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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 115,457 17.1 4,395 208.7 4,321 289.2 1,293 57.0

18年９月中間期 98,626 24.2 1,423 △33.1 1,110 △46.2 824 △21.0

19年３月期 225,781 － 6,870 － 6,863 － 5,600 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 2,213 77 2,199 64

18年９月中間期 1,412 22 1,405 40

19年３月期 9,594 42 9,547 45

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △330百万円 18年９月中間期 △883百万円 19年３月期 △876百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 130,537 37,858 27.9 62,304 95

18年９月中間期 110,028 33,943 29.8 56,128 34

19年３月期 120,444 37,550 30.1 62,090 33

（参考）自己資本 19年９月中間期 36,419百万円 18年９月中間期 32,768百万円 19年３月期 36,275百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 855 △2,073 10,926 32,093

18年９月中間期 △3,171 △2,090 △1,188 17,268

19年３月期 3,588 △5,248 325 22,385

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 1,100 00 1,200 00 2,300 00

20年３月期 1,200 00 －

20年３月期（予想） － 1,200 00 2,400 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 251,500 11.4 12,100 76.1 11,900 73.4 5,900 5.3 10,093 54

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

                               　   無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

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

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 584,540株 18年９月中間期 583,816株 19年３月期 584,242株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 8株 18年９月中間期 8株 19年３月期 8株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 3,091 △92.7 1,136 △18.8 895 △32.1 277 △81.0

18年９月中間期 42,258 △15.4 1,400 △36.0 1,319 △36.6 1,464 △7.3

19年３月期 44,000 － 1,343 － 1,193 － 326 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 475 02

18年９月中間期 2,509 25

19年３月期 559 62

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 84,218 21,647 25.7 37,033 21

18年９月中間期 89,856 24,917 27.7 42,681 35

19年３月期 72,567 22,526 31.0 38,556 73

（参考）自己資本 19年９月中間期 21,647百万円 18年９月中間期 24,917百万円 19年３月期 22,526百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,750 △82.4 3,500 160.6 3,100 159.7 2,900 787.7 4,961 23

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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６ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1)経営成績に関する分析

①当中間期の経営成績

  当中間期における連結業績におきましては、レンタルＤＶＤおよびゲーム関連商品が好調に推移し、メディア事

業が売上高、営業利益を牽引する状況となりました。

　一方、メディア事業以外のセグメントにおきましては、減損損失などの特別損失が発生しており、そのほか投資

有価証券評価損、貸倒引当金繰入額を計上したことにより、中間純利益におきましては、第１四半期において修正

しました予想を下回る結果となりました。

　

　メディア事業におきましては、レンタルＤＶＤが昨年度からの好調を維持していることに加え、在庫の償却負担

が大きく減少したことにより原価率が低下し、営業利益が増加する要因となっております。

　またゲーム関連商品につきましては、当初の計画においてゲームソフトのタイトル数が充分に揃わないことを想

定しており、売上増加率が鈍化するものと予想しておりましたが、高需要を背景に第１四半期におきましても昨年

度に引き続き好調に推移いたしました。

  第２四半期におきましては、「ニンテンドーＤＳ Lite」および「Ｗｉｉ」の販売状況が一段落したことから、当

中間期におきましては、第１四半期の計画超過分が売上を押し上げる要因となっております。

　このように、メディア事業が好調に推移したことにより、連結全体の売上高、営業利益が増加しており、当中間

期におきましては、いずれも中間期における過去最高となる結果となりました。

　

　経常利益におきましては、持分法適用会社におけるリサイクル事業の業績が当初計画を下回る結果となったこと

により、持分法投資損失が増加いたしましたが、営業利益の大幅増加により損失増加分を吸収し、こちらも過去最

高となる結果となっております。

　特別損益におきましては、貸付債権等ならび投資有価証券に関して、当該会社の財務状況等を勘案した保守的な

会計処理を行い、債権に対する貸倒引当金繰入額および投資有価証券評価損を計上いたしました。

　その結果、中間純利益につきましては、予想しておりました1,600百万円の達成には至りませんでしたが、過去最

高となる1,293百万円となっております。

　

　以上のような連結業績の概況のほか、当中間期におきましてはメディア事業の商品在庫および新規出店への投資、

有利子負債の削減を目的とした転換社債型新株予約権付社債を発行し、150億円の資金を調達しております。

　調達しました資金につきましては、主に今後も収益が見込まれておりますレンタルＤＶＤの新作購入分や、新規

出店時の費用に充当する予定であり、金利上昇が想定されております有利子負債の圧縮にも充当し、財務体質の強

化を図る予定としております。 

　

　以上のような概況の結果、当中間連結会計期間における連結成績は次の通りとなりました。

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益

平成19年９月中間期
百万円 百万円 百万円 百万円

115,457 4,395 4,321 1,293

（前年同期比） （17.1%増） （208.7%増） （289.2%増） （57.0%増）
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(a)店舗の増減

平成19年３月末 増　加 減　少 平成19年９月末 増　減

ゲオショップ  直営店 731 41 △7 765 34

代理店 43 13 △1 55 12

ＦＣ店 63 19 △4 78 15

小計 837 73 △12 898 61

ゲオ・コミュニケーションズ 直営店 44 3 △2 45 1

プレイガイド 直営店 1 1 0

ベスト電器 直営店 2 △2 0 △2

アミューズメント施設 直営店 16 3 19 3

フィットネス施設 直営店 12 2 14 2

　　　　〃 ＦＣ店 1 1 0

複合カフェ 直営店 7 7 0

生鮮食品販売店 直営店 5 △1 4 △1

グループ　合計 925 81 △17 989 64

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

　　　　ゲオ・コミュニケーションズ：携帯電話販売ショップ

　　　　プレイガイド：チケット販売店

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

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

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

        飲食店：ネットカフェ、カレーショップ

　　　　

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

 

(b)会員の状況

会員数（増減は前年同月比較） （千人）

 平成19年９月末 増減 増減率

レンタル会員（男性） 5,560 +596 +12.0％ 

レンタル会員（女性） 3,991  +534 +15.5％ 

ポイント会員（男性） 354 -64 -15.5％ 

ポイント会員（女性） 165 -9 -5.6％ 

＜ゲオショップ会員合計＞ 10,070  +1,055 +11.7％ 

＜ゲオネット会員＞ 1,885  +527 +38.8％ 

　（注）ゲオショップ会員：ゲオショップにおいて入会登録していただいた会員

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

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

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

メディア事業

　メディア事業の当初計画におきましては、昨年発売されました「Ｗｉｉ」、「ＰＳ３」の新世代ゲーム機器の販売

が一段落し、ゲームソフトの発売タイトル数が充分に揃わないものと想定しておりましたが、第１四半期においては

前期からの高需要が継続したことにより売上が増加し、中間期においても計画を上回る結果となっております。

　また、レンタルＤＶＤにつきましても前期に引き続き好調な推移であり、売上高前期比の既存店平均は118.7％、

映像メディアレンタルにおけるＤＶＤ比率につきましては、96.8％となっております。

 

　ゲオショップ直営店の新規出店の状況につきましては、当中間期において株式会社タカヨシからの９店舗の譲受け

を含め、41店舗の出店を実施いたしましたが、当初予定の62店舗に対して21店舗少ない結果となりました。

　当中間期におきましては、出店数の未達により出店費用が減少したことから、営業利益を押し上げる要因となりま

したが、同時に下半期における収益減少の要因ともなっております。 

 

　以下は「ゲオショップ」直営店における売上の状況であります。

直営店合計 既存店平均

売上高（百万円） 前年同期比 前年同期比

レンタル売上 31,615 121.0% 107.3% 

リサイクル売上 26,201 112.0% 102.1% 

新品売上 32,950 122.3% 109.7% 

その他売上 718 105.9% 91.1% 

＜合計＞ 91,484  118.6% 107.0% 

 

不動産事業

　㈱ゲオエステートにおきましては、自社開発分譲マンションや買取再販分譲マンション等の販売に注力するととも

に、複合商業施設のリノベーション事業や不動産投資事業など、引き続きアイテムの拡大に向け、新たな事業に挑戦

してまいりました。

　当中間会計期間におきましては、自社開発分譲マンション1物件62戸、買取再販分譲マンション2物件38戸、宅地造

成販売2物件14区画を販売・引渡しを行いました。

 

