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単元株制度採用の有無 無   

１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高及び営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 42,258 △15.4 1,400 △36.0 1,319 △36.6

17年９月中間期 49,970 21.3 2,186 91.3 2,082 119.4

18年３月期 115,371 3,776 3,569

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 1,464 △7.3 2,509 25

17年９月中間期 1,580 67.6 6,050 60

18年３月期 2,504 9,356 30

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 583,542.61株 17年９月中間期 261,173.12株 18年３月期263,819.40株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高及び営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率
であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 89,856 24,917 27.7 42,681 35

17年９月中間期 75,620 13,310 17.6 50,911 94

18年３月期 93,704 26,225 28.0 89,776 56

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期583,816.00株 17年９月中間期261,435.47株 18年３月期291,719.47株

②期末自己株式数 18年９月中間期 8.00株 17年９月中間期 1.54株 18年３月期 4.47株

２．平成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

百万円 百万円 百万円

通　期 43,900 950 1,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　1,712円89銭
 （注） 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583,808株で算出しております。

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 2,000 2,200 4,200

19年３月期（実績） 1,100 －  

19年３月期（予想） － 1,100 2,200

 （注） 平成18年４月１日において株式分割（１株→２株）を実施しております。
   ※   上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の11ページをご参照下さい。
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５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分

注
記
番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金 ※２  4,013,531   7,832,704  3,819,173  15,348,034  

２　売掛金   9,571,206   551,272  △9,019,934  12,002,145  

３　延払売上債権   1,270,477   ―  △1,270,477  437,302  

４　たな卸資産   11,765,373   1,550  △11,763,823  13,863,548  

５　繰延税金資産   179,710   ―  △179,710  ―  

６　短期貸付金   2,846,511   17,521,023  14,674,511  2,629,039  

７  立替金   ―   8,620,611  8,620,611  1,521,602  

８　その他 ※４  2,498,879   2,857,634  358,754  1,024,192  

貸倒引当金   △26,769   △10,132  16,636  △29,591  

流動資産合計   32,118,921 42.5  37,374,664 41.6 5,255,743  46,796,273 49.9

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）レンタル用
資産

  7,752,537   ―  △7,752,537  5,459,308  

(2）建物 ※２  683,272   526,738  △156,533  638,781  

(3）土地 ※２  2,314,476   2,412,134  97,657  2,281,245  

(4）その他   229,595   39,450  △190,145  204,841  

有形固定資産合
計

  10,979,883 14.5  2,978,323 3.3 △8,001,559  8,584,176 9.2

２　無形固定資産   121,969 0.2  79,118 0.1 △42,850  114,179 0.1

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※２  7,332,047   6,911,887  △420,160  9,452,084  

(2）関係会社株
式

※２  4,556,796   28,554,104  23,997,307  5,049,892  

(3）関係会社社
債

  ―   ―  ―  500,000  

(4）敷金・保証
金

※２  6,345,283   6,542,251  196,967  6,610,748  

(5）長期貸付金   13,650,308   6,973,692  △6,676,615  16,116,236  

(6）その他   778,089   915,053  136,963  961,858  

貸倒引当金   △262,455   △472,824  △210,369  △481,273  

投資その他の資
産合計

  32,400,070 42.8  49,424,164 55.0 17,024,094  38,209,546 40.8

固定資産合計   43,501,922 57.5  52,481,606 58.4 8,979,684  46,907,902 50.1

資産合計   75,620,843 100.0  89,856,270 100.0 14,235,427  93,704,175 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分

注
記
番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形   ―   5,726,952  5,726,952  ―  

