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平成 18 年３月期   決算短信（連結）    平成18年５月23日 

上 場 会 社 名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 上場取引所    東証第一部 

コ ー ド 番 号 ４７５６ 本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.ccc.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長 増田 宗昭 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名 取締役     谷田 昌広        ＴＥＬ （03）5424－1381 

決算取締役会開催日 平成18年５月23日 

米国会計基準採用の有無   無 

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                         （記載金額は、百万円未満切捨て表示） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
228,379    19.2 
191,531    34.6 

百万円   ％
14,194    75.8 
8,075    41.3 

百万円   ％
14,487    86.3 
7,775    46.3 

 

 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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
△31,203     － 
△3,900     － 

円  銭
△589 48 
△79 03 

円  銭
－ 

  － 

％
△154.8 
△22.9 

％ 
16.4 
9.8 

％
6.3 
4.1 

(注)①持分法投資損益     18年３月期    △89百万円  17年３月期    △247百万円 
②期中平均株式数（連結） 18年３月期   53,004,121株   17年３月期   49,831,993株 
③会計処理の方法の変更  有 
添付資料28ページの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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 有価証券」及び35ページの（会計処理の方法の変更）並びに48ページの
（セグメント情報）の脚注４事業区分の変更で会計処理の方法の変更について詳述。 

  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、対前期比増減率 
⑤潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

(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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
94,479 
82,239 

百万円
24,253 
16,049 

％ 
25.7 
19.5 

円   銭
384   50 
317   43 

(注)期末発行済株式数（連結） 18年３月期 62,969,804株    17年３月期 50,441,452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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
9,156 
2,745 

百万円
△22,202 
△7,979 

百万円
13,547 
6,975 

百万円
7,251 
7,846 

(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   50社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   17社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   35社   (除外)   ５社    持分法 (新規)   15社   (除外)   １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 

 
中間期 
通  期 

百万円
90,000 
200,000 

百万円
8,000 
17,500 

百万円
4,500 
9,000 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）47円64銭 

（注）平成18年３月８日開催の取締役会決議により、平成18年３月31日現在の株主に対し平成18年４月１日付をもっ

て、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施いたしました。 

なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。 

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の12ページを参照してください。 
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１． 企業集団の状況 
   

当企業グループは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（当社）及び子会社 50 社、関連会社 17 社 

より構成されており、「フランチャイズ事業」「商品事業」｢直営事業｣「インターネット関連事業」「カード関連事

業」「その他」を主な事業としているほか、これらに付帯するサービス業務等を営んでおります。  

事業の内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関係は、

次のとおりであります。 

 

事 業 区 分 事 業 内 容        会 社 名              

全社 持株会社 当社 

フランチャイズ事業 
「TSUTAYA」の 

フランチャイズ展開事業

●㈱ＴＳＵＴＡＹＡ 

   （計１社）

商 品 事 業 
物品供給事業 

コンテンツ事業 

●カルチュア・パブリッシャーズ㈱ 
●ユー・ファクトリー㈱ 

●㈱レントラックジャパン 

■日本ソフトサービス㈱ 
■日本メディアリンク㈱ 
■㈱ＭＰＤ 
■TC エンタテインメント㈱ 
            （他６社／計1３社）

Ｔ 

Ｓ 

Ｕ 

Ｔ 

Ａ 

Ｙ 

Ａ 

関 

連 

事 

業 
直 営 事 業 

｢TSUTAYA｣

店 舗 運 営 事 業

●㈱ＴＳＵＴＡＹＡ 

●㈱TSUTAYA STORES ホールディングス 

●㈱TSUTAYA STORES 東京 

●㈱TSUTAYA STORES 大阪 

●ユー・ファクトリー㈱ 

●㈱ヴァージン･メガストアーズ･ジャパン

■ニューコ・ワン㈱ 

（計７社）

インターネット関連事業 情 報 サ ー ビ ス 提 供 事 業

●㈱ツタヤオンライン 

●㈱アイ・エム・ジェイ 

●㈱レントラックジャパン 

●㈱ＣＣＣコミュニケーションズ 

（他２８社／計３２社）

カ ー ド 関 連 事 業 
カード発行代行事業 

ポイント事業 

●㈱Ｔカード＆マーケティング 

（計１社）

そ の 他 新規事業他 

●㈱デジタルスケープ 

●デジタルハリウッド㈱ 

●シー・シー・シーインベストメント㈱ 

●ドッグプラネット㈱ 

●㈱エスクァイアマガジンジャパン 

         （他１２社／計１７社）

●：連結子会社 ■：持分法適用関連会社 

１．事業区分は、「セグメント情報」に掲げる事業の種類別セグメントと同一であります。 

２．㈱ＴＳＵＴＡＹＡの事業のうち直営店の運営については、「直営事業」に含め、ロイヤリティ、加盟金収入、

代行手数料等については｢フランチャイズ事業｣に含めております。 

 

(注) 
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３. TC エンタテインメント㈱は、平成 17 年８月 23 日付で当社他の出資により設立され、持分法適用関連会社とな

っております。 

４. ㈱キネティックは、当社子会社である㈱レントラックジャパンを引受先とする第三者割当増資を実施したこと

により、当社の連結子会社となっております。 

５. シー･シー･シーインベストメント㈱は、平成 17 年５月２日付で当社全額出資により設立され、当社の連結子

会社となっております。 

６. ドッグプラネット㈱は、平成 17 年８月 12 日付で当社子会社シー･シー･シーインベストメント㈱の全額出資に

より設立され、当社の連結子会社となっております。 

７. ㈱ＣＣＣコミュニケーションズは平成 17 年９月 16 日付で、㈱アイ・エム・ジェイ、㈱ツタヤオンライン、  

   ㈱Ｔカード＆マーケティングの出資により設立されております。 

８. ㈱アイ・エム・ジェイ、㈱デジタルスケープ、デジタルハリウッド㈱は、平成 17 年 11 月 22 日付で株式を取 

得したことにより、当社の連結子会社となっております。 

９. ㈱アイ・エム・ジェイ、㈱デジタルスケープはニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」に株式を上場し

ております。 

10．㈱ＴＳＵＴＡＹＡは平成 18 年３月１日付で分社型新設分割により当社の完全子会社として設立されておりま

す。 

11．㈱レントラックジャパンは平成 18 年３月１日付で株式交換により当社の完全子会社となっております。なお

同社はヘラクレスへの株式上場を廃止しております。 

12.日本ソフトサービス㈱は、平成 18 年３月 31 日付で、株式の 51.0％を、日本出版販売㈱に株式譲渡いたしまし

た。これにより当社の連結子会社から、持分法適用関連会社となっております。 
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以上の企業グループについて、事業系統図で示すと次のとおりであります。 

 

 
●㈱ＴＳＵＴＡＹＡ 
●カルチュア・パブリッシャーズ㈱ 
●ユー・ファクトリー㈱ 
●㈱レントラックジャパン 
●㈱TSUTAYA STORES ホールディングス 

●㈱TSUTAYA STORES 東京 

●㈱TSUTAYA STORES 大阪 

●㈱ヴァージン・メガストアーズ・ジャパン

 
他 10社 

ＴＳＵＴＡＹＡ関連事業 （注）
連結子会社12社・持分法適用関連会社６社 

●㈱Ｔカード＆マーケティング 
 

カード関連事業 
連結子会社１社 

持株会社 
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 

 
データベースの共有 

サービスの提携 

 
●㈱ツタヤオンライン 
●㈱アイ・エム・ジェイ 
●㈱レントラックジャパン 
 
他 29社 

インターネット関連事業 
連結子会社29社・持分法適用関連会社３社 

 
●㈱デジタルスケープ 
●デジタルハリウッド㈱ 
●シー・シー・シーインベストメント㈱ 
 
他14社 

その他 
連結子会社９社・持分法適用関連会社８社 

（注）事業の種類別セグメント情報では、TSUTAYA 関連事業を更に「フランチャイズ事業」「商品事業」「直営事

業」に分類して開示しております。 
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２．  経  営  方  針 
１. 会社の経営の基本方針 

当企業グループは、｢私をおもしろくする会社｣をミッションに、「世界一の企画会社｣をビジョンに掲げ、多層的

顧客データベースの構築・活用を通じ、革新的な企画を生み出し、豊かな生活を提案してまいります。 

今後もミッション・ビジョンのもとに、DVD、ビデオ、CD、書籍、ゲームソフト等のレンタル及び販売を行う「TSUTAYA

関連事業」とインターネットや携帯電話などのデジタル情報媒体を利用して情報提供等を行う「インターネット関

連事業｣、及びクレジット機能付会員カードの発行とティーポイントによるサービスを展開する「カード関連事業」

を中心として、お客様の視点に立ちながら、一層便利に多様なコンテンツ及びサービスを提供してまいります。ま

た、物流・商流の効率化といった既存のチェーン支援機能だけでなく、お客様のニーズを的確に把握し、先を読ん

だ新規事業の構築を行ってまいります。 

 
２. 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主様に対する利益還元を経営の最重要課題の１つとして位置づけ、事業の拡大による収益向上、安定

的な経営基盤の確保に努めるとともに、内部留保の充実などを勘案しつつ業績に応じた適正かつ継続的な利益配分

を行うことを基本方針としております。 

この基本方針に則り、当期の配当は１株当たり７円 50銭(年間合計１株当たり 13円 50銭)を予定しております。

前期の年間の配当額は６円でしたので、前年比で２倍以上の大幅増配、かつ６年連続の増配となります。 

内部留保金につきましては、将来の利益拡大や事業基盤強化に繋がる戦略的投資として有効活用してまいりたい

と考えております。 

また、当社は、配当金のほか、株主様への利益還元の一環として株主優待制度を実施しております。当社グルー

プ会社である㈱Ｔカード＆マーケティングが展開する「ティーポイント」を、所有株式数に応じて贈呈するもので

あり、株主様の利便性を高める方針であります。 

 

３. 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当社は、株式市場において適正な株価が形成されるために、株式の流通性をさらに高める必要性があることを認

識しており、そのためには、より多くの投資家にご参加いただくことが必要と考えております。その考えに基づき、

当社は、次の施策を実施し、投資環境の改善を図ってまいりました。 

 

平成 13 年 ５月 １日 

平成 13 年 12 月 19 日 

平成 15 年 ３月 14 日 

平成 15 年 ６月 20 日 

平成 18 年 ４月 １日 

１単元の株式数を 1,000 株から 100 株に変更 

普通株式１株につき２株の割合にて株式分割を実施 

東京証券取引所マザーズから市場第１部へ市場変更 

普通株式１株につき２株の割合にて株式分割を実施 

普通株式１株につき３株の割合にて株式分割を実施 

特に、平成 18 年４月１日付で、普通株式１株について３株の割合にて株式分割を実施いたしました。 

上述の施策の結果、平成 18 年３月末現在の株主数は１万５千名を超え、平成 13 年３月期と比較して約 22 倍に

増加しており、投資単位も一般投資家が投資参加しやすい水準で推移しております。 

今後も、株式の流通性を高めていく方針でありますが、投資単位の引下げにかかるコストを考慮し、費用対効果

と株主共通の利益に合致するかどうかを勘案しつつ、株主利益の視点で検討を行ってまいります。 
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４. 目標とする経営指標 
当企業グループは、TSUTAYA 関連事業、インターネット関連事業における TSUTAYA online 会員数およびカード関