アミューズメント事業

　アミューズメント事業におきましては、当中間期に当社において２店舗、㈱スガイ・エンタテインメントにおいて

１店舗を新規出店いたしまた。

　売上高におきましては、新規出店による増収となっておりますが、営業利益におきましては、新規出店費用負担と、

ゲーム施設部門においてヒット機種が少なかったことなどから低調に推移したことにより、129百万円の営業損失と

なりました。

 

その他の事業

　その他の事業におきましては、フィットネス施設の出店や、前期に子会社化しましたビッグバンスポーツ㈱などの

売上が増加しておりますが、前期に持分法適用会社の㈱フォー・ユーに譲渡したリサイクル事業の売上が減少したた

め、その他の事業の売上高合計は前年同期より減少いたしました。

　また営業利益につきましては、フィットネス施設の出店費用増加や、生鮮食品スーパー運営の㈱スリーワイが収益

化に至っていないことから、その他の事業全体では営業損失となる結果となっております。

 

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

　事業種類別セグメント
売上高（百万円） 営業利益（百万円）

 前年同期比  前年同期比

メディア事業 103,347 116.8% 5,467 　　252.5% 

不動産事業 4,008 250.2% 257           127.4% 

アミューズメント事業 3,501 103.1% △129 －

その他の事業 4,599  88.7% △467 －
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②当期の見通し

　平成20年３月期通期の見通しとしましては、第１四半期においてメディア事業のゲーム関連商品が好調に推移した

ものの、第２四半期以降は「ＤＳ Lite」、「Ｗｉｉ」、「ＰＳ３」などの新世代ゲーム機器の需要が一段落しており、

年末年始商戦には期待が持てるものの、前期のような大幅な増加は見込めないものと考えております。

　特に年末商戦において目玉商品の１つと考えておりました、人気ゲームソフトの「ドラゴンクエスト」が発売延期

となったことや、上半期において新規出店数が少なかったことも、下半期における収益増加が当初計画よりも抑制さ

れる見込みであります。

　しかしながら上半期が好調に推移したことと、レンタルＤＶＤが安定的に順調な推移となる見通しであることから、

連結全体では売上高および営業利益につきましては、当初の計画を上回る業績となる見通しであります。

 

　また上半期におきましては、社債発行に関する費用の増加などがありましたが、経常利益につきましても当初の計

画を上回る見通しであり、そのほか投資等の有価証券および債権に関する特別損失を計上したことにより、中間純利

益は当初計画を下回る状況となりましたが、通期におきましては、平成19年8月10日に公表しております当期純利益

5,900百万円となる見込みであります。

 

　新規出店につきましては、上半期のゲオショップ直営店が当初計画の62店舗から41店舗に留まりましたが、下半期

におきましても32店舗の予定としており、当初計画の年間100店舗から27店舗減少する予定であります。

　当期におきましては、新規出店数の減少による影響は軽微なものと想定しておりますが、来期以降の収益増加に関

して、計画の見直しを行う必要があると考えております。

 

③中期経営計画等の進捗状況

　現在、当社グループにおきましては、以下のとおりの３ヶ年の目標値を設定しております。

 

連結業績目標値

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

 金額（百万円） 売上比(%) 金額（百万円） 売上比(%) 金額（百万円） 売上比(%)

 連結売上高 242,000 100.0 265,000 100.0 290,000 100.0

 連結営業利益 9,500 3.9 11,000 4.1 12,000 4.1

グループ店舗数の計画（グループ会社における直営店、ＦＣ・代理店の総数）

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

 期末店舗数 増減 期末店舗数 増減 期末店舗数 増減

 グループ店舗数 1,100 175 1,250 150 1,400 150

　平成20年３月期の目標値に対する通期見通しの達成予定状況は以下のとおりとなっております。

 目標値 見通し 達成予定状況

 連結売上高（百万円） 242,000 251,500 103.9% 

 連結営業利益（百万円） 9,500 12,100 127.4% 

 期末グループ店舗数 1,100 1,055 △45

　上記のとおり売上高につきましては、メディア事業の順調な成長により計画を上回るペースで進捗しており、営業利

益におきましても、レンタルＤＶＤへの積極投資により大きく収益が増加したことから、前期まで目標としておりまし

た対売上営業利益率４％を超える見通しとなりましたが、グループ総店舗数につきましては、当期における店舗買収等

の案件が少ないことからメディア事業の店舗数の増加が少なく、当期末における店舗数につきましては未達となる見通

しとなっております。

　現在の主力事業でありますメディア事業において、店舗増加数における計画との差異につきましては、将来の収益計

画に影響を及ぼす可能性があり、収益目標値につきましては既に上回るペースで推移していることから、平成21年３月

期以降の中期的な計画に関しましては、出店計画を含め当期末を目処に見直しを行う予定としており、その内容がまと

まり次第公表する予定であります。
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④目標とする経営指標の達成状況

　当社の目標とする経営指標は売上高営業利益率であり、前期までは４％の達成を目標としておりましたが、当期よ

りその目標値を５％といたしました。

　以下は過去５年間における当社連結の経営指標の推移であります。

経営指標 平成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 平成19年３月期

売上高営業利益率 2.9％ 3.0％ 2.8％ 3.8％ 3.0％

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

新規出店時の費用、物流及びシステムに関する設備投資が店舗の増加と比例して増加したことなどから、営業利益率

は３％前後に留まっておりました。

　平成18年３月期におきましては、当社主力商材でありますレンタルＤＶＤ及びゲーム関連商品による収益力の強化

を図り、利益率の高い商品群の売上高が大きく増加したことから、期末にレンタルＤＶＤを大量購入したにも拘らず、

営業利益率3.8％を達成することができました。

　平成19年３月期におきましては、レンタルＤＶＤの需要の増加に対応するため、前期末に大幅な在庫投資を実施し

ており、その効果により売上高は増加する結果となりましたが、同時にＤＶＤの償却負担が一時的に大きく増加した

ことと、同事業年度より、それまで営業外損益において計上しておりましたのれんの償却を、販管費での計上に変更

していることから営業利益率は一旦減少する状況となりました。

　

　平成20年３月期におきましては、前期において増加しましたレンタルＤＶＤの償却負担が大きく減少したことによ

り、当中間期において3.8％にまで上昇しており、通期見通しにおきましては4.8％となる見込みとなっております。

 

(2）財政状態に関する分析

〔キャッシュ・フローの状況〕

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間末に比べ

14,825百万円増加し、32,093百万円（前年同期比85.9％増）となりました。

これは、レンタル用資産の取得による支出の増加を主な要因とする営業活動による支出の増加と、有形固定資産

の取得を主な要因とする投資活動による支出の増加がありましたが、社債発行による収入を主な要因とする財務活

動による収入の増加がありましたことによります。

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、前年同期に比べて4,027百万円増加し、855百万円となりました。

これは、レンタル用資産の取得による支出が11,376百万円（同34.0％増）ありましたが、レンタル用固定資産減

価償却費が10,963百万円（同15.6％減）ありましたことが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、前年同期に比べて17百万円減少し、2,073百万円（同0.8％減）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出が1,523百万円（同14.2％減）と営業譲受による支出が418百万円（同

32.2％増）ありましたことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は、前年同期に比べて12,115百万円増加し、10,926百万円となりました。

これは、長期借入金が3,245百万円減少しましたが、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行による収入が

15,000百万円増加しましたことが主な要因であります。

 

〔キャッシュ・フローの指標〕

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期

 自己資本比率 20.0％ 29.8％ 27.9％ 

 時価ベースの自己資本比率 84.0％ 118.3％ 106.6％ 

 債務償還年数 49.5年 ― 70.4年 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.54 ― 2.30 
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※平成18年９月期の債務償還年数に関しましては、営業キャッシュ・フローがマイナスとなったため、表示をしておりません。

※平成18年９月期のインタレスト・カバレッジ・レシオに関しましては、営業キャッシュ・フローがマイナスとなったため、表示をして

おりません。

※自己資本比率：自己資本／総資産

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

  債務償還年数：有利子負債(ゼロ・クーポンの新株予約権付社債を含む)／営業キャッシュ・フロー

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

(1)各指標はいずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

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

(3)営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債

は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　〔ご参考〕

　連結営業利益からみた各財務指標は下記の如くなります。

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期

債務償還年数 5.5年 3.2年 3.9年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.77 4.92 11.90