２　買掛金 ※２  5,835,520   ―  △5,835,520  9,742,439  

３　短期借入金 ※２  1,140,000   1,180,000  40,000  1,300,000  

４　１年内返済予
定長期借入金

※２  13,425,166   11,713,266  △1,711,900  12,519,966  

５　１年内償還予
定社債

  1,833,000   2,613,000  780,000  2,413,000  

６　未払金   6,165,074   14,211,862  8,046,788  7,893,250  

７　ポイントサー
ビス引当金

  10,338   ―  △10,338  6,583  

８　その他 ※４  1,183,096   1,347,917  164,821  1,584,068  

流動負債合計   29,592,196 39.1  36,793,000 41.0 7,200,804  35,459,307 37.8

Ⅱ　固定負債            

１　社債   6,641,500   4,028,500  △2,613,000  5,435,000  

２　長期借入金 ※２  19,162,100   16,724,833  △2,437,266  18,483,666  

３　長期預り保証
金

  4,796,622   6,022,692  1,226,069  5,247,074  

４　退職給付引当
金

  66,243   56,448  △9,795  62,468  

５　繰延税金負債   1,836,421   1,225,699  △610,722  2,675,539  

６　その他   215,650   87,381  △128,269  115,528  

固定負債合計   32,718,538 43.3  28,145,554 31.3 △4,572,984  32,019,277 34.2

負債合計   62,310,734 82.4  64,938,554 72.3 2,627,820  67,478,584 72.0

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   2,872,468 3.8  ― ― ―  8,522,584 9.1

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  731,921   ―    6,382,038   

２　その他資本剰
余金 

           

(1）資本準備金
減少差益

 1,996,550   ―    1,996,550   

(2）自己株式処
分差益

 ―   ―    2   

資本剰余金合
計

  2,728,471 3.6  ― ― ―  8,378,590 8.9

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金  53,068   ―    53,068   

２　任意積立金  100,000   ―    100,000   

３　中間（当期）
未処分利益

 4,850,116   ―    5,251,787   

利益剰余金合
計

  5,003,184 6.6  ― ― ―  5,404,855 5.8

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  2,706,336 3.6  ― ― ―  3,921,251 4.2

Ⅴ　自己株式   △351 △0.0  ― ― ―  △1,691 △0.0

資本合計   13,310,108 17.6  ― ― ―  26,225,590 28.0

負債・資本合計   75,620,843 100.0  ― ― ―  93,704,175 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分

注
記
番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

株主資本            

Ⅰ　資本金   ― ―  8,538,053 9.5 ―  ― ―

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  ―   2,146,115    ―   

２　その他資本剰
余金 

    6,247,765       

資本剰余金合
計

  ― ―  8,393,880 9.3 ―  ― ―

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金  ―   53,068    ―   

２　その他利益剰
余金

           

別途積立金  ―   100,000    ―   

繰越利益剰余
金

 ―   6,037,852    ―   

利益剰余金合
計

  ― ―  6,190,920 6.9 ―  ― ―

Ⅳ　自己株式   ― ―  △1,513 △0.0 ―  ― ―

株主資本合計   ― ―  23,121,340 25.7 ―  ― ―

評価・換算差額等            

Ⅰ　その他有価証券
評価差額金

 ―   1,796,375    ―   

評価・換算差額等合
計 

  ― ―  1,796,375 2.0 ―  ― ―

純資産合計   ― ―  24,917,716 27.7 ―  ― ―

負債・純資産合
計

  ― ―  89,856,270 100.0 ―  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度の要約損益計算書
（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   49,970,699 100.0  ―  ―  115,371,955 100.0

Ⅱ　売上原価   44,876,829 89.8  ―  ―  105,490,701 91.4

売上総利益   5,093,870 10.2  ―  ―  9,881,254 8.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  2,907,042 5.8  ―  ―  6,105,104 5.3

営業利益   2,186,828 4.4  ―  ―  3,776,149 3.3

Ⅳ　営業収益   ― ―  42,258,332 100.0 ―  ― ―

Ⅴ　営業費用   ― ―  40,857,924 96.7 ―  ― ―

営業利益   ― ―  1,400,407 3.3 ―  ― ―

Ⅵ　営業外収益            

１　受取利息及び
配当金

 113,745   122,318    246,687   

２　その他  80,178 193,924 0.4 65,919 188,237 0.4 △5,687 210,897 457,584 0.4

Ⅶ　営業外費用            

１　支払利息  225,812   176,496    440,809   

２　その他  72,341 298,154 0.6 92,741 269,237 0.6 △28,916 223,100 663,910 0.6

経常利益   2,082,598 4.2  1,319,407 3.1 △763,191  3,569,823 3.1

Ⅷ　特別利益 ※２  20,313 0.0  342,628 0.8 322,314  12,611 0.0

Ⅸ　特別損失
※３

※５
 ― ―  191,831 0.4 191,831  285,275 0.2

税引前中間（当
期）純利益

  2,102,912 4.2  1,470,203 3.5 △632,708  3,297,159 2.9

法人税、住民税
及び事業税

 9,532   5,945    89,369   

法人税等調整額  513,123 522,655 1.0 ― 5,945 0.0 △516,710 702,994 792,364 0.7

中間（当期）純
利益

  1,580,256 3.2  1,464,257 3.5 △115,998  2,504,795 2.2

前期繰越利益   3,269,859   ―  ―  3,269,859  

中間配当額   ―   ―  ―  522,867  

中間（当期）未
処分利益

  4,850,116   ―  ―  5,251,787  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資