連事業におけるTカード発行枚数の確保と増加が収益基盤を充実していく上で不可欠と考えております。このため、

TSUTAYA 関連事業における効果的な出店の促進、TSUTAYA 関連事業と他の事業との連携による「クリック＆モルタ

ル戦略」の一層の活用、カード関連事業におけるポイントアライアンス先の拡大等を通じて、TSUTAYA 会員数（名

寄せ後）1,980 万人（平成 18 年３月現在 1,855 万人）、TSUTAYA online 会員数 1,000 万人（平成 18 年３月現在 872

万人）、Tカード会員 460 万人（平成 18 年３月現在 338 万人）の達成を目指します。 

  

５. 中期的な会社の経営戦略 
当企業グループの中核である TSUTAYA 関連事業、とりわけ「TSUTAYA」のフランチャイズ展開事業におきまして

は、DVD、ビデオ、CD、書籍、ゲームソフト等あらゆるパッケージソフトを網羅し、立地、規模、生活提案、投資

回収を重視する観点から、TSUTAYA の FC 価値の再構築を推進し、加盟企業様との共通の目標である「店舗利益の最

大化」に努めてまいります。 

当企業グループは、地域全体を TSUTAYA の商圏として捉えるドミナント戦略を採り、その地域内で効果的な出店

を行ってまいりましたが、今後も経営効率・収益性の向上に努めるとともに、立地、規模、生活提案、投資回収の

基準を満たした次世代 TSUTAYA の出店を継続的に行い、平成 18 年３月末現在の TSUTAYA 稼動店舗数 1,273 店舗を

3,000 店舗程度まで増やしてまいります。 

さらに、当企業グループは、店舗運営をサポートする IT の強化を行っており、出店、運営に関して商圏分析を

可能とするデータベースシステム「エリアマーケティングシステム」や、個店ごとの日別、時間別における商品動

向を分析し、加盟店様の代行業務として本部が発注する「発注代行システム」等、IT を駆使して店舗運営をサポー

トしてまいります。 

さらに、フランチャイズ本部と各店舗を繋ぐナレッジ（知恵）シェアシステム「TSUTATA NAVI」により、フラン

チャイズ本部から店舗へリアルタイムで情報発信するだけでなく、店舗運営の問題を解決するナレッジを店舗側で

も登録し、成功のナレッジを双方向で発信・共有することにより、店舗運営を強力にサポートしてまいります。 

インターネット関連事業におきましては、Web サイト及びモバイルを通じて、お客様とダイレクトに接すること

により、顧客のニーズを即時に掴み、他企業にないマーケティングを行ってまいります。今後も、更なる会員数の

増加に向けたプロモーション活動を強化するとともに、TSUTAYA 会員のオンライン化を推進し、今まで以上に

TSUTAYA 関連事業との連携を図り、｢クリック＆モルタル戦略｣のビジネスモデルの活用に努めるとともに、魅力的

な有料コンテンツの企画・開発を行い、他社が追随できない付加価値のあるサービスを提供してまいります。 

また、平成 17 年 11 月より子会社となった㈱アイ・エム・ジェイ、㈱デジタルスケープ、デジタルハリウッド㈱

との連携により、世の中の更なる IT 化や、WEB2.0 の浸透に幅広く対応し、顧客満足の向上を目指していきます。 

カード関連事業におきましては、お客様の利便性向上及び TSUTAYA への集客力アップを図るため、クレジット機

能付き会員カードの発行枚数伸長を促進するほか、前期より開始している「ティーポイント」のサービスに対する

顧客満足度を一層向上させるため、ポイント提携先を継続的に拡大して利便性を高め、TSUTAYA への来店促進、集

客力向上に努めてまいります。 

今後も、グループ全体の経営効率に努め、グループ全体の収益最大化を図る施策を遂行してまいります。 

 

６. 親会社等に関する事項 
該当事項はありません。 

 

 

７. 会社の対処すべき課題 
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直営事業では、店舗運営子会社の再編成と直営店舗の一部譲渡などにより、引き続き効率化と収益性の向上に注

力いたします。また、売場面積の拡大や複合店舗の導入による「次世代 TSUTAYA 化」を推進し、旗艦店舗を中心に

店舗運営ノウハウの蓄積や人材の育成を図って参ります。 

フランチャイズ事業におきましては、立地タイプ別に会員数、売場面積、品揃え等の標準値を定め、先に掲げた

「次世代 TSUTAYA 化」を推進します。また、全店舗の１％を担っていただける加盟企業様を組織化し、複数店舗運

営、大規模複合店の運営ノウハウや企業運営ノウハウなどを提供することで、更なる出店数の増加を図って参りま

す。 

商品事業では、㈱レントラックジャパンが行っているレンタル商品の PPT システム（出来高払い制による収益分

配方式）を活用し、効率的な商品在庫管理を目指しております。一方、平成 18 年３月に日本ソフトサービス㈱の

株式の過半数を日本出版販売㈱に譲渡し、持分法適用関連会社といたしました。これにより、同社の持つ販売用商

材の物流事業と統合し商物流の効率化を図ってゆきます。その結果として、当グループとしてのコスト削減を実現

するだけでなく加盟企業様におけるコスト削減にも大きく貢献するものと確信しております。更に、フランチャイ

ズ・チェーン展開をおこなっている他企業様にも TSUTAYA の持つ価値を提案し、フランチャイズ契約していただけ

るよう一層努力して参ります。 

インターネット関連事業では、クリック＆モルタル戦略を更に推し進め、オンラインクーポンの活用などにより

TSUTAYA online 会員の店頭への誘導を促進いたします。また、通信販売においては物流機能の変更により、TSUTAYA 

online での取扱アイテム数の増加を図るとともに、新規アイテムの導入による売上の拡大に努めてまいります。 

カード関連事業では、お客様の利便性の向上を目的にスタートした「ティーポイント」の提携先が、平成 18 年

３月現在、22 ブランド、提携店舗数も約 25,000 店舗となり、TSUTAYA 以外でのティーポイント利用経験者も 690

万人に達しております。今後も顧客満足度向上のため、ポイント提携先の継続的な拡大に努め、TSUTAYA への来店

促進、集客力向上に努めてまいります。 
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３． 経営成績及び財政状態 
１. 経営成績 
（１） 当連結会計年度の概況 

                               （単位：百万円）    （単位：円） 

売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

平成 18 年３月期 228,379 14,487 △31,203 △589.48 

平成 17 年３月期 191,531 7,775 △3,900 △79.03 

 増 減         36,847 6,711 △27,303 △510.45 

 

（当社及び当企業グループをとりまく環境) 

当期は、CD、DVD 及びゲームソフトにヒット作が乏しく、エンターテインメントコンテンツの消費は低調に推移

いたしました。 

このような経営環境の中、当企業グループは、Web サイト及びモバイルを活用した来店促進戦略（クリック＆モ

ルタル）の活用と、DVD、ビデオ、CD、書籍、ゲーム等あらゆるパッケージソフトをカバーする店舗コンセプトで

あるマルチパッケージストア（MPS）の展開を一層促進することにより業績の伸長を図るとともに、新たに策定し

た当期の重点実施項目である①事業領域の再定義、②各事業領域における No.1 化、③事業領域拡大に対応する財

務戦略、④知的資本の強化に取り組み、将来の収益拡大に向けた経営基盤の一層の強化充実を推進いたしました。

これらの施策により、当企業グループの当期の業績は、売上高 2,283 億 79 百万円（前年比 19.2％増）、営業利益

141 億 94 百万円（前年比 75.8％増）となり、いずれも前期を大きく上回る結果となりました。 

 

（売上高 増加要因） 

「TSUTAYA」店舗の大幅な出店増（前年比 123 店舗増）及び既存店レンタル売上の好調による当社のフランチャ

イズ事業収入（ロイヤリティ収入、代行手数料など）の増加、同業他社のフランチャイズ加盟に伴う加盟金収入の

増加、日本ソフトサービス㈱（DVD、ビデオ、CD、ゲームソフトの卸会社）、㈱レントラックジャパン（PPT システ

ム※を使ったレンタルショップ向けの DVD ソフト及びビデオソフト等の流通サービス事業の運営会社）及び㈱ツタ

ヤオンライン（Web サイト及びモバイルを利用した会員向け情報提供会社）の増収、さらに㈱TSUTAYA STORES 東京

及び㈱TSUTAYA STORES 大阪等の直営店舗運営会社が増収となったことが主な要因であります。 

※PPT システム＝Pay Per Transaction（出来高払いによる収益分配方式） 

 

（営業利益、経常利益 増加要因及び当期純損失の要因） 

営業利益は、既存加盟店レンタル売上の好調による当社のフランチャイズ事業収入（ロイヤリティ収入、代行手

数料など）の増益、商品事業及び直営事業における損益の大幅改善等により前年比で 75.8％増加しました。経常利

益は、上記営業利益の増益要因により前年比で 86.3％増加しました。 

当期純損失については㈱アイ・エム・ジェイ及び㈱デジタルスケープ等の株式取得、および平成 18 年３月に実

施した㈱レントラックジャパンの株式交換による連結子会社化により発生した連結調整勘定の一括償却を行った

ため、312 億３百万円となりました。 

事業セグメントは、従来の４セグメントを当期より６セグメントに変更しております。これは、関連会社の事業

再編や自社制作コンテンツ事業の撤退に伴い事業区分を見直した結果、従来のフランチャイズ関連事業を細分化し、

また商品事業とカード関連事業を区分した上で、コンテンツ関連事業を商品事業とその他に含めて表示することに

したものであります。 

新たな事業セグメント別の状況は次のとおりであります。 
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【直営事業】 

総末端売上高が好調に推移したことで売上高は 609 億円（前年比 22.4％増）となりました。また、平成 17 年４

月に直営子会社を統合し、同事業運営の効率化を図ったほか、前期までに不採算店舗の閉鎖を実施したこと、前期

に会計処理方法の変更により連結調整勘定等の償却費負担がなくなったこと等により、営業損失は、1億 1百万円

（前年比 22 億 12 百万円損失減少）となりました。 

 

【フランチャイズ事業】 

当期の既存店売上高前年比は、レンタル103％（うちDVDレンタル154％）、CD・DVD販売99％（うちDVD販売 98％）、

書籍・雑誌販売 101％、ゲーム販売 93％、全体では、101％となり、DVD レンタルが好調を維持したこと等により、

堅調に推移いたしました。 

一方、総末端売上高前年比については、レンタル 106％（うち DVD レンタル 159％）、CD・DVD 販売 105％（うち

DVD 販売 104％）、書籍・雑誌販売 116％、ゲーム販売 98％、リサイクル販売 115％、全体では 107％となり、好調

を維持しております。 

また、「TSUTAYA」の平成 18 年 3月末の稼動店舗数は 1,273 店（前年比 123 店舗増）、登録会員数(名寄せ後)は 1,855

万人（前年比 88 万人増）となりました。 

既存店売上高、総末端売上高がいずれも前年を上回ったことにより、当社のロイヤリティ収入、代行手数料収入

が増加し、売上高は 257 億 94 百万円（前年比 9.2％増）、営業利益は 64 億 55 百万円（前年比 29.9％増）となり、

堅調に推移しました。 

 
■ 既 存 店 売 上 高 前 年 比    
（単位：％） 

 
■総末端売上高前年比                                       
（単位：％） 

2005 年 2006 年  

4 月 5 月 6 月 1Q計 7 月 8 月 9 月 2Q計 10 月 11 月 12 月 3Q計 1 月 2 月 3 月 ４Q 計

合計

レンタル 110 103 102 105 107 102 107 106 104 106 103 104 100 96 99 98 103

 内 DVD 194 174 170 179 171 162 164 165 156 153 140 149 137 132 138 136 154

CD･DVD 販売 80 84 115 92 105 93 98 99 100 112 90 99 92 94 128 104 99

 内 DVD 101 87 96 95 104 95 86 95 76 133 92 97 94 109 118 106 98

書籍･雑誌販売 99 98 100 99 104 103 94 100 104 101 104 103 102 99 101 101 101

ゲーム販売 97 70 86 84 130 112 94 112 98 56 86 78 87 79 149 102 93

合 計 99 96 105 100 107 101 102 103 103 103 97 101 97 95 109 100 101

2005 年 2006 年  

4 月 5 月 6 月 1Q計 7 月 8 月 9 月 2Q計 10 月 11 月 12 月 3Q計 1 月 2 月 3 月 ４Q 計

合計

レンタル 112 104 104 106 109 104 109 107 107 108 106 107 104 101 105 103 106

 内 DVD 197 176 173 181 174 164 167 168 159 157 145 153 142 139 146 143 159

CD･DVD 販売 83 87 120 96 110 96 102 103 105 119 100 107 101 103 141 115 105

 内 DVD 105 90 100 98 109 99 90 99 80 140 100 104 101 118 127 115 104

書籍･雑誌販売 104 103 105 104 108 107 99 104 127 127 131 128 128 124 127 126 116

ゲーム販売 98 71 88 85 134 116 98 116 103 59 91 83 95 86 163 111 98

リサイクル販売 122 116 121 120 127 124 129 126 127 122 116 121 100 99 94 98 115

合 計 101 98 108 102 110 103 105 106 110 110 106 109 106 104 121 110 107
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■店舗数推移 