※債務償還年数：有利子負債（ゼロ・クーポンの新株予約権付社債を含む）／（営業利益＋減価償却費－配当金・役員賞与－支払利息）

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

(1)各指標はいずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

(2)減価償却費にはレンタル用固定資産減価償却費を含んでおります。

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

ている全ての負債を対象としております。また、支払利息については、連結損益計算書の支払利息を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

とを基本方針とし、これまでにおきましても利益の増加とともに、毎期利益配当の増額を実施してまいりました。

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

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

　当社としましては、法人税等調整額の変動を考慮した当期純利益をベースに安定した高配当を維持していくものと

し、連結配当性向は25％以上を目標としております。

　

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

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 平成19年３月期

連結配当性向 29.3% 47.6% 32.9% 19.9% 24.0%

（参考）実効税率によ

る配当性向
28.8% 29.1% 99.0% 29.8% 33.1%

(注)実効税率による配当性向は、税金等調整前当期純利益に対する法定実効税率（40.6％）及び少数株主損益にて

算出した当期純利益による配当性向の参考値であります。

　平成17年３月期におきましては、レンタル用ビデオの臨時償却（3,360百万円）を実施したことから、税金等調整前

当期純利益が大きく減少しており、そのため実効税率による配当性向が上昇しております。

 

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

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

そのほか新規事業における投資としても有効に活用したいと考えております。

  なお、平成20年３月期の年間配当金につきましては、以上の基本方針により１株当たり2,400円（中間1,200円、期

末1,200円）を予定しており、配当性向につきつきましては23.8％程度を予定しております。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び子会社19社、関連会社３社で構成され、一般顧客を対象とした店舗におけるパッケー

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

事業を主な事業内容としております。

　また、ゲームセンターや映画館などの娯楽施設の運営、コンテンツの企画・制作・販売、インターネット及び移動

通信機に関するサービスの提供、広告や販売促進に関するサービス業ならびに不動産賃貸・販売等の事業活動を展開

しております。

■グループ構成と事業内容 

事　業　種　類 事　業　内　容 事　業　会　社

 メディア事業

 店舗運営事業

㈱ゲオ（当社）

㈱ゲオイエス

㈱ゲオリークル

㈱ゲオグローバル

㈱クロスナイン

㈱ゲオエブリ

㈱ゲオシティ

㈱ゲオステーション

㈱ゲオアクティブ

㈱ベストゲオ

㈱ティー・アンド・ジー（持分法適用会社）

その他
㈱ゲオサプライ

㈱イーネット・フロンティア

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

不動産事業 不動産販売・賃貸 ㈱ゲオエステート

 その他の事業

リサイクルショップ運営事業 ㈱フォー・ユー（大証、持分法適用会社）

卸売事業 ㈱アムス

その他

㈱ゲオフロンティア

㈱ゲオウェブサービス

㈱スパイキー

㈱スリーワイ

ビッグバンスポーツ㈱

㈱リテールコム（持分法適用会社）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年９月末日現在

 

１.平成19年４月１日付で、株式会社ゲオグローバルは株式会社クロスナインを承継会社とする会社分割を実施してお

り、株式会社クロスナインはメディア事業の店舗運営事業会社となっております。

２.平成19年10月１日付で、株式会社クロスナインは株式会社ゲオナインに社名変更しております。
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■事業系統図

 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

（商品の流通、 
フランチャイズ運営） 

（FC 店商品供給） 

（卸売販売） 

（飲食ｻｰﾋﾞｽ・ﾌｨｯﾄﾈｽ施設の運営） 

 
 
 
 
 
 
 

一

般

の

お

客

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

得

意

先 

㈱アムス 

㈱ゲオステーション 

㈱ゲオフロンティア 

㈱クロスナイン 

㈱ゲオリークル 

㈱ゲオイエス 
（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟ、通信ｼｮｯﾌﾟの運営） 

 
㈱ゲオサプライ 

 

（ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ） 

㈱ゲオグローバル 

（ﾒﾃﾞｨｱ開発・販売・広告ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ） 
㈱スパイキー 

㈱ｹﾞｵｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽ 

㈱ゲオシティ 

㈱ゲオエブリ 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟ、家電販売店の運営） 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌの運営） 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

㈱ｲｰﾈｯﾄ･ﾌﾛﾝﾃｨｱ 
（商品販売） 

㈱ゲオエステート 
（不動産販売） 

（ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設の運営） 
㈱ｽｶﾞｲ･ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 
㈱ゲオアクティブ 

インターネット・モバイルユーザー 

（ﾓﾊﾞｲﾙｻｰﾋﾞｽ） 

㈱リテールコム 

㈱ベストゲオ 
（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 

㈱スリーワイ 
（生鮮食品販売等） 

㈱フォー・ユー 
（ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟの運営） 

㈱ゲ  オ  
（グループ経営企画・管理） 

ビッグバンスポーツ㈱ 

（ﾌｨｯﾄﾈｽ施設の運営） 

㈱ﾃｨｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｰ 
（ｹﾞｵｼｮｯﾌﾟの運営） 
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３．経営方針
(1)会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)会社の対処すべき課題　につき

ましては、平成19年3月期決算短信（平成19年5月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 　（当社ホームページ）

http://www.geonet.co.jp/

 　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

 

㈱ゲオ（2681）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 11 －



４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   17,038   31,940    22,192  

２　受取手形及び売掛金   3,181   3,267    4,022  

３　延払売上債権   690   664    771  

４　有価証券   242   152    212  

５　たな卸資産   19,827   18,701    24,168  

６　仕掛販売用不動産等   ―   8,285    ―  

７　繰延税金資産   1,172   2,070    2,109  

８　その他   4,948   4,336    5,004  

貸倒引当金   △43   △31    △97  

流動資産合計   47,058 42.8  69,387 53.2 22,329  58,384 48.5

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）レンタル用資産   14,118   13,643    13,364  

(2）建物及び構築物   10,132   11,337    11,050  

(3）機械装置及び運搬具   1,070   971    976  

(4）土地   7,181   7,165    7,281  

(5）その他   1,121   1,015    879  

有形固定資産合計   33,625 30.5  34,133 26.1 508  33,552 27.8

２　無形固定資産            

(1）のれん   1,837   1,785    1,941  

(2）その他   676   725    898  

無形固定資産合計   2,513 2.3  2,511 1.9 △2  2,839 2.4

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券   8,769   5,862    7,344  

(2）敷金・保証金   11,114   11,765    11,475  

(3）繰延税金資産   2,640   2,844    3,205  

(4）その他   4,941   5,695    4,868  

貸倒引当金   △640   △1,667    △1,231  

投資その他の資産合計   26,825 24.4  24,501 18.8 △2,324  25,662 21.3

固定資産合計   62,965 57.2  61,146 46.8 △1,818  62,055 51.5

Ⅲ　繰延資産   5 0.0  4 0.0 △1  4 0.0

資産合計   110,028 100.0  130,537 100.0 20,508  120,444 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形及び買掛金   15,970   17,420    19,298  

２　短期借入金   4,610   7,600    6,860  

３　１年内返済予定長期借入金   12,834   10,785    12,440  

４　１年内償還予定社債   2,698   1,870    2,398  

５　未払法人税等   671   1,677    1,462  

６　ポイントサービス引当金   423   466    447  

７　その他   5,950   7,552    7,143  

流動負債合計   43,157 39.2  47,372 36.3 4,214  50,050 41.5

Ⅱ　固定負債            

１　社債   4,293   3,423    3,844  

２　新株予約権付社債   ―   15,000    ―  

３　長期借入金   22,141   21,550    23,140  

４　繰延税金負債   1,231   455    810  

５　負ののれん   2,584   1,076    1,810  

６　退職給付引当金   209   257    199  

７　役員退職慰労引当金   0   ―    ―  

８　転貸損失引当金   ―   36    ―  

９　その他   2,465   3,506    3,037  

固定負債合計   32,927 30.0  45,306 34.7 12,379  32,843 27.3

負債合計   76,085 69.2  92,679 71.0 16,594  82,893 68.8

            

 （純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   8,538 7.7  8,576 6.5 38  8,556 7.1