本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31

日残高

（千円）

8,522,584 6,382,038 1,996,552 8,378,590 53,068 100,000 5,251,787 5,404,855 △1,691 22,304,339

中間会計期間中の

変動額

新株の発行（千

円）
15,468 15,468  15,468      30,936

資本準備金の取

崩（千円）
 △4,251,391 4,251,391       ―

剰余金の配当

（千円）（注）
      △641,773 △641,773  △641,773

役員賞与（千

円）（注）
      △36,420 △36,420  △36,420

中間純利益（千

円）
      1,464,257 1,464,257  1,464,257

自己株式の処分

（千円）
  △177 △177     177 ―

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

（純額）

（千円）

          

中間会計期間中の

変動額合計

（千円）

15,468 △4,235,922 4,251,213 15,290   786,064 786,064 177 817,001

平成18年９月30

日残高

（千円）

8,538,053 2,146,115 6,247,765 8,393,880 53,068 100,000 6,037,852 6,190,920 △1,513 23,121,340

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－ 54 －



評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日残高

（千円）
3,921,251 3,921,251 26,225,590

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   30,936

資本準備金の取崩（千円）   ―

剰余金の配当（千円）   △641,773

役員賞与（千円）   △36,420

中間純利益（千円）   1,464,257

自己株式の処分（千円）   ―

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△2,124,875 △2,124,875 △2,124,875

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,124,875 △2,124,875 △1,307,874

平成18年９月30日残高

（千円）
1,796,375 1,796,375 24,917,716
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

(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）

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

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

子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）デリバティブ

　時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

２　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

(1）商品

ビデオソフト、CD及びゲームソ

フト等

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

新刊書籍等

同左

中古品

　月別総平均法による原価法

中古品

同左

中古品

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

(2）貯蔵品

同左

３　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。

(1）レンタル用資産

同左

(1）レンタル用資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３　固定資産の減価償却の方

法

(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。また、

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

(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。

　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

(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

(4）長期前払費用のうち償却の対象

となるもの

同左

４　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）株式交付費

同左

(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）      ―――――

 

(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。

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(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

(2）ポイントサービス引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５　引当金の計上基準 (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額に基づき、

当中間会計期間末に発生している

額を計上しております。

　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

(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。

６　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 同左

７　ヘッジ会計の方法 (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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

同左

ｂ　ヘッジ対象

…借入金

ｂ　ヘッジ対象

同左

ｂ　ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　主に当社の内規で定める管理規

程に基づき金利変動リスクをヘッ

ジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評

価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重要

な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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） （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間から「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。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用第８号　平

成17年12月９日）を摘用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、24,917,716千円でありま

す。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

   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

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表）　

　「長期未収入金」（57,289千円）については、重要性が

なくなったため、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。

（中間貸借対照表）　

　「立替金」については、前中間会計期間までは流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間において、資産の合計額の100分の５を超えたため、

区分掲記することといたしました。なお、前中間会計期間

の「立替金」の金額は1,349,838千円であります。

（中間損益計算書）

　「シンジケートローン手数料」（23,121千円）について

は、重要性がなくなったため、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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

35,125,996千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

575,942千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

34,196,058千円

※２　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

※２　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

※２　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

定期預金 32,000千円

建物 248,679 〃

土地 1,802,789 〃

投資有価証券 807,588 〃

関係会社株式 357,975 〃

敷金・保証金 10,012 〃

合計 3,259,045千円

定期預金 12,000千円

土地 655,465 〃

投資有価証券 667,799 〃

合計 1,335,264千円

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

①株式会社ゲオ

(2）上記に対応する債務

買掛金 60,505千円

短期借入金 40,000 〃

１年内返済予定長期

借入金
2,822,800 〃

長期借入金 4,968,000 〃

合計 7,891,305千円

１年内返済予定長期

借入金
1,849,000千円

長期借入金 3,753,000 〃

合計 5,602,000千円

②株式会社ゲオサプライ

買掛金 36,957千円
   

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

　３　保証債務

　子会社である株式会社スパイクの仕入

債務（31,745千円）、株式会社アムスの

仕入債務（79,589千円）に対しての保証

を行っております。

　３　保証債務

　子会社である株式会社アムスの仕入債

務（54,906千円）、株式会社イーネット・

フロンティアの仕入債務（12,928千円）

に対しての保証を行っております。

また株式会社ゲオエステートの借入

（3,430,000千円）、株式会社ベストゲオ

の借入（275,000千円）に対しての保証を

行っております。

　３　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。

※４　消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。

※４　消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※４　　　――――――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　     ――――――― ※１　前中間期及び前事業年度では、売上高・