（店） 

 
 
■会員数推移 
（万人） 

 

 
【商品事業】 

DVD を中心とした好調なレンタル売上を背景に商品出荷が堅調に推移したこと、及び前期に自社開発コンテンツ

事業を撤退・清算したことで不採算事業を解消した結果、売上高は 1,137 億 92 百万円（前年比 8.5％増）、営業利

益 54 億 83 百万円（前年比 33.2％増）と大幅に増加いたしました。 

 

【インターネット関連事業】 

TSUTAYA 会員のオンライン化促進及びコンテンツの充実を引き続き推進した結果、TSUTAYA online の登録会員数

は、平成 18 年３月末現在 872 万人（前年比 204 万人増）と着実に増加しております。 
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また、有料サービス登録数の増加及び Web、モバイルでの通信販売の売上高が増加したこと及び、買収により新

たな連結子会社が増加したことにより、売上高は 164 億 25 百万円（前年比 132.8％増）、営業利益は 10 億 18 百万

円（前年比 200.7％増）となりました。 

 

■TSUTAYA online 会員数推移 
 

 
【カード関連事業】 

平成 17 年 4月に①データベースマーケティング事業の立上げ、②カード事業の拡大、③ポイント事業の本格的

収益事業化、④本格的プロモーション事業の拡大を効果的に推進することを目的とし、㈱Ｔカード＆マーケティン

グ（㈱Ｔカードが㈱シー・シー・シーメディアを吸収合併し商号変更）にカード事業を集約しました。 

また、平成 15 年 10 月に開始した「ティーポイントアライアンス」の提携先を当初の２社から 22 社に拡大し、

一層の利便性向上に努め、Wカード（クレジット機能付会員証）の発行を促進した結果、有効会員数が 338 万人（前

年比 106 万人増）と大幅に増加しました。 

 

■W カード発行枚数及び有効会員数推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(万人) 

(万枚) (万人) 
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これらの結果、売上高は 53 億 18 百万円（前年比 11.1％増）、営業利益は 10 億 70 百万円（前年比 121.6％増）

となりました。 

【その他】 

従来のコンテンツ関連事業に区分していた事業の一部等を、その他として表示しております。売上高は 61 億 48

百万円（前年比 340.4％増）、営業損失 42 百万円（前年比６百万円損失減少）となりました。 

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

（２） 次期の見通し 

                                （単位：百万円）    （単位：円） 

売上高 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 

当期純利益 

平成 19 年３月期 200,000 17,500 9,000 注）  142.93 

平成 18 年３月期 228,379 14,487 △31,203 △589.48 

 増 減         △28,379 3,012 40,203 732.41 

注）平成 19 年３月期１株当たり当期純利益金額につきましては、平成 18 年３月期１株当たり当期純利益金額と

の比較を容易にするために、平成 18 年４月１日付で実施した株式分割（普通株式１株につき３株の割合で株

式分割）実施前の発行済株式数にて計算しております。当該分割後の発行済株式数に応じた平成 19 年３月期

１株当たり当期純利益金額は、47 円 64 銭となります。 

今後の見通しにつきましては、景気は企業収益が改善基調を維持するとともに雇用面での改善傾向が続き、個人

消費は底堅く推移するものと予想され、ビデオレンタル業界においても映像 DVD を中心にエンターテインメントソ

フトの売上が堅調に推移するものと思われます。 

当企業グループとしましては、このような状況を踏まえ、「４つの強化」すなわち 商品力の「強化」、営業の「強

化」、知的資本の「強化」、財務体質の「強化」をグループの方針として実行し、経営基盤の一層の充実を図ってま

いります。これらの施策を通じ、次期の連結売上高は 2,000 億円、連結経常利益は 175 億円、連結当期純利益 90

億円を予想しております。 

次期の配当につきましては、1株当たりの中間配当２円 50 銭、期末配当２円 50 銭、合わせて年間５円の配当を

予定しております。 

なお、当社は平成 18 年４月１日付で、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施しております。当該分

割が当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度の１株当たりの年間配当は４円 50 銭となります。 

 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当企業グループで判断したものであります。予想

には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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２. 財政状態 
（１） 当連結会計年度の概況（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して、総資産は 122 億 40 百万円増加し、

株主資本は 82 億３百万円増加し、株主資本比率は 6.2％増加しました。 

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ、５億 94 百万円減少し、72 億 51 百万

円となりました。 

連結キャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動による資金の増加は 91 億 56 百万円（前年同期比 64 億 11 百万円資金増）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純損失が 246 億 16 百万円となりましたが、㈱アイ・エム・ジェイ、㈱デジタ

ルスケープ、デジタルハリウッド㈱の株式取得および㈱レントラックジャパンとの株式交換の実施等により、資金

流出を伴わない連結調整勘定(借方)一括償却 380 億 22 百万円が計上されたこと等によります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は 222 億 2 百万円（前年同期比 142 億 23 百万円資金減）となりました。これは主に、

買収により連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出が 135 億円発生したことや、固定資産の取得による支

出が固定資産売却による収入を 45 億円上回ったこと、ならびに投資有価証券取得による支出が 39 億円発生したこ

と等によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は 135 億 47 百万円（前年同期比 65 億 72 百万円資金増）となりました。これは主に、

第三者割当増資等による株式発行収入が 125 億円発生したことによります。 

 

（２） 次期の見通し（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によって得られる資金は、当連結会計年度に比べ増加すると見込んでおります。これは、税金等調整前

当期純利益が順調に増加することが予想されるためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によって使用する資金は、当連結会計年度に比べ大幅に減少すると見込んでおります。ソフトウェア投

資、店舗出店関連投資及び有価証券の取得などがその主な内容であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によって得られる資金は、当連結会計年度に比べ減少すると見込んでおります。これは、時期の投資活

動で必要となる資金については、営業活動の結果得られた資金を充当する予定としているためであります。 

 

（３） キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 
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 

自己資本比率（％） 20.9 19.9 23.8 19.5 25.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 123.1 120.1 71.2 104.3 294.3 

債務償還年数（年） 3.3 4.2 （注）11.0 10.4 2.3 

ｲ ﾝ ﾀ ﾚ ｽ ﾄ ･ ｶ ﾊ ﾞ ﾚ ｯ ｼ ﾞ ･ ﾚ ｼ ｵ 14.7 18.6 8.0 8.4 30.1 
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（注） 平成 16 年３月期の債務償還年数は、連結貸借対照表に含まれている㈱レントラックジャパンの有利子負債

の金額を控除して計算しております。これは、同社の財務諸表を期末みなし取得にて連結しており、営業活動

によるキャッシュ・フローに同社の資金収支が含まれていないためであります。 

※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数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

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支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。 

 

３. 事業等のリスク 
（１） 直営事業について 

平成 18 年３月末現在、直営店運営子会社にて TSUTAYA 等の店舗運営事業を展開しておりますが、大型店等の新

規出店や店舗改装に伴う初期投資負担を既存店の利益で吸収できず、赤字となっている直営店運営子会社が存在し

ております。今後、商品力の強化や営業力の強化による収益の改善を見込んでおりますが、直営店運営子会社にお

ける店舗損益が改善されない場合、当企業グループの財政状態及び経営成績は悪影響を受ける可能性があります。 

 

（２） フランチャイズ事業について 

①出退店の動向に伴う影響 

フランチャイズ関連事業の業績動向は、加盟店の出店動向による影響を受けます。従って、今後の出退店の状況

次第では、当企業グループの財政状態や経営成績は悪影響を受ける可能性があります。 

②商品在庫稼働率に伴う影響 

当企業グループが営業目的として取扱う商品は、ライフサイクルが比較的短期であるがゆえに陳腐化するリスク

があります。従って、商品在庫稼働率次第では、当企業グループの財政状態及び経営成績は悪影響を受ける可能性

があります。 

 

（３） インターネット関連事業について 

当企業グループは、TSUTAYA online サービスにより、Web サイト及び携帯端末を活用し、店舗とオンラインを融

合した「クリック＆モルタル」戦略を展開しており、TSUTAYA への来店促進、店舗での購買促進を図っております。

本事業を取り巻く環境は、情報技術（IT）関連業界の変動が極めて早く、また、インターネット通販及び小額課金

サイト間の競争が激化しているため、今後の情報技術（IT）関連業界の動向及び TSUTAYA online 事業における事

業展開によっては、当企業グループの財政状態及び経営成績は悪影響を受ける可能性があります。 
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（４） フランチャイズ事業に関わる法的規制について 

①独占禁止法 

フランチャイズ契約は、独占禁止法第 19 条に基づき「不公正な取引方法」一般指定の規制を受けております。

販売業務の対象商品のうち書籍および CD は、独占禁止法第 24 条の２（再販売価格維持行為）において再販売価格

の指定が認められる例外商品として指定を受けております。 

②著作権法 

加盟店及び直営店におけるビデオソフト（DVD ソフトを含みます。以下本項において同じです。）のレンタル業務

は著作権法の頒布権に関する規定の適用を受けており、CD および書籍のレンタル業務は著作権法の貸与権に関する

規定の適用を受けております。加盟店では、著作権法の規定を遵守してビデオソフトと CD のレンタルに関する著

作権料を支払い、レンタル事業を行っております。書籍レンタルに関する著作権料については現在著作権者団体と

の交渉が進んでおります。今後著作権料の高騰が起これば、当企業グループの財政状態及び経営成績は悪影響を受

ける可能性があります。 

③個人情報の保護に関する法律 

「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、当社としては個人情報管理について、専門部署を設置し、社内

規程の強化、店舗用個人情報管理マニュアルの配布、研修の実施などに努め、当企業グループだけではなく、加盟

企業に対しても指導を行い、細心の注意を払うよう留意してまいりました。しかしながら、個人情報管理の徹底が

図られないときには、会員である当該個人等からの損害賠償請求がなされることにより、当企業グループの財政状

態及び経営成績は悪影響を受ける可能性があります。 

④その他の法的規制 

当企業グループでは、成人向け図書類(ビデオソフト、書籍、雑誌等)のレンタル及び販売業務については、「東

京都青少年の健全な育成に関する条例」及び各都道府県における同様の条例等を遵守しており、当企業グループは

加盟店に対しても当該条例等を遵守するよう運営指導しております。 

また、大規模小売店舗立地法により、物販面積 1,000 ㎡を超える新規出店ならびに増床については、都市計画、

交通、地域環境等の観点から地元自治体による出店の規制が行われており、当企業グループの出店計画はこうした

法的規制の影響を受ける可能性があり、その結果当企業グループの財政状態及び経営成績は悪影響を受ける可能性

があります。 
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【連結財務諸表等】 

（1）【連結財務諸表】 

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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
 金額（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※3 7,856 7,288  △567