２　資本剰余金   9,198 8.4  9,237 7.1 38  9,216 7.7

３　利益剰余金   13,224 12.0  17,952 13.8 4,727  17,359 14.4

４　自己株式   △1 △0.0  △1 △0.0 ―  △1 △0.0

株主資本合計   30,959 28.1  35,764 27.4 4,804  35,130 29.2

Ⅱ　評価・換算差額等            

その他有価証券評価差額金   1,808 1.6  654 0.5 △1,153  1,144 1.0

Ⅲ　少数株主持分   1,175 1.1  1,438 1.1 263  1,275 1.0

純資産合計   33,943 30.8  37,858 29.0 3,914  37,550 31.2

負債純資産合計   110,028 100.0  130,537 100.0 20,508  120,444 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   98,626 100.0  115,457 100.0 16,831  225,781 100.0

Ⅱ　売上原価   68,014 69.0  76,913 66.6 8,898  157,330 69.7

売上総利益   30,611 31.0  38,544 33.4 7,932  68,451 30.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   29,187 29.6  34,148 29.6 4,960  61,580 27.3

営業利益   1,423 1.4  4,395 3.8 2,972  6,870 3.0

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息及び配当金  62   81    151   

２　負ののれんの償却額  775   735    1,551   

３　その他  135 973 1.0 124 941 0.8 △31 302 2,005 0.9

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  302   376    640   

２　店舗設備除却損  19   26    119   

３　持分法投資損失  883   330    876   

４　転貸損失引当金繰入額  ―   38    ―   

５　その他  82 1,286 1.3 243 1,015 0.9 △271 375 2,012 0.9

経常利益   1,110 1.1  4,321 3.7 3,211  6,863 3.0

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産売却益  0   38    101   

２　連結子会社株式売却益  259   ―    391   

３　関係会社株式売却益  431   ―    300   

４　投資有価証券売却益  2   95    2   

５　持分変動利益  724   ―    724   

６　役員退職慰労引当金戻入益  49   ―    49   

７　償却債権取立益  36   29    36   

８　貸倒引当金戻入益  111   22    77   

９　訴訟和解金  ―   352    ―   

10  その他  86 1,702 1.7 19 557 0.5 △1,144 101 1,783 0.8

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産売却損  4   0    43   

２　固定資産除却損  268   12    306   

３　リース解約損  6   1    18   

４　投資有価証券評価損  57   262    537   

５　投資有価証券売却損  2   ―    8   

６　役員退職慰労金  4   ―    4   

７　前期損益修正損  ―   277    ―   

８　減損損失  101   450    268   

９　貸倒引当金繰入額  ―   487    500   

10　その他  60 505 0.5 67 1,558 1.3 1,052 108 1,794 0.8

税金等調整前中間（当期）純
利益

  2,306 2.3  3,320 2.9 1,013  6,852 3.0

法人税、住民税及び事業税  548   1,631    1,703   

法人税等調整額  1,013 1,562 1.6 394 2,026 1.8 463 △467 1,236 0.5

少数株主持分利益又は少数株
主持分損失（△)

  △79 △0.1  0 0.0 80  15 0.0

中間(当期)純利益   824 0.8  1,293 1.1 469  5,600 2.5
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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

平成18年３月31日　残高

（百万円）
8,522 9,183 12,955 △1 30,659

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 15 15   30

持分法除外による利益剰余金増

加高
  131  131

剰余金の配当（注）   △641  △641

役員賞与（注）   △44  △44

中間純利益   824  824

自己株式の消却  △0  0 ―

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
15 15 269 0 300

平成18年９月30日　残高

（百万円）
8,538 9,198 13,224 △1 30,959

評価・換算差額等

少数株主持分 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

（百万円）
3,947 3,947 1,013 35,621

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行    30

持分法除外による利益剰余金増

加高
   131

剰余金の配当（注）    △641

役員賞与（注）    △44

中間純利益    824

自己株式の消却    ―

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△2,139 △2,139 161 △1,978

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,139 △2,139 161 △1,678

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,808 1,808 1,175 33,943

 （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。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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

平成19年３月31日　残高

（百万円）
8,556 9,216 17,359 △1 35,130

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 20 20   41

剰余金の配当   △701  △701

中間純利益   1,293  1,293

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
20 20 592  633

平成19年９月30日　残高

（百万円）
8,576 9,237 17,952 △1 35,764

評価・換算差額等

少数株主持分 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19年３月31日　残高

（百万円）
1,144 1,144 1,275 37,550

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行    41

剰余金の配当    △701

中間純利益    1,293

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△489 △489 163 △326

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△489 △489 163 307

平成19年９月30日　残高

（百万円）
654 654 1,438 37,858
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

平成18年３月31日　残高

（百万円）
8,522 9,183 12,955 △1 30,659

連結会計年度中の変動額

新株の発行 33 33   67

持分法除外による利益剰余金増

加高
  131  131

剰余金の配当（注）   △641  △641

剰余金の配当   △642  △642

役員賞与（注）   △44  △44

当期純利益   5,600  5,600

自己株式の消却  △0  0 ―

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
33 33 4,403 0 4,471

平成19年３月31日　残高

（百万円）
8,556 9,216 17,359 △1 35,130

評価・換算差額等

少数株主持分 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

（百万円）
3,947 3,947 1,013 35,621

連結会計年度中の変動額

新株の発行    67

持分法除外による利益剰余金増

加高
   131

剰余金の配当（注）    △641

剰余金の配当    △642

役員賞与（注）    △44

当期純利益    5,600

自己株式の消却    ―

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△2,803 △2,803 261 △2,541

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△2,803 △2,803 261 1,929

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,144 1,144 1,275 37,550

 （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。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の要約連

結

キャッシュ・フロー計算書

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

 増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動による

キャッシュ・フロー
     

税金等調整前中間（当期）純利益  2,306 3,320  6,852

減価償却費  1,012 1,131  2,176

レンタル用資産減価償却費  12,986 10,963  23,686

減損損失  101 450  268

のれんの償却額  355 417  719

負ののれんの償却額  △775 △735  △1,551

ポイントサービス引当金の増減額

（△は減少）
 △124 18  △99

受取利息及び受取配当金  △62 △81  △151

支払利息  302 376  640

持分法投資損失  883 330  876

投資有価証券評価損  57 262  537

有形固定資産除却損  287 32  426

関係会社株式売却益  △691 ―  △691

持分変動損益  △724 30  △724

売上債権の増減額（△は増加）  340 861  △386

たな卸資産の増加額  △1,689 △323  △5,253

仕掛販売用不動産等増加額  ― △2,264  ―

レンタル用資産の取得による支出  △8,492 △11,376  △18,851

仕入債務の減少額  △7,137 △1,878  △4,053

社債発行費の償却  ― 93  4

その他  △1,335 572  867

小計  △2,398 2,203 4,602 5,291

利息及び配当金の受取額  90 84  165

利息の支払額  △291 △372  △628

法人税等の支払額  △570 △1,060  △1,239

営業活動による

キャッシュ・フロー
 △3,171 855 4,027 3,588
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

 

対前中間期

比 

 

前連結会計年度の要約連

結

キャッシュ・フロー計算書

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

 増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動による

キャッシュ・フロー
     

投資有価証券の取得による支出  △2,066 △82  △2,244

投資有価証券の売却による収入  843 250  844

有形固定資産の取得による支出  △1,775 △1,523  △3,806

有形固定資産の売却による収入  512 53  534

営業譲受による支出  △316 △418  △479

貸付けによる支出  △626 △136  △1,755

貸付金の回収による収入  435 237  652

新規連結子会社取得による収入  1,473 ―  1,343

連結子会社売却による支出  △152 ―  △152

その他  △418 △454  △185

投資活動による

キャッシュ・フロー
 △2,090 △2,073 17 △5,248

Ⅲ　財務活動による

キャッシュ・フロー
     

短期借入金の増加額  3,310 740  5,560

長期借入金の増加による収入  5,270 3,710  12,970

長期借入金の返済による支出  △7,917 △6,955  △15,012

社債発行による収入  ― 15,406  495

社債償還による支出  △1,249 △1,449  △2,498

株式の発行による収入  43 41  80

少数株主からの払込みによる収入  ― 145  ―

配当金の支払額  △641 △700  △1,270

その他  △3 △11  0

財務活動による

キャッシュ・フロー
 △1,188 10,926 12,115 325

Ⅳ　現金及び現金同等物の換算差額  0 0 0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△

は減少） 
 △6,450 9,708 16,159 △1,333

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

 
 23,718 22,385 △1,334 23,718

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
 17,268 32,093 14,825 22,385
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　18社