売上原価・販売費及び一般管理費と分類

していた収益及び費用の表示は平成18年

８月１日にメディア事業が分社したこと

に伴い、当中間期より営業収益・営業費

用に分類して表示しております。

※１　     ―――――――

※２　特別利益の主なものの内訳は、次のと

おりであります。

 

※２　特別利益の主なものの内訳は、次のと

おりであります。

 

※２　特別利益の主なものの内訳は、次のと

おりであります。

 

投資有価証券売却益 6,414 千円

貸倒引当金戻入益 13,899 〃

関係会社株式売却益 300,000 千円

貸倒引当金戻入益 42,628 〃

投資有価証券売却益 6,722 千円

貸倒引当金戻入益     5,889 〃

※３　　　―――――――――― ※３　特別損失の主なものの内訳は、次のと

おりであります。

※３　特別損失の主なものの内訳は、次のと

おりであります。

固定資産除却損 4,587 千円

投資有価証券評価損 52,940 〃

減損損失 118,024 〃

固定資産除却損 16,939 千円

貸倒引当金繰入額 200,000 〃

減損損失 33,231 〃

関係会社株式売却損 13,200 〃

関係会社株式評価損 21,904 〃

　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額

有形固定資産 6,767,691 千円

無形固定資産 13,071 〃

有形固定資産 2,128,620 千円

無形固定資産 15,991 〃

有形固定資産 12,723,360 千円

無形固定資産 248,023 〃

※５　　　―――――――――― ※５　減損損失

　当中間会計期間において、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）

 東京都豊

島区
賃貸不動産

土地及び

建物等 
118,024

 合計 118,024

※５　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

　東京都豊島区にある賃貸不動産につい

ては取り壊した後新たに賃貸不動産を建

設することが決定しておりますので当該

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（118,024千

円）として特別損失に計上いたしました。

その内訳は、建物53,456千円、その他

1,697千円、土地62,869千円でありま

す。

　なお、当該資産のうち土地の回収可能

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６％で割り引い

て算定しております。

　また、建物及びその他の回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、正

味売却価額を零として評価しております。

　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。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前会計年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 （注）１、２ 4.47 4.47 0.94 8.00

合計 4.47 4.47 0.94 8.00

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4.47株は、分割による増加であります。

       ２．普通株式の自己株式の株式数の減少0.94株は、自己株式の消却による減少であります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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中間期末残高相当額

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

及び中間期末残高相当額

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

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

レンタ
ル用資
産

6,770,321 3,487,064 3,283,256

工具・
器具及
び備品

7,708,696 3,117,136 4,591,559

ソフト
ウェア

443,442 250,688 192,754

合計額 14,922,460 6,854,889 8,067,570

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具・
器具及
び備品

11,025,378 4,808,145 6,217,233

ソフト
ウェア

420,954 257,804 163,150

合計額 11,446,333 5,065,949 6,380,383

 
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）

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　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料中間期末残高相当額等

 　 未経過リース料中間期末残高相当額

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年内 3,748,816千円

１年超 4,308,395 〃

合計 8,057,212千円

１年内 2,321,540千円

１年超 4,215,290 〃

合計 6,536,830千円

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、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

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 2,036,587千円

減価償却費相当額 1,909,265 〃

支払利息相当額 125,168 〃

支払リース料 1,219,187千円

減価償却費相当額 1,132,666 〃

支払利息相当額 92,737 〃

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

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

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。

（減損損失について）

同左

－ 63 －



②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの。

 
中間貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

 子会社株式 1,730,772 1,860,000 129,227

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの。

 
中間貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

 子会社株式 1,730,772 1,844,500 113,727

 関連会社株式 1,704,300 756,600 △947,700

※関連会社株式につきましては、著しく時価が下落しているものがありますが、回復可能性があ

ると考え評価減はしておりません。

前事業年度末（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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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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 50,911円94銭