２．ポイント預り預金  － 2,392  2,392

３．受取手形及び営業未収

入金 
 15,710 16,107  396

４．たな卸資産  19,535 18,400  △1,135

５．繰延税金資産  2,384 1,914  △470

６．その他 ※2 7,799 11,401  3,602

貸倒引当金  △176 △137  38

流動資産合計  53,109 64.6 57,365 60.7 4,256

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（１）建物及び構築物  6,109 7,427   

減価償却累計額  2,204 3,904 2,784 4,643  738

（２）車輌運搬具  29 46   

減価償却累計額  14 15 24 21  6

（３）器具備品  3,838 5,170   

減価償却累計額  2,017 1,820 2,824 2,345  524

（４）土地  564 314  △250

（５）建設仮勘定  307 251  △55

有形固定資産合計  6,613 8.0 7,576 8.0 963

２．無形固定資産    

（１）ソフトウェア  4,795 5,260  464

（２）ソフトウェア仮勘定  111 1,054  942

（３）その他  1,010 963  △46

無形固定資産合計  5,918 7.2 7,277 7.7 1,359
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
 金額（百万円）

３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券 ※1 6,555 12,239  5,683

（２）長期貸付金  439 495  56

（３）敷金保証金  6,087 6,483  395

（４）繰延税金資産  801 504  △296

（５）その他  3,008 2,767  △240

貸倒引当金  △293 △231  61

投資その他の資産合計  16,598 20.2 22,259 23.6 5,660

固定資産合計  29,129 35.4 37,114 39.3 7,984

資産合計  82,239 100.0 94,479 100.0 12,240

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※3 14,792 15,842  1,050

２．短期借入金  7,940 5,205  △2,734

３．一年以内返済予定長期

借入金 
 5,859 5,693  △166

４．未払金  8,176 12,576  4,399

５．未払法人税等  2,013 4,858  2,844

６．賞与引当金  984 1,309  325

７．返品調整引当金  134 48  △86

８．受注損失引当金  － 12  12

９．ポイント引当金  405 329  △75

10．閉店損失引当金  168 79  △88

11．事業撤退損失引当金  313 －  △313

12．その他 ※2 3,012 6,748  3,736

流動負債合計  43,800 53.3 52,704 55.8 8,904
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
 金額（百万円）

Ⅱ 固定負債    

１．社債  2,000 2,000  －

２．長期借入金  10,628 6,493  △4,135

３．長期未払金  1,248 588  △659

４．繰延税金負債  839 1,262  423

５．退職給付引当金  107 34  △73

６．役員退職慰労引当金  438 417  △20

７．連結調整勘定  40 80  40

８．その他  3,490 3,004  △486

固定負債合計  18,792 22.8 13,880 14.7 △4,912

負債合計  62,592 76.1 66,584 70.5 3,991

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  3,596 4.4 3,642 3.8 45

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※5 5,384 6.6 11,683 12.4 6,298

Ⅱ 資本剰余金  6,243 7.6 40,250 42.6 34,007

Ⅲ 利益剰余金  2,758 3.3 △28,936 
△

30.6 
△31,694

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,662 2.0 1,950 2.0 287

Ⅴ 為替換算調整勘定  － － 10 0.0 10

Ⅵ 自己株式 ※6 △0 △0.0 △706 △0.7 △705

資本合計  16,049 19.5 24,253 25.7 8,203

負債、少数株主持分及び資

本合計 
 82,239 100.0 94,479 100.0 12,240
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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） 

増減 

（△印減） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比 

（％） 
 金額（百万円）

Ⅰ 売上高  191,531 100.0 228,379 100.0 36,847

Ⅱ 売上原価 ※1 137,028 71.5 161,680 70.8 24,652

売上総利益  54,503 28.5 66,698 29.2 12,195

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2 46,428 24.3 52,503 23.0 6,075

営業利益  8,075 4.2 14,194 6.2 6,119

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  22 28   

２．受取配当金  12 56   

３．受取手数料  244 359   

４．受取割引料  － 146   

５．連結調整勘定償却額  － 32   

６．店舗支援金  － 100   

７．その他  98 378  0.3 139 862 0.3 484

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  325 304   

２．新株発行費  － 89   

３．持分法による投資損失  247 89   

４．投資有価証券評価損  1 －   

５．その他  103 678 0.4 86 570 0.2 △107

経常利益  7,775 4.1 14,487 6.3 6,711

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  3 58   

２．子会社株式売却益  － 242   

３．固定資産売却益 ※3 1 60   

４．店舗売却益  － 8   

５．貸倒引当金戻入益  290 95   

６．持分変動利益  － 16   

７．受取賠償金  － 242   

８．その他  － 295 0.1 82 807 0.4 512
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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） 

増減 

（△印減）

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比 

（％） 
金額（百万円）

Ⅶ 特別損失    

１．投資有価証券売却損  0 0   

２．投資有価証券強制評価減  209 29   

３．固定資産売却損 ※4 7 6   

４．固定資産除却損 ※5 502 354   

５．店舗売却損  44 0   

６．連結調整勘定償却額  5,864 38,054   

７．営業権償却  1,839 0   

８．リース解約損  190 89   

９．閉店損失引当金繰入額  142 92   

10．事業撤退損失  664 161   

11．事務所移転損失  160 －   

12．その他  368 9,996 5.2 1,120 39,910 17.5 29,914

税金等調整前当期純損失  1,924 △1.0 24,616 △10.8 22,691

法人税、住民税及び事業

税 
 3,071 5,224   

法人税等調整額  △1,873 1,198 0.6 321 5,546 2.4 4,347

少数株主利益  777 0.4 1,041 0.5 264

当期純損失  3,900 △2.0 31,203 △13.7 27,303
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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） 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   5,680  6,243 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  －  5,265  

２．株式交換による株式の発行  －  27,708  

３．新株予約権行使による株式の発行  563 563 1,033 34,007 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   6,243  40,250 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,971  2,758 

Ⅱ 利益剰余金減少高      

１．当期純損失  3,900  31,203  

２．配当金  247  459  

３．役員賞与  65 4,213 31 31,694 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   2,758  △28,936 
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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（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純損失  △1,924 △24,616 

減価償却費  1,207 1,339 

ソフトウェア償却費  1,336 1,688 

その他無形固定資産償却費  4,211 821 

連結調整勘定償却額  6,982 38,022 

長期前払費用償却  76 68 

貸倒引当金の減少額  △368 △262 

賞与引当金の増加額  140 126 

返品調整引当金の増加額（△は減少額）  54 △55 

ポイント引当金の増加額（△は減少額）  140 △75 

閉店損失引当金の増加額（△は減少額）  103 △88 

事業撤退損失引当金の増加額（△は減少

額） 
 313 △313 

退職給付引当金の減少額  △3 △101 

役員退職慰労引当金の増加額（△は減少

額） 
 23 △137 

固定資産売却益  △1 △60 

店舗売却損益（△は純益）  44 △7 

固定資産売却損  7 6 

固定資産除却損  446 326 

新株発行費  12 85 

社債発行費  11 － 

投資有価証券売却益  △3 △301 

投資有価証券売却損  0 0 

有価証券評価損  1 － 

投資有価証券評価減  209 29 

受取利息及び受取配当金  △35 △84 

支払利息  325 304 

持分法による投資損失  247 89 

持分変動利益  － △16 

売上債権の減少額（△は増加額）  3,622 △8,693 

たな卸資産の増加額  △5,049 △2,992 

未払金の増加額  － 6,687 
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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（百万円） 金額（百万円） 

仕入債務の増加額（△は減少額）  △6,676 7,376 

その他の資産の増加額  △4,090 △7,934 

その他の負債の増加額  4,896 776 

未払消費税等の増加額  0 54 

役員賞与の支払額  △82 △37 

小計  6,178 12,025 

利息及び配当金の受取額  37 82 

賠償金の受取額  － 242 

利息の支払額  △295 △311 

法人税等の支払額  △3,175 △2,882 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,745 9,156 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金払戻等による収入  － 40 

定期預金預入等による支出  △10 － 

有形固定資産取得による支出  △2,516 △2,931 

有形固定資産売却による収入  77 1,283 

無形固定資産取得による支出  △5,354 △3,968 

無形固定資産売却による収入  555 1,081 

投資その他の資産取得による支出  △1,344 △2,734 

投資その他の資産解約等による収入  1,405 1,040 

投資有価証券の取得による支出  △1,208 △3,935 

投資有価証券の売却による収入  6 1,051 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出又は収入（△は支出） 
 313 △13,504 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による収入 
 － 540 

少数株主からの子会社株式の取得による支

出 
 － △47 

貸付けによる支出  △20 △255 

貸付金の回収による収入  116 136 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,979 △22,202 
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前連結会計年度 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） 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 区分 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  93,150 176,419 

短期借入金の返済による支出  △92,290 △168,790 

長期借入れによる収入  9,100 2,111 

長期借入金の返済による支出  △4,599 △6,734 

社債の発行による収入  1,989 － 

長期未払金の返済による支出  △1,290 △874 

自己株式取得による支出  － △705 

少数株主からの払込による収入  138 209 

株式の発行による収入  1,114 12,515 

配当金の支払額  △336 △604 

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,975 13,547 

Ⅳ 現金及び現金同等物換算差額  － △13 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,741 488 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,104 7,846 

Ⅶ 資金範囲の変更による現金及び現金同等物の

減少高 
 － △1,082 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  7,846 7,251 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 20社 

 主要な連結子会社名 

㈱レントラックジャパン、㈱TSUTAYA STORES 東

京、日本ソフトサービス㈱、㈱ツタヤオンライン、

㈱Ｔカード、㈱TSUTAYA STORES 大阪、ユー・ファ 

クトリー㈱他13社 

当連結会計年度において、㈱渋谷ツタヤ（㈱

TSUTAYA STORES 東京に商号変更）とツタヤ東日本

㈱、㈱兵庫ツタヤ（㈱TSUTAYA STORES 大阪に商号 

変更）と㈱南大阪ツタヤが平成16年４月１日付で合

併しツタヤ東日本㈱と㈱南大阪ツタヤがそれぞれ解

散したことならびに、㈱エモーション・テクノロジ

ーズ（日本ソフトサービス㈱に商号変更）と日本ソ

フトサービス㈱が平成17年３月１日付で合併したこ

とに伴い、連結子会社が３社減少しております。 

また、新たに㈱ヴァージン・メガストアーズ・ジ

ャパン、㈱エモーション・テクノロジーズの株式取

得及び㈱DOCKSONを新規設立したことにより、連結子

会社が３社増加した結果、連結子会社の数は20社と

なっております。 

(1)連結子会社の数 50社 

 主要な連結子会社名 

㈱TSUTAYA、㈱レントラックジャパン、㈱アイ・エ

ム・ジェイ、㈱デジタルスケープ、㈱TSUTAYA STORES 

東京、㈱ツタヤオンライン、㈱Ｔカード＆マーケテ

ィング、㈱TSUTAYA STORES 大阪、ユー・ファクトリ

ー㈱他41社。 

当連結会計年度において、㈱TSUTAYA STORES 大阪

と㈱TSUTAYA STORES 九州、㈱関東ツタヤ、㈱北九州

ツタヤが平成17年４月１日付で合併し、㈱TSUTAYA 

STORES 九州、㈱関東ツタヤ、㈱北九州ツタヤの３社

が解散したこと、㈱Ｔカード（㈱Ｔカード＆マーケ

ティングに商号変更）と㈱シー･シー･シーメディア

が平成17年４月１日付で合併し㈱シー･シー･シーメ

ディアが解散したことならびに、保有株式の一部を

売却し日本ソフトサービス㈱を連結子会社から持分

法適用関連会社に変更したことにより連結子会社が

５社減少しております。 

また、平成18年３月１日付で当社のFC事業を会社

分割方式により分社したことにより㈱TSUTAYAを設

立したこと、新たにシー･シー･シーインベストメン

ト㈱、他２社を設立したこと、㈱アイ・エム・ジェ

イ（同社連結子会社22社）、㈱デジタルスケープ（同

社連結子会社２社）、デジタルハリウッド㈱（同社

連結子会社１社）、他２社の株式取得をしたこと及

び株式を追加取得したことにより持分法適用関連会

社から連結子会社となりました㈱BBBを含め35社増

加した結果、連結子会社の数は50社となっておりま

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） 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社はありません。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