連結子会社の名称

株式会社ゲオグローバル

株式会社ゲオエステート

株式会社クロスナイン

株式会社ゲオウェブサービ

ス

株式会社ゲオフロンティア

株式会社ゲオエブリ

株式会社ゲオイエス

株式会社スパイキー

株式会社ゲオステーション

株式会社ゲオアクティブ

株式会社ゲオリークル

株式会社ゲオシティ

株式会社ゲオサプライ

株式会社アムス

株式会社イーネット・フロ

ンティア

株式会社スガイ・エンタテ

インメント

株式会社スリーワイ

株式会社ベストゲオ

(1）連結子会社の数　　　　19社

連結子会社の名称

株式会社ゲオグローバル

株式会社ゲオエステート

株式会社クロスナイン

株式会社ゲオウェブサービ

ス

株式会社ゲオフロンティア

株式会社ゲオエブリ

株式会社ゲオイエス

株式会社スパイキー

株式会社ゲオステーション

株式会社ゲオアクティブ

株式会社ゲオリークル

株式会社ゲオシティ

株式会社ゲオサプライ

株式会社アムス

株式会社イーネット・フロ

ンティア

株式会社スガイ・エンタテ

インメント

株式会社スリーワイ

株式会社ベストゲオ

ビッグバンスポーツ株式会

社 

(1）連結子会社の数　　　　19社

連結子会社の名称

同左

　なお、株式会社ゲオサプラ

イは、当中間連結会計期間に

おいて株式会社グレード・コ

ミュニケーションから社名変

更をいたしました。

　また、株式会社スリーワイ

については、新たに株式を取

得したことから当中間連結会

計期間より連結の範囲に含め

ております。

　また、前連結会計年度まで

持分法適用の関連会社であっ

た株式会社ベストゲオは、当

中間連結会計期間において株

式の追加取得により子会社と

なったため、当中間連結会計

期間より連結の範囲に含めて

おります。

　また、前連結会計年度まで

連結子会社であった株式会社

ゲオアールは、当中間連結会

計期間中に保有株式を売却し

たことにより連結子会社から

除外しております。

 　なお、株式会社ゲオサプラ

イは、当連結会計年度におい

て株式会社グレード・コミュ

ニケーションから社名変更を

いたしました。

　また、株式会社スリーワイ

及びビッグバンスポーツ株式

会社については、新たに株式

を取得したことから当連結会

計年度より連結の範囲に含め

ております。

　また、前連結会計年度まで

持分法適用の関連会社であっ

た株式会社ベストゲオは、当

連結会計年度において株式の

追加取得により子会社となっ

たため、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。

　また、前連結会計年度まで

連結子会社であった株式会社

ゲオアールは、当連結会計年

度に保有株式を売却したこと

により連結子会社から除外し

ております。

(2）非連結子会社の数　   ２社

　主な非連結子会社は有限会社

サンデパートであります。

(2）非連結子会社の数　　５社

　主な非連結子会社は有限会社

プルークであります。

(2）非連結子会社の数　　５社

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲

から除外しております。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純利益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範囲から

除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

　株式会社リテールコム、株式

会社ティー・アンド・ジー、株

式会社フォー・ユーであります。

　なお、株式会社フォー・ユー

は、当中間連結会計期間に新た

に株式を取得したことにより関

連会社となったため持分法を適

用しております。

　また、株式会社ゲオ・ビービー

（現株式会社エンタウェイブ）

については、同社による第三者

割当増資及び所有株式の売却に

より持分比率が減少したため持

分法の適用範囲から除外してお

ります。

　また、株式会社ベストゲオは、

当中間連結会計期間において株

式追加取得により持分が増加し

たため、連結子会社に変更して

おります。

(1）持分法適用の関連会社数

３社

　株式会社リテールコム、株式

会社ティー・アンド・ジー、株

式会社フォー・ユーであります。

(1）持分法適用の関連会社数

３社

　株式会社リテールコム、株式

会社ティー・アンド・ジー及び

株式会社フォー・ユーでありま

す。

　なお、株式会社フォー・ユー

は当連結会計年度に新たに株式

を取得したことにより関連会社

となったため持分法を適用して

おります。

　また、株式会社ゲオ・ビービー

（現株式会社エンタウェイブ）

については、同社による第三者

割当増資及び所有株式の売却に

より持分比率が減少したため、

持分法の適用範囲から除外して

おります。

　また、株式会社ベストゲオは、

当連結会計年度において株式追

加取得により持分が増加したた

め、連結子会社に変更しており

ます。

(2）持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社のうち主

要な会社の名称

株式会社室蘭そうご電器

岩見沢都市開発株式会社

　持分法を適用していないこれ

らの非連結子会社及び関連会社

は、それぞれ中間純損益（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

ても重要性がないため、持分法

の範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社のうち主

要な会社の名称

　有限会社プルーク

 

同左

(2）持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社のうち主

要な会社の名称

同左

 

　持分法を適用していないこれ

らの非連結子会社及び関連会社

は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法の範囲

から除外しております。

(3）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

る会社について、株式会社

フォー・ユーに関しては、中間

連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく中間財務諸表を使用

しており、その他の会社に関し

ては、当該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を使用して

おります。

(3）　　　────── (3）　　　──────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３　連結子会社の中間決算日等

に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社ゲ

オグローバルの中間決算日は平成

18年６月30日、株式会社ゲオフロ

ンティア、株式会社ゲオエステー

ト、株式会社スリーワイ、株式会

社ベストゲオ及び株式会社ゲオア

クティブの中間決算日は平成18年

８月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、株式会社ゲオグローバル、株

式会社ゲオアクティブ、株式会社

スリーワイ、株式会社ベストゲオ

については、中間連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しており、それ以外の会

社については中間連結決算日であ

る９月30日までの期間における重

要な取引については連結上必要な

調整を行っております。

  他の連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しておりま

す。

　連結子会社のうち、株式会社ゲ

オフロンティア、株式会社ゲオエ

ステート、株式会社スリーワイ、

株式会社ベストゲオ及び株式会社

ゲオアクティブの中間決算日は平

成19年８月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、株式会社ゲオアクティブ、株

式会社ベストゲオについては、中

間連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用してお

り、それ以外の会社については中

間連結決算日である９月30日まで

の期間における重要な取引につい

ては連結上必要な調整を行ってお

ります。

  他の連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しておりま

す。

　連結子会社のうち、株式会社ゲ

オフロンティア、株式会社ゲオエ

ステート、株式会社ゲオアクティ

ブ、株式会社ベストゲオ及び株式

会社スリーワイの決算日は平成19

年２月28日であります。

　なお、株式会社ゲオグローバル

については、当連結会計年度より

決算日を３月31日に変更しており

ます。

　連結財務諸表の作成に当たって、

株式会社ゲオアクティブ、株式会

社ベストゲオについては、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しており、それ

以外の会社については連結決算日

である３月31日までの期間におけ

る重要な取引については連結上必

要な調整を行っております。

　他の連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

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

②　たな卸資産

商品…主として月次総平均

法による原価法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

販売用不動産…個別法によ

る原価法

販売用不動産、仕掛販売用

不動産

…個別法による原価法

販売用不動産…個別法によ

る原価法

③　デリバティブ

時価法

③　　　────── ③　　　──────

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

ａ　レンタル用固定資産

　レンタルビデオテープ及

びレンタルDVDについては、

経済的使用価値を勘案し、

ビデオテープ及びDVD（レン

タル事業に供したもの)の償

却残高（帳簿価額）の総額

に対して、会社独自の償却

率(耐用年数24ヶ月)による

定率法によって月次で償却

しております。また、レン

タルCDについては、購入時

に一括償却する方法によっ

ております。

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

ａ　レンタル用固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

ａ　レンタル用固定資産

同左

㈱ゲオ（2681）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 22 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項 ｂ　上記以外の有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く。）につ

いては、定額法を採用して

おります。取得価額が10万

円以上20万円未満の少額減

価償却資産については、３

年間で均等償却する方法を

採用しております。

　なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっております。

ｂ　上記以外の有形固定資産

同左

ｂ　上記以外の有形固定資産

同左

  