１株当たり中間純利益 6,050円60銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
6,026円01銭

１株当たり純資産額 42,681円35銭

１株当たり中間純利益      2,509円25銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
     2,500円38銭

１株当たり純資産額 89,776円56銭

１株当たり当期純利益      9,356円30銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
     9,328円02銭

 

 

  当社は平成18年３月31日付の株主に対して

平成18年４月１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。当該株式分割が

前期首に行われたと仮定した場合の１株当た

り情報については、以下のとおりであります。

 

　

前中間会計期間 前会計年度

１株当たり純資産額
25,455円97銭

１株当たり純資産額
44,888円28銭

１株当たり中間純利
益

3,025円30銭

１株当たり当期純利
益

4,678円15銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益

3,013円00銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

4,664円01銭

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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間損益計算書上の中間（当期）純利益（千円） 1,580,256 1,464,257 2,504,795

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 1,580,256 1,464,257 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 ― ― 36,420

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 36,420

普通株式の期中平均株式数（株） 261,173.12 583,542.61 263,819.40

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に用いられた中間（当期）純利益調整額の主要な

内訳（千円）

― ― ―

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（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）
   

（うち新株引受権） 267.03 ― ―

（うち新株予約権） 798.68 2,069.60 799.79

普通株式増加数（株） 1,065.71 2,069.60 799.79

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間（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及び

平成17年６月27日定時株主

総会特別決議による）

新株予約権2,345個

 

 

 

― 

 

 

 ―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

　株式会社トーハンの子会社への資本参加に

ついて

当社は平成17年10月25日開催の取締役会

において、株式会社トーハンの全国の書店

ネットワークを持つ強みと当社のレンタル、

リサイクルビジネスノウハウの強みを最大

限発揮する目的で、株式会社トーハンの子

会社である株式会社ジャパンＡＶレンタル

システムによる増資（１億60百万円）を株

式会社トーハンと共に当社が引受け共同出

資会社となることを決議いたしました。（当

社の引受額80百万円）

 　 株式会社ジャパンＡＶレンタルシステム

の概要

 (1）商号　株式会社ジャパン・エイ・ヴ

イ・レンタルシステム

 (2）事業内容　ＡＶレンタルを中心とした

複合店のフランチャイズ展

開と直営店経営

 (3）所在地　東京都千代田区九段北１-７-

１

 (4）代表者　代表取締役社長

醍醐　貴広

 (5）資本金　20百万円

 (6）売上高　51億13百万円（平成17年３月

期）

 (7）株式取得日　平成17年11月１日

 (8）取得株式数　1,600株

 (9）取得価額  　80百万円

 (10）取得後の持分比率　44.4％

 

 

 ────── 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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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

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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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

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　 760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％）
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

（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

 

 

 

 

 

 

 

 

６　株式会社ゲオ・ビービーの株式売却

当社は、平成18年５月25日開催の

取締役会におきまして、当社グルー

プのビデオ・オン・デマンドサービ

スを行っております当社の持分法適

用関連会社である株式会社ゲオ・ビー

ビーの株式の一部を売却することを

決議いたしました。よって、同社は

持分法適用除外になりました。これ

により、株式売却益が300,000千円発

生する見込みです。

（1）株式売却の概要

① 売却する相手会社の名称　株式会

社藤田商店

② 売却する時期　  平成18年５月31

日

③ 売却する株式数　10,000株　　　

　

④ 売却金額　　　　800,000千円　

　