DH Institute of Media Arts 

（連結の範囲から除いた理由） 

DH Institute of Media Artsは、小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益、及び利益剰余

金等は、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。 

なお、同社は現在清算手続中であります。 

２．持分法の適用に関する事項 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 ３社 

 持分法適用の関連会社名は、日本メディアリンク

㈱、ニューコ・ワン㈱及び㈱BBBであります。 

 M&S㈱については、同社の100％子会社ニューコ・

ワン㈱を平成16年７月１日付で吸収合併し、同日付

でM&S㈱よりニューコ・ワン㈱に商号変更しておりま

す。 

㈱BBBについては、当社グループが新たに出資設立

したことにより出資割合が26.12％となったため、持

分法適用関連会社となりました。 

(1)持分法適用の関連会社数 17社 

持分法適用の関連会社名は、日本ソフトサービス

㈱、日本メディアリンク㈱、ニューコ・ワン㈱、TC

エンタテインメント㈱、㈱MPD、VCJコーポレーショ

ン㈱、他11社であります。 

TCエンタテインメント㈱及び㈱MPDにつきまして

は、当社グループが新たに出資設立したこと、また、

保有株式の一部を売却したことにより日本ソフトサ

ービス㈱を連結子会社から持分法適用の関連会社に

変更したこと、VCJコーポレーション㈱他11社につき

ましては株式を取得したことにより、持分法適用関

連会社となりました。 

㈱BBBにつきましては、株式を追加取得したことに

より、当連結会計年度より持分法適用関連会社から

連結子会社に変更しております。 

(2)持分法非適用の関連会社数 

 持分法非適用の関連会社はありません。 

(2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会社数 

 １社 

非連結子会社 DH Institute of Media Artsは、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性が無いため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

なお、同社は現在清算手続中であります。 
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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） 

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．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度末日は、連結決算日

と一致しております。 

連結子会社のうち、㈱アイ・エム・ジェイ他同社連

結子会社22社、及び㈱BBBの決算日は９月30日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たって、これらの会社に

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ます。 

その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。 

連結財務諸表の作成に当たって、㈱キネティック、

㈱アイ・エム・ジェイ他同社連結子会社22社、㈱デジ

タルスケープ他同社連結子会社２社、デジタルハリウ

ッド㈱他同社連結子会社１社につきましては、株式の

みなし取得日を平成17年９月30日、㈱BBBにつきまして

は、株式のみなし取得日を平成17年12月31日として連

結財務諸表を作成しており、当連結会計年度の連結損

益計算書及び連結キャッシュ･フロー計算書には、これ

ら連結子会社のみなし取得日から平成18年３月31日ま

での損益取引及び資金取引が含まれております。また、

日本ソフトサービス㈱につきましては、株式のみなし

売却日を平成18年３月31日として処理しております。

４．会計処理基準に関する事項 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)重要な資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 当連結会計年度末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は部分資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ております。） 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 当連結会計年度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し

ております。） 

 27



 
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） 

 （会計処理の方法の変更） 

その他有価証券の時価のあるものに係る評価差額の

処理方法については、従来、部分資本直入法により処

理しておりましたが、当連結会計年度において、当社

グループの事業セグメントの再編を契機に投資に対す

る当社グループ経営方針を見直した結果、今後、事業

提携を前提とした長期保有目的の有価証券が増加する

と見込まれることから、その他有価証券の評価差額を

すべて資本の部に計上する原則的な方法にすること

で、市場価格の変動による連結財務諸表の不安定性を

回避し、期間損益をより適正に反映するため、当連結

会計年度より、全部資本直入法による処理に変更して

おります。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、

経常利益及び税金等調整前当期純損失に与える影響は

それぞれ軽微であります。 

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 

たな卸資産 

（親会社） 

店舗サプライ商品、リサイクル商品 

総平均法に基づく原価法 

販売用映像・音楽ソフト、書籍等 

売価還元法による原価法 

たな卸資産 

（親会社） 

店舗サプライ商品、リサイクル商品 

同左 

販売用映像・音楽ソフト、書籍等 

同左 

（連結子会社） 

主として売価還元法による原価法によってお

ります。 

なお、一部の連結子会社におけるビデオソフ

トについては、個別法による原価法を採用して

おり、見積回収期間（13ヶ月～37ヶ月）にわた

る会社所定の償却率によっております。 

（連結子会社） 

店舗サプライ商品、リサイクル商品 

総平均法に基づく原価法 

販売用映像・音楽ソフト、書籍等 

主として売価還元法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

なお、一部の連結子会社におけるビデオソフ

トについては、個別法による原価法を採用して

おり、見積回収期間（13ヶ月～37ヶ月）にわた

る会社所定の償却率によっております。 
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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） 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

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（附属設備を除く）については定額法）

によっております。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

同左 

無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、連結子会社の版権については、２年の

定率法によっております。 

また、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。 

  （会計処理の方法の変更） 

版権の償却方法 

連結子会社における版権の償却方法について

は、従来一部の連結子会社を除き、契約期間にわ

たって販売見込額に応じた償却を行っておりま

したが、前連結会計年度末に連結子会社となった

㈱レントラックジャパン及び同社子会社との会

計処理と統一し、企業集団としての期間損益計算

の適正化を図るために、当連結会計年度より、連

結子会社の版権の償却方法について、２年の定率

法に変更しております。なお、この変更による影

響額は軽微であります。 

 

無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、連結子会社の版権については、２年の

定率法によっており、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

また、営業権については、取得時に一括償却

しております。 

―――――― 
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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） 

営業権の償却方法 

営業権の減価償却の方法については、従来５年

の定額法を採用しておりましたが、当社グループ

における直営店の再編成を契機に財産価値の見

直しを行ったことや営業譲受方法等の多様化に

伴い、発生原因も複雑化しており、その効果の発

現期間を合理的に見積もることが非常に困難な

状況であることに鑑み、より健全性の高い財務体

質を目指すことを目的に、当連結会計年度末にお

いて一括償却する方法に変更しております。 

なお、当連結会計年度末時点の帳簿価額を特別

損失の「営業権償却」として処理しております。 

この結果、従来の方法と比較して税金等調整前

当期純損失が1,839百万円増加しております。 

また、当該会計処理の変更は、当下半期におい

て直営店運営連結子会社で多額の連結調整勘定

が発生したことを受けて、当社グループにおける

直営店及び直営店運営連結子会社の再編成を実

施したことを契機に財産価値の見直しを行った

ことによるものであります。 

従って、当中間連結会計期間は従来の方法によ

っており、当中間連結会計期間末において一括償

却する方法に変更する場合と比べ、当中間連結会

計期間の税金等調整前中間純利益が2,112百万円

多く計上されております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。 

―――――― 

長期前払費用 

均等償却によっております。 

長期前払費用 

同左 

(3)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の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。 

(3)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額基準により計上しております。 

賞与引当金 

同左 
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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） 

返品調整引当金 

 決算期末日以降予想される返品による損失に備

えるため、返品予測高に対する売買利益相当額を

計上しております。 

返品調整引当金 

決算期末日以降予想される返品による損失に備

えるため、主として返品予測高に対する売買利益

相当額を計上しております。 

ポイント引当金 

インターネット通販事業及び店舗運営事業にお

いて、販売促進を目的として通販会員及び店舗会

員へ付与したポイントの将来の使用に備えるた

め、発生見積額を計上しております。 

   （会計処理の方法の変更） 

     前連結会計年度まで、店舗運営事業において販

売促進を目的として店舗会員へ付与されたポイン

トの使用については、使用された期に売上高から

控除しておりましたが、平成16年４月１日からの

ポイント共通化システム参加に伴い、当該制度が

販売促進費としての性格を有していること並びに

その金額的重要性を鑑み、期間損益の適正化及び

財務体質の健全化を図るため、当連結会計年度よ

り発生見積額を引当計上するとともに当該額を販

売費及び一般管理費に計上することに変更してお

ります。 

     この結果、従来の方法によった場合に比べ、「売

上高」が457百万円増加し、「販売費及び一般管理

費」が521百万円増加しており、経常利益が64百万

円減少し、税金等調整前当期純損失が同額増加し

ております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。 

ポイント引当金 

インターネット通販事業及び直営事業におい

て、販売促進を目的として通販会員及び店舗会員

へ付与したポイントの将来の使用に備えるため、

発生見積額を計上しております。 

―――――― 

閉店損失引当金 

店舗の閉店に伴って発生すると見込まれる損失

額を計上しております。 

―――――― 

閉店損失引当金 

同左 

 

受注損失引当金 

連結子会社のうち㈱アイ・エム・ジェイにおい

て、受注業務に係る将来の損失に備えるため、損

失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額を

合理的に見積もることができる受注業務につい

て、当該損失見込額を計上しております。 

事業撤退損失引当金 

      一部の連結子会社におけるコンテンツ事業の撤

退に伴い発生すると見込まれる損失額を計上して

おります。 

―――――― 

 

 31



 
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） 

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、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（３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。 

 当連結会計年度末において、年金資産の額が企

業年金制度に係る退職給付債務を超えており、当

該超過額62百万円を前払年金費用として投資その

他の資産の「その他」に含めて計上しております。

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、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（３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。 

当連結会計年度末において、年金資産の額が企

業年金制度に係る退職給付債務を超えており、当

該超過額57百万円を前払年金費用として投資その

他の資産の「その他」に含めて計上しております。

役員退職慰労引当金 

 親会社及び連結子会社のうち㈱レントラックジ

ャパン他一部の連結子会社において、役員の退職

慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

なお、㈱レントラックジャパン及び同社子会社

の㈱コムストックは、各社の取締役会決議及び定

時株主総会決議に基づき、平成16年６月24日を支

給打切日として、支給打切日以降の役員退職慰労

金制度を廃止しております。 

（追加情報） 

親会社及び一部の連結子会社においては、平成

17年６月23日を支給打切日として支給打切日以降

の役員退職慰労金制度を廃止する旨、取締役会及

び定時株主総会で決議しております。 

なお、これにより当社グループは役員退職慰労

金制度を全て廃止しております。 

役員退職慰労引当金 

 親会社及び連結子会社のうち㈱レントラックジ

ャパン、㈱アイ・エム・ジェイ及び㈱デジタルス

ケープ他一部の連結子会社において、役員の退職

慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

なお、親会社及び一部の連結子会社において、

平成16年６月及び平成17年６月ならびに平成17年

12月を支給打切日として、支給打切日以降の役員

退職慰労金制度を廃止しております。 

―――――― 

(4)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。 

(4)重要なリース取引の処理方法 

同左 
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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） 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