 

 

 

（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社（一部の連

結子会社を除く）は、法人税法の

改正に伴い、当中間連結会計期間

より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

　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。 

 

 

  

 

 

 

（追加情報） 

　当社及び連結子会社（一部の連

結子会社を除く）は、法人税法改

正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

　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。

 

 

②　無形固定資産

ａ　自社利用のソフトウェア

　自社における見込利用可

能期間（３～５年）に基づ

く定額法によっております。

②　無形固定資産

ａ　自社利用のソフトウェア

同左

②　無形固定資産

ａ　自社利用のソフトウェア

同左

ｂ　上記以外の無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。

ｂ　上記以外の無形固定資産

同左

ｂ　上記以外の無形固定資産

同左

③　長期前払費用

　均等償却によっております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項 (3）繰延資産の処理方法

ａ　株式交付費

　支払時に全額費用として計上

しております。 

(3）繰延資産の処理方法

ａ　株式交付費

同左

(3）繰延資産の処理方法

ａ　株式交付費

同左

ｂ　    ――――― ｂ　社債発行費

　支払時に全額費用として計

上しております。

ｂ　社債発行費

同左

ｃ　創立費

　定額法によっております。

ｃ　創立費

同左

ｃ　創立費

同左

(4）重要な引当金の計上基準

ａ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

(4）重要な引当金の計上基準

ａ　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

ａ　貸倒引当金

同左

ｂ　ポイントサービス引当金

　将来のメンバーズカードポ

イント使用による負担に備え

るため、使用実績率に基づき、

次期以降、使用されると見込

まれる金額を計上しておりま

す。

ｂ　ポイントサービス引当金

　将来のメンバーズカードポ

イント使用による負担に備え

るため、次期以降、使用され

ると見込まれる金額を計上し

ております。

ｂ　ポイントサービス引当金

　将来のメンバーズカードポ

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。

ｃ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

　数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（７

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理する

こととしております。

ｃ　退職給付引当金

同左

ｃ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。

　数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(７

年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理するこ

ととしております。

ｄ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備

えるため、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給額を計

上しております。

ｄ　    ――――― ｄ　役員退職慰労引当金

―――――

 (追加情報)

　連結子会社である株式会社スガ

イ・エンタテインメントについて、

平成18年６月27日開催の同社の定

時株主総会において、任期中の役

員に対して当該制度廃止に伴う打

切り支給を行うことについて承認

を決議しました。

　この役員退職慰労金制度の廃止

に伴い、前連結会計年度末残高か

ら取崩した残高54百万円について

固定負債の「長期未払金」に振替

え、その他に含めております。

 (追加情報)

　連結子会社である株式会社スガ

イ・エンタテインメントについて、

平成18年６月27日開催の同社の定

時株主総会において、任期中の役

員に対して当該制度廃止に伴う打

切り支給を行うことについて承認

を決議しました。

　この役員退職慰労金制度の廃止

に伴い、前連結会計年度末残高か

ら取崩した残高54百万円について

固定負債の「長期未払金」に振替

え、その他に含めております。

ｅ　    ――――― ｅ　    ――――― ｅ　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度に負担す

べき支給見込額に基づき計上

しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項 ｆ　    ――――― ｆ　転貸損失引当金

　店舗転貸契約の残存期間に

発生する損失に備えるため、

支払義務のある賃料総額から

転貸による見込賃料収入総額

を控除した金額を計上してお

ります。

 ｆ　    ―――――

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

ａ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特

例処理を行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

ａ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、金利スワッ

プについては、特例処理の要

件を満たしている場合には、

特例処理を行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

ａ　ヘッジ会計の方法

同左

ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…金利スワップ 

ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

…借入金

ｃ　ヘッジ方針

　主に当社の内規で定める管

理規程に基づき金利変動リス

クをヘッジしております。

ｃ　ヘッジ方針

同左

ｃ　ヘッジ方針

同左

ｄ　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理の

要件を満たしているため有効

性の評価を省略しております。

ｄ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ｄ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理 

同左

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計

算書上の資金（現金及び現金同等

物）には、手許現金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な

投資からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書

上の資金（現金及び現金同等物）

には、手許現金及び取得日から３ヶ

月以内に満期の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的な投資

からなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、32,768百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

　

 

 

  当連結会計年度より、「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」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、36,275百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

 ──────

 

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号  平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号  平成18年５

月31日）を適用しております。

　 　当連結会計年度より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号　平成18年５月

31日）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。

　 　これによる損益に与える影響はあり

ません。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（企業結合に係る会計基準等）  ──────

 

（企業結合に係る会計基準等）

　当中間連結会計期間より、「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会  平成15年10月31日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号  平成17年12月27日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号  平成17年12月27日）

を適用しております。

　なお、従来、「連結調整勘定」は資

産と負債の償却額を相殺した上で、営

業外収益に計上しておりましたが、企

業結合に係る会計基準等を適用したこ

とにより、当中間連結会計期間より

「のれんの償却額」は販売費及び一般

管理費に含め、「負ののれんの償却

額」は営業外収益に計上しております。

この結果、従来の方法に比べ、営業利

益が355百万円減少しておりますが、経

常利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。

　なお、セグメントに与える影響につ

いては「セグメント情報」に記載して

おります。

 

 

　当連結会計年度より、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号

　平成17年12月27日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号　平成18年12月22日）を適用

しております。

　なお、従来、「連結調整勘定」は資

産と負債の償却額を相殺した上で、営

業外収益に計上しておりましたが、企

業結合に係る会計基準等を適用したこ

とにより、当連結会計年度より「のれ

んの償却額」は販売費及び一般管理費

に含め、「負ののれんの償却額」は営

業外収益に計上しております。この結

果、従来の方式に比べ、営業利益が525

百万円減少しておりますが、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える

影響はありません。

　なお、セグメントに与える影響につ

いては「セグメント情報」に記載して

おります。

 ──────

 

 ──────

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号

　平成17年11月29日）を適用しており

ます。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

39百万円減少しております。

　なお、セグメントに与える影響につ

いては「セグメント情報」に記載して

おります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」は資産

と負債を相殺した上で、固定負債に表示しておりましたが、

当中間連結会計期間から「のれん」又は「負ののれん」に

それぞれ表示しております。 

（中間連結貸借対照表）

　「仕掛販売用不動産等」については、前中間連結会計期

間は流動資産の「たな卸資産」に含めて表示しておりまし

たが、当中間連結会計期間において、総資産の総額の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、前中間連結会計期間の「仕掛販売用不動産等」の金

額は、4,460百万円であります。

（中間連結損益計算書)

　「保険補填金」（50百万円）については、重要性がなく

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示してお

ります。

 ──────

　

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

は資産と負債の償却額を相殺した上で表示しておりました

が、当中間連結会計期間より、「のれんの償却額」及び「負

ののれんの償却額」と表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

　営業活動によるキャッシュ・フローの「仕掛販売用不動

産等増減額」は、前中間連結会計期間は、「たな卸資産増

減額」に含めて表示しておりましたが、中間連結貸借対照

表において「仕掛販売用不動産等」を区分掲記したことに

伴い、中間連結キャッシュ・フロー計算書においても「仕

掛販売用不動産等増減額」として区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「たな卸資産増減額」に含

まれている「仕掛販売用不動産等増減額」は、2,717百万

円であります。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ────── （水道光熱費の計上方法の変更）  ──────

 　水道光熱費について、従来現金主義

に基づき計上しておりましたが、金額

的重要性が増したため当中間連結会計

期間より発生主義に基づき計上する方

法にしました。

　この結果、従来の方法によった場合

と比べて、営業利益、経常利益は42百

万円減少し、税金等調整前中間純利益

が317百万円減少しております。

 

注記事項

（開示の省略）

　中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フローに関す

る注記事項、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項に

ついては、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
メディア事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

 アミューズメ

ント事業

 （百万円）

その他の事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
88,444 1,602 3,395 5,183 98,626 ― 98,626

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

53 78 16 76 225 (225) ―

計 88,498 1,681 3,411 5,259 98,851 (225) 98,626

営業費用 86,333 1,478 3,531 5,420 96,764 438 97,202

営業利益又は

営業損失（△）
2,165 202 △119 △160 2,087 (663) 1,423

　（注）１　事業区分は内部管理上採用している区分によっております。なお、前連結会計年度において10月に株式会社

スガイ・エンタテインメントを連結子会社とし、新規事業といたしましてアミューズメント事業に参入して

おります。

        ２  各事業の主な製品

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

(2）不動産事業…………………不動産の販売・賃貸

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

(4）その他の事業…………………卸売業、コンテンツ開発、ネットカフェの運営等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は666百万円であり、主に親会社本社の総務

