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当期の決算概要
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ＰＯＩＮＴ

事業年度を１０月３１日から２月末日に変更いたしました。
（当事業年度は平成１９年１１月から平成２０年２月２９日までの４ヶ月間）

当事業年度の４ヶ月間は中古バイクの流通台数が減少する時期にあたることが影響し、
当社においても他の時期と比較して取扱台数が減少するため、営業損失を計上しました。

■当期の決算概要/決算概要とポイント

平成19年10月期 平成20年2月期

金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％）

売上高 2,980 100.0 790 100.0

売上総利益 1,057 35.5 239 30.3

販売費及び一般管理費 1,184 39.8 334 42.3

人件費 361 12.1 107 13.6

広告宣伝費 321 10.8 67 8.6

営業損失 △127 △4.3 △94 △12.0

経常損失 △136 △4.6 △97 △12.3

当期純損失 △145 △4.9 △98 △12.4
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ＰＯＩＮＴ

■当期の決算概要/前年同期（4ヶ月間）比較

平成18年11月～

平成19年2月

平成19年11月～

平成20年2月
前年同期比

金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％） 増減額（百万円） 増減率（％）

売上高 782 100.0 790 100.0 7 1.0

売上総利益 295 37.7 239 30.3 △56 △19.0

販売費及び一般
管理費 390 49.9 334 42.3 △56 △14.4

人件費 120 15.4 107 13.6 △13 △10.8

広告宣伝費 114 14.7 67 8.6 △47 △41.1

営業損失 △94 △12.1 △94 △12.0 0 0.0

経常損失 △96 △12.4 △97 △12.3 △0 △0.3

販売台数は、広告宣伝費の削減の影響で、3,768台から3,330台へ減少しましたが、
売上高は、販売単価の上昇により前年同期比で微増となりました。
売上総利益は、同業他社との競合の影響で買取単価が上昇したため減少しました。
販管費は、広告宣伝費、人件費等の削減により減少しました。
この結果、経常損失額は前年同期とほぼ同額となりました。
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トピックス



株式会社ゲオのグループ会社としてのメリットを最大限活かすため、
バイク買取サービスのブランド名を「モトソニック(Motosonic)」から
｢ゲオ｣の名を冠したブランド名｢ゲオモトソニック(GEO Motosonic)｣に変更し、
同時にWEBサイトのリニューアル、ゲオショップにおけるプロモーション、
ラジオCMの刷新を実施することを考えております。
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■トピックス /ブランド名の変更および各種プロモーション施策の実施

■ ブランド名の変更について

ブランドロゴ

新ブランド名

｢ゲオモトソニック(GEO Motosonic)｣

知名度が高く、ゲーム、DVD、CD、書籍等の買取サービス
の利用者が多い、｢ゲオ｣の名を冠することで、お客様に覚
えていただきやすいこと、身近で親しみやすいバイク買取
サービスと感じていただくことを目的としています。

ブランド名変更の目的
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■トピックス /ブランド名の変更および各種プロモーション施策の実施

■ 各種プロモーション施策の実施

②｢ゲオ商品券プレゼント｣の実施
ゲオグループのバイク買取サービスであるということをより印象付けることを目的
として、当社にバイクをご売却いただいたお客様全員に全国のゲオショップで使え
る商品券のプレゼントを開始いたします。

① WEB サイトのリニューアル
従来｢気軽にお問い合わせをいただく。｣ことを主眼に置いていましたが、
｢気軽に出張査定をご利用いただく。｣ことによりウエイトを置き、
営業効率の向上、広告費用対効果の向上を図ってまいります。
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■トピックス /ブランド名の変更および各種プロモーション施策の実施

③ゲオショップにおけるプロモーションの実施
ブランド名の変更にあわせ、全国のゲオショップの内、当社がバイク買取を展開してい
るエリアにある店舗725店舗においてポスターの掲示、チラシの配布、店内放送を実施
いたします。主な訴求内容はゲオモトソニックスタートのアピールとゲオ商品券プレゼ
ントとなっております。

④ラジオＣＭクリエイティブの刷新
当社が従前より実施しておりますラジオCMにつきましても、従来当社サービス内を
告知するナレーションタイプだったものを今回の変更ではゲオグループのバイク買
取であることをアピールし、内容も｢教師と生徒｣｢プロレス実況中継｣｢デパート店内
放送を聞く若者｣といった設定の寸劇的なものにすることで、お客様に親しみを感じ
ていただくことを狙ったものとしております。
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■トピックス /ブランド名の変更および各種プロモーション施策の実施

■ 顧客満足度の向上

①バイクの売却を希望するユーザーに向けて

・ゲオグループとの提携効果も含めた広告費単価削減分の買取価格への還元。

②中古バイクの購入を希望するユーザーに向けて

・｢モトソニックDirect(モトソニックダイレクト)｣事業を強化し、ユーザー
に良質で安価なバイクを購入する機会を提供したいと考えております。



■トピックス /新ブランド「JPMOTO」の立ち上げ

新ブランド名：｢JPMOTO｣

ブランドロゴ：

新ブランド立ち上げの目的：

市場もニーズも拡大し続ける世界に視野を広げ、近年技術レベルの

向上が著しい外国製で良質なバイクを発掘し、日本国内のバイク需要

に合わせてさらに改良した車両を販売、アフターフォローをすること

により、日本のバイク業界の活性化に役立つことを目的とする。
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中期的な経営戦略
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■中期的な経営戦略/ビジネス定義と戦略