同左 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

デリバティブ取引（金利スワップ取引） 

ヘッジ対象 

市場金利等の変動によりキャッシュ・フロー

が変動するもの（変動金利の借入金）。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ方針 

 将来の金利上昇の影響をヘッジするために利用

することを方針としております。 

ヘッジ方針 

同左 

ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを

比較し、両者の変動額等を基礎にして一定の相関

性を判定することにより判断しております。 

ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

連結子会社㈱レントラックジャパンの前払ＭＧ（メ

ーカーに前払した最低保証ＰＰＴ分配金をいう。）

の原価計上方法 

前払ＭＧの原価計上方法は、実稼動に基づいて

計算された償却額と会社所定の償却率（ビデオソ

フトと同様の償却率）に基づいて計算された償却

額とのいずれか多い額としております。 

連結子会社㈱レントラックジャパンの前払ＭＧ（メ

ーカーに前払した最低保証ＰＰＴ分配金をいう。）

の原価計上方法 

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。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 
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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．連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定（借方）の償却については、取得時に

一括償却しております。なお、連結調整勘定（貸方）

の償却については、５年間の均等償却を行っておりま

す。 

（会計処理の方法の変更） 

連結調整勘定（借方）及び持分法投資差額の償却の

方法については、従来５年間の均等償却を行っており

ましたが、当連結会計年度末において連結子会社の買

収により多額の連結調整勘定が発生したことを契機

に、連結調整勘定及び持分法投資差額の償却方法を見

直した結果、これらの効果の発現期間を合理的に見積

もることが困難であること、また事業戦略や投資環境

の変化に伴う投資回収リスクの変動を回避し、財務体

質の健全性を一層高めていくことを目的に、当連結会

計年度末において一括償却する方法に変更しておりま

す。 

なお、当連結会計年度末時点の帳簿価額を特別損失

の「連結調整勘定償却」として処理しております。こ

の結果、従来の方法と比較して税金等調整前当期純損

失が5,864百万円増加しております。 

 また、当該会計処理の変更は、当下半期において連

結子会社で多額の連結調整勘定が発生したことを契機

に行ったものであります。 

 従って、当中間連結会計期間は従来の方法によって

おり、当中間連結会計期間末において一括償却する方

法に変更する場合と比べ、当中間連結会計期間の税金

等調整前中間純利益が4,658百万円多く計上されてお

ります。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記

載しております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定（借方）の償却については、取得時に

一括償却しております。なお、連結調整勘定（貸方）

の償却については、５年間の均等償却を行っておりま

す。 

―――――― 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分又は損失

処理について連結会計年度中に確定した利益処分又は

損失処理に基づいて作成しております。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

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・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び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取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。

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・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金（ポイント預り預金を除く）及び容易に換金可能

であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 
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（会計処理の方法の変更） 

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） 

―――――― 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。 

なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

カード関連事業のポイント管理事業において、連結子

会社㈱Ｔカード＆マーケティングで組織する「ポイント

バンク」システムとして加盟店より預かっている「ポイ

ント預り預金」については、当社グループのセグメント

区分の再編を契機に、当該「ポイント預り預金」を信託

財産的な資産として当社グループの資金管理上別管理す

ることとし、資金の範囲から除くことで当該取引の影響

をキャッシュ・フローの状況から排除し、より適正なキ

ャッシュ・フローの状況を表示するため、当連結会計年

度より、キャッシュ・フロー計算書上「現金及び現金同

等物」には含めないことにしております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業活動

によるキャッシュ・フローが1,309百万円減少し、現金及

び現金同等物期末残高は2,392百万円少なく計上されて

おります。 

また、この変更に伴い、連結貸借対照表上「現金及び

預金」に含めて表示しておりました「ポイント預り預金」

について、当連結会計年度の連結貸借対照表より「ポイ

ント預り預金」として区分掲記しております。なお、前

連結会計年度の貸借対照表上、「現金及び預金」に含め

て表示している「ポイント預り預金」は1,082百万円であ

ります。 
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（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） 

―――――― （連結損益計算書） 

「新株発行費」は、前連結会計年度まで営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営

業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記

しております。 

なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」

に含まれている「新株発行費」は24百万円でありま

す。 

 

（連結キャッシュ･フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ･フローの「未払金の増

加額」は、前連結会計年度は営業活動によるキャッ

シュ･フローの「その他」に含めて表示しておりまし

たが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。 

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ･フロー「その他」に含まれている「未払金の減少

額」は1,230百万円であります。 

 

（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） 

（連結損益計算書関係） 

法人事業税における外形標準課税制度の導入 

「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日以後に開始する連結会計年度より外形

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」

（企業会計基準委員会 平成16年２月13日 実務対

応報告第12号）に基づき、法人事業税のうち付加価

値割及び資本割106万円を「販売費及び一般管理費」

に計上しております。 

―――――― 
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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 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１ 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（株式） 231百万円

  

 
投資有価証券（株式） 2,035百万円 876

 
※２ 消費税等の会計処理 ※２ 消費税等の会計処理 

 未収消費税等は、流動資産の「その他」に、未払

消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。 

同左 

※３ 担保資産及び対応債務 ※３ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 担保に供している資産 

定期預金 10百万円 876,514千円

 対応債務 

買掛金 12百万円
 

定期預金 10百万円 876

 対応債務 

買掛金 12百万円
 

 ４ 保証債務  ４ 保証債務 

提出会社は、提出会社の関係会社㈱TSUTAYA  

STORES 東京と連帯して同社の一部の店舗の敷金

3,520百万円について、金融機関及び貸主との間で代

位預託契約を締結しており、当該契約に基づき、金

融機関は、貸主に対して敷金相当額3,520百万円を同

社に代わって預託しております。 

提出会社は、提出会社の関係会社㈱TSUTAYA  

STORES 東京と連帯して同社の一部の店舗の敷金

3,520百万円について、金融機関及び貸主との間で代

位預託契約を締結しており、当該契約に基づき、金

融機関は、貸主に対して敷金相当額3,520百万円を同

社に代わって預託しております。 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式50,441,520株

であります。 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式63,113,520株

であります。 

※６ 連結会社が保有する自己株式の数は、以下のとお

りであります。 

普通株式                68株

※６ 連結会社が保有する自己株式の数は、以下のとお

りであります。 

普通株式              143,716株
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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 引当金繰入額 ※１ 引当金繰入額 

 この内には、返品調整引当金繰入額54百万円が含

まれております。 

 この内には、返品調整引当金戻入額55百万円が含

まれております。 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの ※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 
 

ポイント引当金繰入額 553 百万円

給料手当 11,179  

賞与引当金繰入額 916

役員退職慰労引当金繰入額 57

退職給付費用 93

地代家賃 5,856

支払手数料 6,451

 
  

 
ポイント引当金繰入額 596 百万円

給料手当 13,589

賞与引当金繰入額 1,073

役員退職慰労引当金繰入額 15

退職給付費用 124

地代家賃 6,968

支払手数料 7,313

 
  

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

器具備品 0 百万円

車輌運搬具 0  

投資その他資産（その他） 1  

計 1  
 

建物及び構築物 33 百万円

器具備品 10  

土地 15  

敷金保証金 1  

計 60  
 

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
 

車輌運搬具 7 百万円

無形固定資産（その他） 0  

計 7  
  

   
建物及び構築物 6 百万円

器具備品 0

投資その他の資産（その他） 0

計 6  
   

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
 

建物及び構築物 130 百万円

器具備品 25  

ソフトウェア 56  

無形固定資産（その他） 135  

投資その他の資産（その他） 98  

原状回復費用 55  

計 502  
  

 
建物及び構築物 50 百万円

器具備品 55  

車輌運搬具 0  

ソフトウェア 103  

無形固定資産（その他） 99  

投資その他の資産（その他） 15  

原状回復費用 27  

計 354  
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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日現在） （平成18年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 

7,856

△10

百万円

現金及び現金同等物 7,846 
  

 
現金及び預金勘定 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 

7,288

△37

 

百万円

 

現金及び現金同等物 7,251 
  

(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訳 

(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訳 

株式の取得により新たに㈱エモーション・テクノ

ロジーズ（現 日本ソフトサービス㈱）、㈱ヴァー

ジン・メガストアーズ・ジャパンを連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の

取得価額と取得のための収入（純額）との関係は次

のとおりであります。 

 

流動資産 

固定資産 

2,146

1,115

百万円

連結調整勘定 

流動負債 

固定負債 

1,676

△2,025

△2,903

株式の取得価額 10

現金及び現金同等物 △323

差引：株式取得による収入 313

 
 

株式の取得により新たに㈱アイ・エム・ジェイ、

㈱デジタルスケープ、デジタルハリウッド㈱他34社

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。    

 

流動資産 

固定資産 

10,156

2,719

百万円

連結調整勘定 

流動負債 

固定負債 

少数株主持分 

14,773

△5,411

△414

△3,659

株式の取得価額 18,163

現金及び現金同等物 △4,659

差引：株式取得による支出 13,504
 

 (3)株式の売却により新たに連結子会社となくなった会

社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により日本ソフトサービス㈱が連結子

会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債

の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入（純

額）との関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 

固定資産 

19,656

846

百万円

流動負債 

固定負債 

少数株主持分 

株式売却益 

△18,975

△3

△746

242

株式の売却価額 1,020

現金及び現金同等物 △479

差引：株式売却による収入 540
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（リース取引関係） 

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．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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：百万円） （単位：百万円）
 

 
取 得 価 額 

相 当 額 

減 価 償 却

累計額相当額

期 末 残 高

相 当 額

車輌運搬具 240 122 117

器具備品 5,358 2,110 3,248

ソフトウェア 1,218 910 308

合計 6,816 3,143 3,673
  

 

 
取 得 価 額

相 当 額

減 価 償 却

累計額相当額

減 損 損 失

累計額相当額

期 末 残 高

相 当 額

車輌 

運搬具 
230 162 － 67

器具備品 5,731 2,885 0 2,845

ソフト 

ウェア 
614 491 － 122

合計 6,575 3,539 0 3,036
  

(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等 

  未経過リース料期末残高相当額 
 

１年以内 1,284 百万円

１年超 2,517 

合計 3,801 
  

 
１年以内 1,224 百万円

１年超 1,947 

合計 3,172 

 リース資産減損勘定の残高        －百万円
 

(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、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 1,524 百万円

減価償却費相当額 1,512 

支払利息相当額 73 
  

 
支払リース料 1,402 百万円

減価償却費相当額 1,347 

リース資産減損勘定の取崩額 － 

支払利息相当額 62 

減損損失 － 
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (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、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 (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と

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。 

同左 

（注）上記（リース取引関係）の注記情報において、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に基づき省略してお

りますリース取引に係る注記情報のうち資産及び負債に係る事項は次のとおりであります。 

 40



 
(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     （単位：百万円）

 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） 

 取 得 価 額 
相 当 額 

減 価 償 却
累計額相当額

期 末 残 高
相 当 額

取 得 価 額
相 当 額

減 価 償 却
累 計 額
相 当 額

減 損 損 失
累 計 額 
相 当 額 

期 末 残 高
相 当 額

車輌運搬具 44 19 25 44 20 － 23

器具備品 1,768 782 986 2,225 1,206 5 1,013

ソフトウェア 155 87 68 152 114 － 38

レンタル用商品 4,023 1,935 2,087 2,764 1,664 － 1,100

合計 5,992 2,824 3,168 5,187 3,005 5 2,176

 

(2)未経過リース料期末残高相当額 
 

 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年以内 1,781 百万円  １年以内 1,296 百万円 

  １年超 1,442   １年超 937  

    合計 3,224    合計 2,233  
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                         （単位：百万円） 

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）

 種類 
取得原価

連結貸借対
照表計上額

差額 取得原価 
連結貸借対
照表計上額 

差額 

株式 2,327 5,728 3,400 4,143 8,338 4,194連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 小計 2,327 5,728 3,400 4,143 8,338 4,194