部門等管理部門にかかる費用であります。

４ 「中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更」（企業結合に係る会計基準等）に記載のとおり、当

中間連結会計期間より企業結合に係る会計基準等を適用しております。

　当該基準等の適用により、従来、「連結調整勘定」は資産と負債の償却額を相殺した上で、営業外収益に

計上しておりましたが、「のれんの償却額」は販売費及び一般管理費に含めており、従来の方法によった場

合と比べて、メディア事業の営業費用は353百万円増加し、営業利益は同額減少しております。又、その他の

事業の営業費用は1百万円増加し、営業損失は同額増加しております。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
メディア事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

 アミューズメ

ント事業

（百万円）

その他の事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
103,347 4,008 3,501 4,599 115,457 ― 115,457

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

41 ― 0 77 118 (118) ―

計 103,389 4,008 3,501 4,676 115,575 (118) 115,457

営業費用 97,921 3,750 3,631 5,143 110,447 614 111,061

営業利益又は

営業損失（△）
5,467 257 △129 △467 5,128 (732) 4,395

　（注）１  各事業の主な製品

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

(2）不動産事業…………………不動産の販売・賃貸

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

(4）その他の事業………………卸売業、コンテンツ開発、ネットカフェの運営等

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は732百万円であり、主に親会社本社の総務

部門等管理部門にかかる費用であります。

３  「中間連結財務諸表作成のための基本とな重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産について、当社及び連結子会社（一部の連結子会社を除く）は、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴う事業の種類別セグメント情報

に与える影響は軽微であります。

４  「中間連結財務諸表作成のための基本とな重要な事項」に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した

資産については、当社及び連結子会社（一部の連結子会社を除く）は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴う

事業の種類別セグメント情報に与える影響は軽微であります。　
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
メディア事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

 アミューズメ

ント事業

 （百万円）

その他の事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
204,279 4,589 7,288 9,623 225,781 ― 225,781

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

129 0 32 165 328 (328) ―

計 204,408 4,590 7,321 9,788 226,109 (328) 225,781

営業費用 196,223 4,182 7,127 10,155 217,689 1,222 218,911

営業利益 8,184 408 194 △367 8,420 (1,550) 6,870

　（注）１　事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

        ２  各事業の主な製品

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

(2）不動産事業…………………不動産の販売・賃貸

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

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

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は1,555百万円であり、主に親会社本社の総

務部門等管理部門にかかる費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は13,281百万円であり、主に親会社での余資運用資金（現

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

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

６  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」（企業結合に係る会計基準等）に記載のとおり、

当連結会計年度より企業結合に係る会計基準等を適用しております。

　当該基準等の適用により、従来、「連結調整勘定」は資産と負債の償却額を相殺した上で、営業外収益に

計上しておりましたが、「のれんの償却額」は販売費及び一般管理費に含めており、従来の方法によった場

合と比べて、メディア事業の営業費用は522百万円増加し、営業利益は同額減少しております。又、その他の

事業の営業費用は3百万円増加し、営業損失は同額増加しております。

７　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。

  この変更に伴い、従来の方式によった場合と比べて、不動産事業の営業費用は4百万円、消去又は全社の営

業費用は35百万円増加しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

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

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

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

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額  56,128円34銭

１株当たり中間純利益 1,412円22銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
1,405円40銭

１株当たり純資産額    62,304円95銭

１株当たり中間純利益     2,213円77銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
  2,199円64銭

１株当たり純資産額 62,090円33銭

１株当たり当期純利益 9,594円42銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
9,547円45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。

　当社は平成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

前連結会計年度における1株当たり情報につい

ては、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額
34,589円41銭

１株当たり純資産額
59,254円96銭

１株当たり中間純利
益

1,996円71銭

１株当たり当期純利
益

10,531円89銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益

1,988円60銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

10,500円05銭

１株当たり純資産額 59,254円96銭

１株当たり当期純利益 10,531円89銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
10,500円05銭

  （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 33,943 37,858 37,550

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,175 1,438 1,275

（うち少数株主持分） (1,175) (1,438) (1,275)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額（百万円） 32,768 36,419 36,275

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末（期

末）の普通株式の数（株）
583,808 584,532 584,234
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　（注）２.１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
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間連結損益計算書上の中間（当期）純利益

（百万円）
824 1,293 5,600

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 824 1,293 5,600

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 583,542.61 584,354.17 583,754.06

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

（百万円）

   

　連結子会社の潜在株式にかかる中間（当期）純利益

調整額
1 4 7

中間（当期）純利益調整額（百万円） 1 4 7

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）
   

（うち新株予約権） 2,069.60 1,873.87 2,080.95

普通株式増加数（株） 2,069.60 1,873.87 2,080.95

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

 当社の関連会社である株

式会社フォー・ユーは同社

の役員及び従業員に対して

ストック・オプションを発

行しており、当中間連結会

計期間末におけるストッ

ク・オプションの目的とな

る株式の個数は、6,379個

であります。

 当社発行2012年満期ユー

ロ円建転換社債型新株予約

権付社債（額面金額15,000

百万円）。

 株式会社フォー・ユー（関

連会社）ストック・オプ

ションの目的となる株式の

個数、5,422個。

 当社の関連会社である株

式会社フォー・ユーは同社

の役員及び従業員に対して

ストック・オプションを発

行しており、当連結会計年

度末におけるストック・オ

プションの目的となる株式

の個数は、5,443個であり

ます。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 ────── 資本業務提携

　当社は、平成19年10月29日をもって株

式会社アークコアの第三者割当増資の引

受による株式取得及び第三者割当による

新株予約権発行の引受を実施しました。

  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　概要

 （1）会社の名称

株式会社アークコア

 （2）事業内容

バイク及びバイク関連商品の買

取・販売事業

 （3）取得の理由

　全国に拡充しているゲオブラ

ンドの活用により、同社の企業

価値向上のほか、当社グループ

の新たなリサイクルビジネスの

事業ドメイン拡大と、相乗効果

による当社グループ店舗の活性

化等が図られると考えたためで

あります。

 （4）取得日

平成19年10月29日 

 （5）法的形式　　　

第三者割当増資の引受

第三者割当による新株予約権の

引受

 （6）会社の規模　平成18年10月期

資本金　　　 　　110百万円

売上高　　　 　2,719百万円

 　　　経常損失　　　 　267百万円

 　　　当期純損失　　 　273百万円

 　総資産　　　　 　465百万円

 　　　純資産　　　　 　 72百万円

 ──────

 ２　取得する株式の数、取得価額及び

取得後の議決権比率等

 （1）取得株式　　　　　　 7,000株

 （2）取得価額　　  　 　245百万円

 （3）取得後の議決権比率    35.5％

 （4）新株予約権の引受数  10,600個

 （5）新株予約権の発行価格

 　54百万円

 （6）権利行使価格（１株あたり）

 38,847円

 （7）権利行使期間　

 平成19年10月30日から

平成22年10月29日まで
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19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19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   7,832   17,574    7,066  

２　売掛金   551   259    335  

３　たな卸資産   1   2    0  

４　短期貸付金   17,521   10,847    9,659  

５  立替金   8,620   ―    1,720  

６　その他   2,857   3,263    1,748  

貸倒引当金   △10   △2    △69  

流動資産合計   37,374 41.6  31,945 37.9 △5,428  20,462 28.2

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）建物   526   611    515  

(2）土地   2,412   2,338    2,338  

(3）その他   39   77    53  

有形固定資産合計   2,978 3.3  3,028 3.6 49  2,906 4.0

２　無形固定資産   79 0.1  104 0.1 25  84 0.1

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券   6,911   4,419    5,465  

(2）関係会社株式   28,554   28,818    28,794  

(3）敷金・保証金   6,542   7,141    6,762  

(4）長期貸付金   6,973   8,839    8,103  

(5）その他   915   1,248    962  

貸倒引当金   △472   △1,326    △974  

投資その他の資産合計   49,424 55.0  49,140 58.4 △284  49,114 67.7

固定資産合計   52,481 58.4  52,272 62.1 △209  52,105 71.8

資産合計   89,856 100.0  84,218 100.0 △5,638  72,567 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19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19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形   5,726   6,116    4,327  