⑤ 売却後の持分比率

株式会社ゲオ  10,000株

             （12.61％）

（2）株式会社ゲオ・ビービーの概要

① 商号　  株式会社ゲオ・ビービー

② 代表者　代表取締役社長　吉川恭

史

③ 所在地  東京都千代田区猿楽町

2-8-8

④ 設立年月日　平成17年１月

⑤ 事業の内容　　ビデオ・オン・デ

マンドサービス事業

⑥ 決算期　３月

⑦ 従業員数　22名
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

７  会社分割について

平成18年５月18日開催の当社取締役

会におきまして、平成18年８月１日を

分割期日として、下記のとおり当社の

メディア事業を会社分割により当社

100％子会社である株式会社グレード・

コミュニケーションへ承継することを

平成18年６月29日開催の第18回定時株

主総会の承認を条件に決議いたしまし

た。

  なお、会社分割に関する事項の概要

は以下のとおりであります。 

１．会社分割の目的

当社グループでは従来当社の商品

本部にて、店舗運営を行っている子

会社への商品供給を行っていました

が、平成16年11月にビデオ、ＤＶＤ

等のレンタル商品の賃貸（レベ

ニュー・シェアリング・システム）

を行っている株式会社グレード・コ

ミュニケーションを100％子会社化し、

それ以降は両社において商品供給を

行う体制となっていました。

　今後、グループ内における商品物

流機能を集約して効率化を図ること

と、当社を中心とした持株会社型体

制に移行し、グループ体制の強化を

図ることを目的として会社分割を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．会社分割の要旨

（1）分割の日程 

分割契約書承認取締役会

　　　　　　平成18年５月18日

分割契約書調印

　　　　　　平成18年５月18日

分割契約書承認株主総会

　　　　　　平成18年６月29日

分割期日　　平成18年８月１日

分割登記　　平成18年８月１日

（2）分割方式 

① 分割方式

当社を分割会社とし、当社の

100％子会社である株式会社グ

レード・コミュニケーションを

承継会社とする分社型吸収分割

を行います。 
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 当分割方式を採用した理由

株式会社グレード・コミュニ

ケーションにおいて当社グルー

プの商品物流機能を集約するこ

とから、当分割方式を採用いた

します。

（3）株式の割当 

① 株式割当比率

承継会社は、本会社分割に際

して普通株式606,144株を新たに

発行し、その総数を当社に割当

てます。 

② 株式割当比率の算定根拠

当社は、持株会社型体制への

移行を目的に、メディア事業を

当社の100％子会社である株式会

社グレード・コミュニケーショ

ンに承継させ、本会社分割によ

り承継会社は当社に対して新た

に発行する普通株式606,144株の

全てを割当てます。

 （4）分割交付金 

本会社分割において、分割交付金

の支払いはありません。 

（5）承継会社が承継する権利義務 

本会社分割において、承継会社が

当社から承継する権利義務は、分割

契約書で定めるものを除き、原則と

して当社のメディア事業に関する一

切の債権債務、その他の権利義務が

承継会社に承継されます。 

（6）債務履行の見込み 

当社及び承継会社のいずれにおい

ても、本会社分割以降の債務の履行

に支障を及ぼす事態はないものと判

断しております。 
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．分割当事会社の概要

(1)商号

株式会社ゲオ

（分割会社）

平成18年３月31日

現在

株式会社グレード・

コミュニケーション

（承継会社）

平成18年３月31日

現在

(2)事業内容 

ビデオ、ＤＶＤ、

ＣＤ、ゲームソフ

ト、書籍等のレン

タル、販売ならび

に中古売買 

ビデオ、ＤＶＤ等

の賃貸ならびに販

売

(3)設立年月日 平成元年１月10日 平成13年４月25日

(4)本店所在地 

愛知県春日井市如

意申町五丁目11番

地の３

東京都新宿区高田

馬場一丁目27番13

号 

(5)代表者
代表取締役社長　

沢田喜代則 

代表取締役社長　

吉川恭史

(6)資本金 8,522百万円 10百万円

(7)発行済株式総

数
291,719株 2,440株

(8)株主資本 26,225百万円 198百万円

(9)総資産 93,704百万円 18,140百万円

(10)決算期 ３月31日 ３月31日

(11)従業員数 351名 36名

(12)主要取引先 

店舗を運営する子

会社

フランチャイジー

 

レンタルショップ

株式会社ゲオ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．分割する事業部門の内容

（1）事業部門の内容 

当社グループ直営店舗ならびにフ

ランチャイズ店舗へ商品の供給を

行っているメディア事業。

（2）事業部門の経営成績 

 

平成18年

３月期

メディア事業

の実績(a)

平成18年

３月期

当社の実績

(b)

比率

（a/b）

 売上高
113,746 

百万円 

115,371 

百万円 
98.6％ 

 営業利益
4,087 

百万円 

3,776 

百万円 
108.2％ 

（3）譲渡資産、負債の項目および金額

（平成18年３月31日現在） 

資産 負債

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産
26,322 

百万円 
流動負債

10,166 

百万円 

固定資産
14,179 

百万円 
固定負債 28百万円 

合計
40,501 

百万円 
合計

10,194 

百万円 
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