株式 318 39 △278 765 711 △54

債券 － － － 300 273 △26

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

小計 318 39 △278 1,065 984 △81

合計 2,646 5,767 3,121 5,209 9,323 4,113

 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券           （単位：百万円） 

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） 

売却額 売却益の合計 売却損の合計 売却額 売却益の合計 売却損の合計 

6 3 0 1,149 301 0

 

３．時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額             （単位：百万円） 

 
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） 

 連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

(1) 満期保有目的の債券   

非上場外国債券 － 0 

(2) その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 787 880 
 

（注）その他有価証券について、前連結会計年度において 209 百万円（時価のある株式 159 百万円、時価のない株

式 49 百万円）、当連結会計年度において 29 百万円（時価のある株式 0 百万円、時価のない株式 28 百万円）

の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上

下落した場合には減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考

慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 
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（デリバティブ取引関係） 
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)取引の内容及び取り組み方針 

 子会社は、長期借入金に係る支払利息に対する将

来の金利上昇の影響をヘッジするために金利スワッ

プ取引を利用しており、投機目的による取引は行っ

ておりません。 

(1)取引の内容及び取り組み方針 

同左 

 

(2)取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

 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。 

 ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

デリバティブ取引（金利スワップ取引） 

 ヘッジ対象 

市場金利等の変動によりキャッシュ・フロ

ーが変動するもの（変動金利の借入金）。 

 ヘッジ方針 

 将来の金利上昇の影響をヘッジするために利

用することを方針としております。 

 ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計

とを比較し、両者の変動額等を基礎にして一定

の相関性を判定することにより判断しておりま

す。 

(2)取引の利用目的 

同左 

 

 

 

 

 ヘッジ会計の方法 

         同左 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

同左 

 ヘッジ対象 

同左 

 

 ヘッジ方針 

同左 

 

 ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(3)取引に係るリスクの内容 

 子会社の契約している金利スワップ取引は、市場

金利の変動によるリスクを有しておりますが、契約

先は信用度の高い金融機関に限定されており、相手

先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは極めて

低いと判断しております。 

(3)取引に係るリスクの内容 

同左 

 

(4)取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引等の重要な契約は、取締役会の

付議事項となっております。取引の実行、管理は財

務グループで行われております。 

(4)取引に係るリスク管理体制 

同左 

(5)その他 

 「取引の時価等に関する事項」における契約額等

は、当該金額自体がデリバティブ取引に係るリスク

量を示すものではありません。 

(5)その他 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

   当社グループは、ヘッジ会計が適用されているもの以外のデリバティブ取引を全く利用していないた

め、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 
１ 採用している退職給付制度の概要 

 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） 

当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。また、従業員

の退職に際して特別功労退職金を支払う場合があります。 

なお、一部の連結子会社において、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を採用しております。 

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） 

当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。また、従業員

の退職に際して特別功労退職金を支払う場合があります。 

なお、一部の連結子会社において、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を採用しております。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳                         （単位：百万円） 

 
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)退職給付債務 

(2)年金資産 

(3)未積立退職給付債務 (1)+(2) 

(4)未認識数理計算上の差異 

(5)連結貸借対照表計上額純額(3)+(4) 

(6)前払年金費用 

(7)退職給付引当金(5)-(6) 

△581

484

△97

52

△44

62

△107
 

△594

630

36

△12

23

57

△34
 

(注）退職一時金制度を採用している連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用の内訳                            （単位：百万円） 

 
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) 

退職給付費用 93 124

(1)勤務費用 48 61

(2)確定拠出年金掛金 31 35

(3)利息費用 11 11

(4)期待運用収益（減算項目） △10 △12

(5)未認識数理計算上の差異償却（△は減算） 11 26

(注）上記退職給付費用以外に従業員の退職に際して特別功労退職金を、前連結会計年度においては 17 百万円、

当連結会計年度においては 12 百万円支払っております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 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)割引率 2.5％ 2.5％ 

(2)期待運用収益率 2.5％ 2.5％ 

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  同左 

(4)過去勤務債務の処理年数   

発生時の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費用処理することとしております。 

(5)数理計算上の差異の処理年数   

発生した連結会計年度の翌連結会計年度より３年間で均等償却処理することとしております。 
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（税効果会計関係） 

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 
（繰延税金資産）   

貸倒引当金繰入限度超過額 131百万円

賞与引当金損金不算入 324 

販促費損金不算入 121 

減価償却費限度超過額 233 

営業権償却超過額 596 

未払事業税等損金不算入 167 

役員退職慰労引当金 178 

商品評価損損金不算入 456 

投資有価証券評価減損金不算入 379 

未実現利益に係る一時差異 209 

前払ＭＧ償却損金不算入 343 

ポイント引当金損金不算入 94 

返品調整引当金損金不算入 54 

閉店損失引当金損金不算入 57 

事業撤退損失引当金損金不算入 212 

繰越欠損金控除見込額 281 

その他 156 

繰延税金資産合計 3,995 

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △14 

その他有価証券評価差額 △1,632 

その他 △18 

繰延税金負債合計 △1,666 

繰延税金資産の純額 2,329 
 

   
（繰延税金資産）   

貸倒引当金繰入限度超過額 154百万円

賞与引当金損金不算入 432 

販促費損金不算入 16 

減価償却費限度超過額 219 

営業権償却超過額 266 

未払事業税等損金不算入 407 

役員退職慰労引当金 196 

商品評価損損金不算入 262 

投資有価証券評価減損金不算入 25 

未実現利益に係る一時差異 157 

前払ＭＧ償却損金不算入 288 

ポイント引当金損金不算入 91 

返品調整引当金損金不算入 9 

閉店損失引当金損金不算入 5 

繰越欠損金控除見込額 118 

その他 212 

繰延税金資産合計 2,866 

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △13 

その他有価証券評価差額 △1,692 

その他 △6 

繰延税金負債合計 △1,712 

繰延税金資産の純額 1,154 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳につ

いては、税金等調整前当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 近２連結会計年度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。 

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）       （単位：百万円） 

 
フランチャイ
ズ関連事業 

店舗運営事業
インターネッ
ト関連事業

コンテンツ
関連事業 

計 消去又は全社 連結 

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 

129,739 49,742 7,055 4,993 191,531 － 191,531

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 

27,007 107 1,221 384 28,721 (28,721) －

計 156,747 49,849 8,277 5,378 220,253 (28,721) 191,531

営業費用 145,776 52,163 7,938 6,567 212,446 (28,990) 183,456

営業利益又は 
営業損失（△） 

10,971 △2,314 338 △1,189 7,806 268 8,075

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出 

  

資産 79,207 20,536 3,037 6,508 109,291 (27,051) 82,239

減価償却費 1,953 1,075 191 1,500 4,720 － 4,720

資本的支出 2,974 1,902 402 1,189 6,468 － 6,468

 （注）１．事業区分は、事業の内容によっております。  

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

(1)フランチャイズ関連事業 

フランチャイズ方式による「TSUTAYA」事業及びそれに伴う商品、什器・備品の販売等 

(2)店舗運営事業 

「TSUTAYA」店舗の運営 

(3)インターネット関連事業 

インターネットを利用して「TSUTAYA」会員等に対して情報を提供する事業及びインターネット上で行う

通販事業等 

(4)コンテンツ関連事業 

版権購入・配給・販売を行う映像・音楽事業、出版事業等 

３．配賦不能営業費用はありません。 

４．会計処理の方法の変更 

(1)営業権の償却方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

無形固定資産」に記載のとおり、営業権の償却方法については当連結事業年度末より一括償却する方法

に変更しております。これに伴う営業費用に与える影響はありません。なお、この変更により「資産」

においてフランチャイズ事業で 966 百万円、店舗運営事業で 873 百万円それぞれ減少しております。 

またこの変更は当連結会計年度の下半期に行ったものであり、当中間連結会計期間において、当連結

会計年度と同様の方法を採用した場合に比べた営業費用に与える影響はありません。 
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(2)ポイント引当金の計上方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４(3)重要な引当金の計上基準 ポイント引

当金」に記載のとおり、店舗運営事業において販売促進を目的として店舗会員へ付与されたポイントの

使用については、当連結会計年度より発生見積額を計上するとともに当該額を売上高から控除する方法

から販売費及び一般管理費に計上する方法に変更しております。この変更に伴い従来の方法によった場

合に比べ、店舗運営事業の「売上高」が 457 百万円増加し、「営業費用」が 521 百万円増加しており、「営

業損失」が 64 百万円増加しております。 

(3)連結調整勘定（借方）及び持分法投資差額の償却方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「６連結調整勘定の償却に関する事項」に記

載のとおり、連結調整勘定（借方）及び持分法投資差額の償却方法の変更については、当連結事業年度

末より一括償却する方法に変更しております。これに伴う営業費用に与える影響はありません。なお、

この変更により「資産」においてフランチャイズ事業で 1,740 百万円、店舗運営事業で 4,031 百万円、

コンテンツ事業で 62 百万円、インターネット事業で 30 百万円それぞれ減少しております。 

またこの変更は当連結会計年度の下半期に行ったものであり、当中間連結会計期間において、当連結

会計年度と同様の方法を採用した場合に比べた営業費用に与える影響はありません。 

 

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）        （単位：百万円）

 直営事業 
フランチャ

イズ事業 
商品事業

インター

ネット関連

事業 

カード 

関連事業
その他 計 

消去又は全

社 
連結 

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 

60,900 25,794 113,792 16,425 5,318 6,148 228,379 － 228,379

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

140 6,927 24,373 1,359 137 147 33,086 (33,086) －

計 61,041 32,722 138,165 17,784 5,456 6,295 261,465 (33,086) 228,379

営業費用 61,142 26,267 132,682 16,766 4,386 6,338 247,583 (33,398) 214,184

営業利益又は 
営業損失（△） 

△101 6,455 5,483 1,018 1,070 △42 13,882 311 14,194

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出 

   

資産 24,174 27,692 26,983 12,630 6,701 9,614 107,796 (13,316) 94,479

減価償却費 872 1,256 1,078 429 167 43 3,848 0 3,849

資本的支出 1,339 931 2,597 1,069 406 211 6,557 0 6,557

 （注）１．事業区分は、事業の内容によっております。 

２．各事業の区分に属する主要な事業の内容 

(1)直営事業 

「TSUTAYA」等店舗の運営 

(2)フランチャイズ事業 

フランチャイズ方式による「TSUTAYA」事業及びそれに伴う什器・備品の販売等 

(3)商品事業 

「TSUTAYA」加盟店、その他企業への商品販売等 

(4)インターネット関連事業 

インターネットを利用して「TSUTAYA」会員等に対して情報を提供する事業及びインターネット上で行う

通販事業等 
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(5)カード関連事業 

クレジットカード関連事業及びポイント管理事業等 

(6)その他 

上記、既存事業以外の新たな事業分野及び上記事業区分に含まれないその他の事業 

(注)平成 18 年３月１日付で実施した会社分割に伴い、分割後のカルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱（持

株会社）につきましては消去又は全社欄に含めて記載しております。 

３．配賦不能営業費用はありません。 

４. 事業区分の変更 

事業区分の方法については、従来、事業の関連性等の観点から４区分にしておりましたが、当社グルー

プの事業再編及び連結会計システムでのデータ整理等が可能になったことに伴い、当社グループの事業

区分を見直した結果、当社グループの事業セグメントの実態を反映し、より適正なセグメントとすべく、

従来のフランチャイズ関連事業を細分化してフランチャイズ事業及び商品事業並びにカード関連事業に

区分表示し、コンテンツ関連事業のうち DVD 等の製作・販売卸売業については商品事業に含め、その他

の事業についてはその他として表示することといたしました。また、店舗運営事業は、直営事業にセグ

メント名称を変更しております。 

なお、当連結会計年度と同一の区分方法によった場合の前連結会計年度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。 

