,752千円

短期貸付金  2,320,000 〃

立替金 754,746 〃

未収入金 604,094 〃

買掛金 2,254,926 〃

未払金 4,732,557 〃

長期預り保証金 5,193,890 〃

※３　授権株式数及び発行済株式総数 ※３　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　　　普通株式 1,000,000株 授権株式数　　　　　普通株式 1,000,000株

　ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場

合には、会社が発行する株式について、これに相当す

る株式数を減ずることとなっております。

　ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場

合には、会社が発行する株式について、これに相当す

る株式数を減ずることとなっております。

発行済株式総数　　　普通株式 261,091.47株 発行済株式総数　　　普通株式 291,719.47株

※４　自己株式の保有数 ※４　自己株式の保有数

普通株式 1.54株 普通株式 4.47株

　５　保証債務

　子会社である株式会社ゲオグローバルのリース債務

（159,126千円）、株式会社ゲオアールのリース債務

（6,854千円）、株式会社ゲオウェブサービスのリー

ス債務（3,044千円）、株式会社ゲオエブリのリース

債務（19,791千円）に対しての保証を行っております。

また株式会社ゲオリークルの仕入債務（169,225千円）

に対しての保証を行っております。

　５　保証債務

　子会社である株式会社ゲオアールのリース債務

（120,272千円）に対しての保証を行っております。

また株式会社アムスの仕入債務（61,957千円）、株

式会社イーネット・フロンティアの仕入債務（19,589

千円）に対しての保証を行っております。
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

　６　配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が2,310,135

千円増加しております。なお当該金額は商法施行規則

第124条第３号の規定により、配当に充当することが

制限されております。

　６　配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が3,921,251

千円増加しております。なお当該金額は商法施行規則

第124条第３号の規定により、配当に充当することが

制限されております。

　７　財務上の特約

　借入金のうちシンジケートローン契約（当期末残

高11,540,000千円）及びコミットメントライン契約

（契約総額2,500,000千円、当期末借入未実行残高

2,500,000千円）には、契約期間中において連結貸借

対照表の資本の部を一定の水準に維持する等の財務上

の特約が定められております。

　７　財務上の特約

　借入金のうちシンジケートローン契約（当期末残

高8,653,333千円）及びコミットメントライン契約（契

約総額3,000,000千円、当期末借入未実行残高

3,000,000千円）には、契約期間中において連結貸借

対照表の資本の部を一定の水準に維持する等の財務上

の特約が定められております。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　他勘定より受入高の内訳は次のとおりであります。 ※１　他勘定より受入高の内訳は次のとおりであります。

商品間振替 2,134,496千円

レンタル資産 764,774 〃

備品消耗品費 1,571,537 〃

販売促進費 446,807 〃

リース料 15,764 〃

その他 366,837 〃

合計 5,300,217千円

商品間振替 1,294,219千円

レンタル資産 586,922 〃

備品消耗品費 1,893,713 〃

販売促進費 683,996 〃

リース料 23,721 〃

その他 353,167 〃

合計 4,835,740千円

※２　他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２　他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。

商品間振替 2,134,496千円

レンタル資産 1,888,888 〃

商品評価損 137,638 〃

経費 4,862 〃

合計 4,165,886千円

商品間振替 1,294,219千円

レンタル資産 2,282 〃

経費 11,524 〃

合計 1,308,026千円

※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上高 93,544,670千円

受取利息及び配当金 145,239千円

売上高 105,729,505千円

受取利息及び配当金 133,387千円

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

建物等 180,254千円

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

工具・器具及び備品 3,122千円

土地 316,280 〃

合計 319,402千円

※６　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※６　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 657千円

工具・器具及び備品 224 〃

車両運搬具 148 〃

合計 1,030千円

建物 6,344千円

構築物 667 〃

工具・器具及び備品 9,903 〃

車両運搬具 24 〃

合計 16,939千円
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※７　         ―――――――――――― ※７　減損損失

 当事業年度において、当社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）

 愛知県名古

屋市
賃貸不動産 土地 33,231

 合計 33,231

 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。

　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。

※８　一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりで

あります。

※８　一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりで

あります。

研究開発費 10,923千円 研究開発費 5,586千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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

6,732,252 2,816,993 3,915,258

ソフトウェア 456,835 230,641 226,194

合計額 13,959,409 5,447,775 8,511,633

 
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
（千円）

工具・器具及び
備品

8,595,482 3,739,525 4,855,956

ソフトウェア 422,024 214,883 207,141

合計額 9,017,506 3,954,409 5,063,097

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 3,597,218千円

１年超 4,886,860 〃

合計 8,484,079千円

１年内 1,843,925千円

１年超 3,339,593 〃

合計 5,183,519千円

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 3,458,759千円

減価償却費相当額 3,089,003 〃

支払利息相当額 250,932 〃

支払リース料 4,018,886千円

減価償却費相当額 3,789,049 〃

支払利息相当額 232,866 〃

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

息法によっている。

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。 

②　有価証券

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの。

貸借対照表計上額
（千円）

時価

 （千円）

差額

 （千円）

 子会社株式 1,730,772 1,953,000 222,227
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③　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(1）繰延税金資産 (1）繰延税金資産

貸倒引当金繰入限度超過額 122,941千円

賞与引当金損金算入限度超過額 36,621 〃

退職給付引当金 26,403 〃

商品評価損 26,845 〃

税務上の繰越欠損金 897,202 〃

減価償却超過額 48,105 〃

その他 18,070 〃

繰延税金資産小計 1,176,189千円

評価性引当額 △463,817 〃

繰延税金資産合計 712,372千円

貸倒引当金繰入限度超過額 207,197千円

賞与引当金損金算入限度超過額 46,349 〃

退職給付引当金 25,336 〃

未払事業税 28,151 〃

減損損失 13,478 〃

その他 14,466 〃

繰延税金資産小計 334,979千円

評価性引当額 △334,979 〃

繰延税金資産合計 ―     

(2）繰延税金負債 (2）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 △9,377 〃

繰延税金負債合計 △1,585,624千円

繰延税金負債の純額 △873,252千円

その他有価証券評価差額金 △2,675,539千円

繰延税金負債合計 △2,675,539千円

繰延税金負債の純額 △2,675,539千円

　繰延税金負債の純額は貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。

　繰延税金負債の純額は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 654,888千円

固定資産―繰延税金資産 ―

流動負債―繰延税金負債 ―

固定負債―繰延税金負債 △1,528,141千円

 平成18年３月31日

流動資産―繰延税金資産 ―

固定資産―繰延税金資産 ―

流動負債―繰延税金負債 ―

固定負債―繰延税金負債 △2,675,539千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金にされない項目 0.3％

住民税均等割額等 0.4％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△85.5％

評価性引当額の増減 21.8％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △22.0％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金にされない項目 0.2％

住民税均等割額等 0.5％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△13.3％

評価性引当額の増減 △3.9％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.0％
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 45,268円00銭 89,776円56銭

１株当たり当期純利益 9,945円19銭 9,356円30銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
9,891円69銭 9,328円02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事業年度における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 38,707円78銭

１株当たり当期純利益 3,535円41銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
3,454円99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
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

損益計算書上の当期純利益（千円） 2,592,367 2,504,795

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,574,707 2,468,375

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）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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

の前事業年度における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事業年度における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 22,634円00銭 44,888円28銭

 １株当たり当期純利益  １株当たり当期純利益

 4,972円59銭  4,678円15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

4,945円84銭  4,664円01銭
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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。これによる損益への影

響はありません。 

（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
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６．役員の異動
　

   該当事項はありません。
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