２　買掛金   ―   27    11  

３　短期借入金   1,180   1,000    1,060  

４　１年内返済予定長期借入金   11,713   9,424    11,067  

５　１年内償還予定社債   2,613   1,785    2,313  

６　未払金   14,211   1,347    1,519  

７　その他   1,347   1,387    1,262  

流動負債合計   36,793 41.0  21,089 25.0 △15,703  21,562 29.7

Ⅱ　固定負債            

１　社債   4,028   3,243    3,622  

２　新株予約権付社債   ―   15,000    ―  

３　長期借入金   16,724   15,795    17,592  

４　長期預り保証金   6,022   6,678    6,328  

５　退職給付引当金   56   114    48  

６　転貸損失引当金   ―   31    ―  

７　繰延税金負債   1,225   442    783  

８　その他   87   176    105  

固定負債合計   28,145 31.3  41,481 49.3 13,335  28,479 39.3

負債合計   64,938 72.3  62,570 74.3 △2,367  50,041 69.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１　資本金   8,538 9.5  8,576 10.2 38  8,556 11.8

　２　資本剰余金            

  (1) 資本準備金  2,146   2,184    2,164   

  (2) その他資本剰余金  6,247   6,247    6,247   

資本剰余金合計   8,393 9.3  8,432 10.0 38  8,412 11.6

　３　利益剰余金            

　(1) 利益準備金  53   53    53   

　(2) その他利益剰余金            

  別途積立金  100   100    100   

繰越利益剰余金  6,037   3,834    4,258   

利益剰余金合計   6,190 6.9  3,987 4.7 △2,203  4,411 6.1

　４　自己株式   △1 △0.0  △1 △0.0 ―  △1 △0.0

　　株主資本合計   23,121 25.7  20,995 24.9 △2,125  21,378 29.5

Ⅱ　評価・換算差額等            

　　その他有価証券評価差額金  1,796   651    1,148   

　　評価・換算差額等合計   1,796 2.0  651 0.8 △1,145  1,148 1.5

純資産合計   24,917 27.7  21,647 25.7 △3,270  22,526 31.0

負債純資産合計   89,856 100.0  84,218 100.0 △5,638  72,567 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   42,258 100.0  3,091 100.0 △39,166  44,000 100.0

Ⅱ　営業費用   40,857 96.7  1,955 63.2 △38,902  42,657 96.9

営業利益   1,400 3.3  1,136 36.8 △263  1,343 3.1

Ⅲ　営業外収益            

１　受取利息及び配当金  122   117    255   

２　その他  65 188 0.4 9 127 4.1 △61 101 356 0.8

Ⅳ　営業外費用            

１　支払利息  176   190    355   

２　転貸損失引当金繰入額  ―   32    ―   

３　社債発行費  ―   93    ―   

４　その他  92 269 0.6 51 368 11.9 98 150 506 1.2

経常利益   1,319 3.1  895 29.0 △424  1,193 2.7

Ⅴ　特別利益   342 0.8  85 2.8 △257  321 0.7

Ⅵ　特別損失  191 0.4  697 22.6 505  1,176 2.7

税引前中間（当期）純利益   1,470 3.5  283 9.2 △1,186  337 0.7

法人税、住民税及び事業税   5 0.0  5 0.2 0  11 0.0

中間（当期）純利益   1,464 3.5  277 9.0 △1,186  326 0.7
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

（百万円）
8,522 6,382 1,996 8,378 53 100 5,251 5,404 △1 22,304

中間会計期間中の変動額

新株の発行 15 15  15      30

資本準備金の取崩  △4,251 4,251       ―

剰余金の配当（注）       △641 △641  △641

役員賞与（注）       △36 △36  △36

中間純利益       1,464 1,464  1,464

自己株式の消却   △0 △0     0 ―

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

          

中間会計期間中の変動額

合計

（百万円）

15 △4,235 4,251 15   786 786 0 817

平成18年９月30日残高

（百万円）
8,538 2,146 6,247 8,393 53 100 6,037 6,190 △1 23,121

 

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

（百万円）
3,921 3,921 26,225

中間会計期間中の変動額

新株の発行   30

資本準備金の取崩   ―

剰余金の配当（注）   △641

役員賞与（注）   △36

中間純利益   1,464

自己株式の消却   ―

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△2,124 △2,124 △2,124

中間会計期間中の変動額

合計

（百万円）

△2,124 △2,124 △1,307

平成18年９月30日残高

（百万円）
1,796 1,796 24,917

 （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。 
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日残高

（百万円）
8,556 2,164 6,247 8,412 53 100 4,258 4,411 △1 21,378

中間会計期間中の変動額

新株の発行 20 20  20      41

剰余金の配当       △701 △701  △701

中間純利益       277 277  277

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額)

          

中間会計期間中の変動額

合計

（百万円）

20 20  20   △423 △423  △382

平成19年９月30日残高

（百万円）
8,576 2,184 6,247 8,432 53 100 3,834 3,987 △1 20,995

 

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19年３月31日残高

（百万円）
1,148 1,148 22,526

中間会計期間中の変動額

新株の発行   41

剰余金の配当   △701

中間純利益   277

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額)

△496 △496 △496

中間会計期間中の変動額

合計

（百万円）

△496 △496 △879

平成19年９月30日残高

（百万円）
651 651 21,647
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

（百万円）
8,522 6,382 1,996 8,378 53 100 5,251 5,404 △1 22,304

事業年度中の変動額

新株の発行 33 33  33      67

資本準備金の取崩  △4,251 4,251       ―

剰余金の配当（注）       △641 △641  △641

剰余金の配当       △642 △642  △642

役員賞与（注）       △36 △36  △36

当期純利益       326 326  326

自己株式の消却   △0 △0     0 ―

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

          

事業年度中の変動額合計

（百万円）
33 △4,217 4,251 33   △993 △993 0 △926

平成19年３月31日残高

（百万円）
8,556 2,164 6,247 8,412 53 100 4,258 4,411 △1 21,378

 

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

（百万円）
3,921 3,921 26,225

事業年度中の変動額

新株の発行   67

資本準備金の取崩   ―

剰余金の配当（注）   △641

剰余金の配当   △642

役員賞与（注）   △36

当期純利益   326

自己株式の消却   ―

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△2,773 △2,773 △2,773

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△2,773 △2,773 △3,699

平成19年３月31日残高

（百万円）
1,148 1,148 22,526

 （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。 
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により

算定）

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）      ――――― (2）デリバティブ

　時価法

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

  

 

 

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

 

 

  

 

 

 

（追加情報） 

　法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

 

 

(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）株式交付費

　支出時に全額費用として計上し

ております。 

(1）株式交付費

　　 　　　同左

(1）株式交付費

 　　　　　同左

(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。 

(2）社債発行費

　　　　　 同左

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５　引当金の計上基準 (2）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。

(2）退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）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)      ―――――― (3)      ―――――― (3）役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度に負担すべき支給見込

額に基づき計上しております。

(4)      ―――――― (4）転貸損失引当金

  店舗転貸契約の残存期間に発生

する損失に備えるため、支払義務

のある賃料総額から転貸による見

込賃料収入総額を控除した金額を

計上しております。

(4)      ――――――

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

　   繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たして

いる場合には、特例処理を行って

おります。

(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

　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

　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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 　　　　　―――――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　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）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、24,917百万円であります。

　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」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、22,526百万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

   

（企業結合に係る会計基準等）

　当中間会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会  平

成15年10月31日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７

号  平成17年12月27日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号  平成17年12月27日）を適

用しております。

 

 　　　　　―――――――  （企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度より、「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会　平成15

年10月31日）、「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号　平

成17年12月27日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第

10号　平成18年12月22日）を適用して

おります。

  

 　　　　　―――――――  　　　　　――――――― （ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会

計基準第８号　平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第11号　平成18年５月31日）

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。

 　　　　　―――――――  　　　　　――――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平

成17年11月29日）を適用しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ35百万

円減少しております。 
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（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1,349百万円であります。

（中間貸借対照表）

  「立替金」(1,868百万円)については、重要性がなくなっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
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