 
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）        （単位：百万円）

 直営事業 
フランチャ

イズ事業 
商品事業

インター

ネット関連

事業 

カード 

関連事業
その他 計 

消去又は全

社 
連結 

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 

49,742 23,624 104,925 7,055 4,788 1,396 191,531 － 191,531

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

107 5,941 24,134 1,221 164 32 31,601 (31,601) －

計 49,849 29,565 129,059 8,277 4,952 1,428 223,133 (31,601) 191,531

営業費用 52,163 24,596 124,943 7,938 4,470 1,477 215,590 (32,134) 183,456

営業利益又は 
営業損失（△） 

△2,314 4,969 4,115 338 482 △49 7,543 532 8,075

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出 

   

資産 20,536 53,666 44,069 3,037 3,934 649 125,894 (43,655) 82,239

減価償却費 1,075 1,152 2,227 191 69 4 4,720 － 4,720

資本的支出 1,902 1,307 2,126 402 692 37 6,468 － 6,468
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【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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を越えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【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）及び当連結会計年度（自 平成

17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日）において、海外売上高はいずれも連結売上高の 10％未満であ

るため、記載を省略しております。 

 

【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 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 

（百万円） 
事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高
（百万円）

流動資産（そ
の他） 

10

主要株主（個
人）及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等（当該
会社の子会社
を含む） 

㈱ソウ・ツー 
（注）１ 

大阪府
枚方市

10 資産管理会社 なし なし なし 

新宿TSUTAYA店に
設置の塔屋看板
の賃借 

（注）２

15 

敷金保証金 6

楽天㈱ 
東京都
港区 

54,059 
インターネッ
トサービス事
業等 

なし 
兼任 
２人 

なし 

当社の商品デー
タベース（DVD、
CD等）の一部の使
用権を許諾する
取引及び支払手
数料 

（注）２

7 未払金 1

役員及びその
近親者が過半
数を所有して
いる会社等
（当該会社の
子会社を含
む） 

㈱エイテックク
マヒラ 

東京都
渋谷区

20 
経営コンサル
ティング業及
び企業研修業

なし 
兼任 
１人 

なし 

経営戦略立案に
関するコンサル
ティング業務 

（注）２

14 未払金 2

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 （注）１. 主要株主（個人）である当社代表取締役 増田宗昭の近親者が議決権の 100%を所有しております。ま

た、上記の取引に加え㈱ソウ・ツーと当社子会社との間の主要な取引として、次の取引があります。取

引条件については、当社と関連を有しない他の事業者と同一の条件によっております。 

会社等の名称 取引内容 
取引金額
（百万円）

科目 
期末残高
（百万円）

㈱TSUTAYA STORES 東京
直営店新宿TSUTAYAの
店舗賃借 

270

前払費用 

投資その他の資産（その他）

未払金 

23

81

1

なお、上記取引以外、㈱ソウ・ツーとは新規の不動産賃貸借取引を行わない方針であります。 

２． 取引条件については、当社又は当社子会社と関連を有しない他の事業者と同一の条件によっております。 

３．取引金額、期末残高のうち敷金保証金については消費税額が含まれておりませんが、その他の期末残高

については、消費税等が含まれております。 
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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 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 

（百万円） 
事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高
（百万円）

主要株主（個
人及びその近
親者） 

増田宗昭 － － 
当社代表取締
役社長 

被所有 
直接24.7％ 
間接16.6％ 

－ － 
有価証券（子会社
株式）の譲受 

（注）１
15,827 － －

㈱ソウ・ツー 
（注）２ 

大阪府
枚方市

10 資産管理会社 なし なし なし 

新宿TSUTAYA店に
設置の塔屋看板
の賃借 

（注）３

13 － －
主要株主（個
人）及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等（当該
会社の子会社
を含む） マスダアンド

パートナーズ㈱ 
（注）３ 

大阪府
枚方市

10 資産管理会社
被所有直接
16.6％ 

兼任1名 なし 
有価証券の譲受

（注）１
472 － －

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(注) １． 有価証券の譲渡価格については、第三者機関の評価に基づき算定された価格を参考に決定しております。 

２．主要株主（個人）である当社代表取締役 増田宗昭の近親者が議決権の 100％を所有しております。 

    ３．主要株主（個人）である当社代表取締役 増田宗昭及びその近親者が議決権の 100％を所有しておりま

す。 

４． 取引条件については、当社又は当社子会社と関連を有しない他の事業者と同一の条件によっております。 

５． ㈱ソウ・ツー及びマスダアンドパートナーズ㈱並びに増田宗昭と当社子会社との間の主要な取引として、

次の取引があります。 

取引先の名称 会社等の名称 取引内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）

㈱ソウ・ツー ㈱TSUTAYA STORES 東京 
新宿TSUTAYAの店舗
賃借 

271

前払費用 

投資その他の資産（その他） 

未払金 

23

81

1

マスダアンド
パートナーズ㈱ 

シー・シー・シーインベ
ストメント㈱ 

有価証券の譲受 20 － －

増田宗昭 
シー・シー・シーインベ
ストメント㈱ 

有価証券の譲受 105 － －

店舗賃借取引の条件については、当社子会社と関連を有しない他の事業者と同一の条件によっており、 

有価証券の譲渡価格については、第三者機関の評価に基づき算定された価格を参考に決定しております。 

なお、上記取引以外、㈱ソウ・ツーとは新規の不動産賃貸借取引を行わない方針であります。 

６．取引金額、期末残高のうち敷金保証金については消費税額が含まれておりませんが、その他の期末残高

については、消費税等が含まれております。 
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（１株当たり情報） 

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） 

１株当たり純資産額 317円43銭 １株当たり純資産額 384円50銭

１株当たり当期純損失金額 79円03銭 １株当たり当期純損失金額 589円48銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株あたり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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株当たり当期純損失金額   

当期純損失（百万円） 3,900 31,203 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 37 41 

（うち利益処分による役員賞与金） （37） （41） 

普通株式に係る当期純損失金額（百万円） 3,938 31,244 

普通株式の期中平均株式数（株） 49,831,993 53,004,121 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（株） － － 

（うち新株予約権） － － 

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めなかった潜在

株式の概要 

－ － 
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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） 

１．提出会社の平成 17 年６月 23 日開催の定時株主総会特別決議に基づき、業績向上に対するインセンティ

ブとして提出会社及び提出会社関係会社の取締役及び社員に対して、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280

条ノ 21 の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）の付与を行います。 

 株式の種類          普通株式 

 新規発行の予定株数      500,000 株 

 付与対象者          提出会社及び提出会社関係会社の取締役及び社員 

 行使期間           平成 19 年７月１日から平成 27 年６月 22 日まで 

 （注）新株予約権１個当たりの払込みをすべき金額は、次により決定される１株当たりの払込価額（以

下「払込価額」という。）に新株予約権１個につき、割当てられる株式数を乗じた金額とする。 

   払込価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における東

京証券取引所における提出会社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.03 を乗じた金額とし、１円

未満の端数は切り上げる。 

   ただし、かかる金額が新株予約権発行日の前営業日の終値を下回る場合には、当該終値とする。な

お、新株予約権発行後、提出会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価

額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

１ 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

分割・併合の比率 

   また、新株予約権発行日以後に、時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分（新株

予約権の行使または平成 14 年４月１日改正前商法第 280 条ノ 19 の規定に基づく新株引受権の行使

による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、提出会社の発行済株式総数

から提出会社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

    新規発行株式数×払込価額 
既発行株式数＋

新株式発行前の１株当たり株価調 整 後 

払込価額 
＝

調 整 前 

払込価額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数 

   また、新株予約権発行日後に、提出会社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を

行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な

範囲で、払込価額は適切に調整されるものとする。 

 

２．提出会社の平成 17 年６月 23 日開催の定時株主総会特別決議に基づき、提出会社取締役に対して株式

報酬型ストックオプションとして、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約

権（ストックオプション）の付与を行います。 

 株式の種類          普通株式 

 新規発行の予定株数      20,000 株 

 付与対象者          提出会社取締役 

 行使期間           平成 17 年 6 月 24 日から平成 37 年 6月 30 日まで 

  （注）新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、株式 1 株当たりの払込金額 1 円に、新株予

約権 1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。 

 

３．㈱TSUTAYA STORES 大阪、㈱TSUTAYA STORES 九州、㈱北九州ツタヤ及び㈱関東ツタヤは合併比率１：１：

１：１にて平成 17 年４月１日付で合併し、㈱TSUTAYA STORES 九州、㈱北九州ツタヤ及び㈱関東ツタヤは

解散しております。なお、存続会社は㈱TSUTAYA STORES 大阪としております。 

 

 

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） 

１．提出会社は、平成 18 年３月８日開催の取締役会において、株式の分割に関し、下記の通り決議しており

ます。 

(1)分割の方法 

 平成 18 年４月１日付をもって、平成 18 年３月 31 日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の所有株式数を、普通株式１株につき３株の割合をもって分割する。 

(2)分割により増加する株式数 

今回の株式分割により増加する株式数        126,227,040 株 

(3)配当起算日 

平成 18 年４月１日 
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 なお、当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当連結会計期 

（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 105円81銭 １株当たり純資産額 128円17銭 

１株当たり当期純損失金額 26円34銭 １株当たり当期純損失金額 196円49銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、当期純損失が計上されているため記載

しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、当期純損失が計上されているため記載

しておりません。 

 

２．㈱すみやとの資本提携及び業務提携について 

当社は、平成 18 年５月 15 日開催の取締役会において、当社連結子会社㈱TSUTAYA と㈱すみやとの間で

CD・DVD 販売の強化を目的とした資本提携を伴う業務提携を行うことを以下のとおり決議しております。 

(1) 業務提携及び資本提携の目的 

㈱TSUTAYA 及び㈱すみや双方のノウハウを活かした魅力的な売場作りが可能となるとともに、音楽、

映像という文化が詰まったパッケージ商品をお客様にお届けする、日本 大の CD、DVD 販売チェーンと

なり、これまで以上の顧客価値を創造することが可能となります。 

また、両社は、将来的な商品調達機能を一本化し、物流等の効率化を図ることで間接コストを削減し、

調達力の強化によってよりお客様にご満足いただける品揃えの実現を目指してまいります。 

(2) 株式取得する会社の名称 

  ㈱TSUTAYA 

(3) 取得する株式の会社の概要 

 ①商号 

  ㈱すみや 

 ②主な事業内容 

  音楽･映像ソフト･各種楽器･AV 機器･通信機器･家具･書籍等の小売及び卸売り、音楽教室・パソコン

教室等各種教室の運営、ビデオ・楽器のレンタル業務 

 ③本店所在地 

  静岡県静岡市葵区呉服町一丁目６番地の９ 

 ④決算期 

  ３月 31 日 

 ⑤事業規模 

  総資産 139 億 84 百万円（平成 17 年 12 月末） 

  資本金   5 億 83 百万円（平成 17 年 12 月末） 

  売上高 257 億 39 百万円（平成 17 年 ３月期） 

(4) 株式の取得時期 

  ㈱TSUTAYA は、平成 18 年６月開催予定の㈱すみや定時株主総会承認決議を条件に、平成 18 年７月に

㈱すみやが予定しています第三者割当増資を引受ける予定であります。 

(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

  異動前の所有株式数      2,000 株（持分比率 0.02％） 

  取得株式数     11,000,000 株 

  異動後の所有株式数 11,002,000 株（持分比率 69.03％） 

  取得価額      ４億 95 百万円 
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