＜戦略＞

より満足度の高いサービスの提供

サービスの認知への取り組み

＜当社のビジネス定義＞

バイク売却希望者に対してきめこまかなサービスを提供
する「サービス業」である
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■中期的な経営戦略－1

より満足度の高いサービスの提供

・販売経路の拡大
① 当社がより高くバイクを売却できる販売経路の開拓
② お客様のニーズに即した売却方法として、当社が直接買取るという方法以外の

サービスの構築

・「モトソニックDirect」の強化
① ユーザーへの直接販売を強化することで、ユーザーに安価に良質なバイクを提供
② 中間マージンの削減により魅力的な買取金額を提示
③ ①②による顧客満足度の向上、その効果による収益の増大
④ ユーザーとの距離を縮め、買取台数の増大にも寄与

お客様が高くバイクを売却できるサービス、利便性が高いサービス、価格の透明性が高
く、利用することに対する安心度、利用した結果への満足度が高いサービスを構築

サービスの認知への取り組み

ゲオの名前を冠したブランド名に変更
ゲオグループとの業務提携による、今まで難易度の高かった幅広いユーザー層（バ
イクの買取サービスへの意識が薄いユーザー層）への認知浸透
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業績予想
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平成20年2月期

実績(4ヵ月決算)
平成21年2月期（計画）

金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％）

売上高 790 100.0

■業績予想とポイント

4,219 100.0

売上総利益 239 30.3 1,586 37.6

販売費及び一般管理費 334 42.3 1,414 33.5

人件費 107 13.6 423 10.0

広告宣伝費 67 8.6 350 8.3

営業利益 △94 △12.0 172 4.1

経常利益 △97 △12.3 162 3.8

当期純利益 △98 △12.4 158 3.8

尚、当社は、平成21年２月期での黒字化及び今後３事業年度内での繰越損失の解消に向けて、財務体質の改善
等に積極的な取り組みを実施してまいります。

１．平成21年2月期 黒字化の達成
２．平成21年2月期 買取台数2万台、売上40億の達成

目 標

ＰＯＩＮＴ
広告宣伝の最適化への取り組みによる売上に対する広告宣伝費比率の低減
ゲオグループ会員に対するプロモーション等、株式会社ゲオとの提携効果により、
広告宣伝費の増大を抑制と買取台数増大の両立
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■業績予想/買取台数の推移（今後の計画）

買取台数の推移（今後の計画）

*H20.2月期は決算期変更の為、H19.11.1～H20.2.29までの4ヵ月決算です。

ゲオとの提携効果により、平成2１年2月期に買取台数2万台を達成することを目指
します。
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■業績予想/業績の推移（今後の計画）

広告宣伝費をはじめとする販管費の増大を抑えつつ、売上、粗利益の増大を
実現することを目指し、平成21年2月期は売上高42億円、営業利益1.7億円、
経常利益1.6億円、当期純利益1.5億円を目標とします。

業績の推移（今後の計画）

*H20.2月期は決算期変更の為、H19.11.1～H20.2.29までの4ヵ月決算です。
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参考資料
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■参考資料/沿革・国内拠点

◆会社沿革 ◆国内拠点

エリア 店舗名 住所

東北 仙台店 宮城県仙台市泉区八乙女中央2-5-3 

馬込店 東京都大田区西馬込1-2-8 

横浜町田店 東京都町田市南つくし野2-31-26 

横浜上星川店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川2-5-15

千葉店 千葉県市川市相之川2-16-17 

練馬店 東京都練馬区土支田1-15-14 

関東

武蔵浦和店 埼玉県さいたま市南区白幡4-23-8

名古屋店 愛知県名古屋市中川区万場2-901 
東海

近畿
大阪店 大阪府吹田市岸部中3-26-1 

中国・四国 広島店 広島県広島市南区東雲本町1-16-5 

九州 福岡店 福岡県福岡市博多区東比恵2-1-18 

合計 １1店舗
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■参考資料/会社概要

会 社 名
株式会社アークコア
（Arkcore, Inc.) 代 表 者 正渡 康弘

ブランド名 資 本 金 2億3282万5000円

事 業 内容 バイク及びバイク関連商品の買取・販売事業

設 立 2002年5月

本 社 東京都大田区西馬込1-2-8

従 業 員数 59名

Ｗ ｅｂサ
イ ト

（http://www.bike-kaitori.com/）

平成20年2月29日現在

（注）ブランド名は平成20年3月6日に変更
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■ＩＲ担当窓口／免責事項

ＩＲお問い合わせ先／管理本部 土屋 勉
小野 義和

ＴＥＬ: 03-5746-2217

E-Mail: tsuchiya@motosonic.com

この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、この
資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範
囲内で為した判断に基づくものです。

しかしながら、現実には、通常予測しえないような特別事情の発生または、通常予測しえな
いような結果の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスク
を含んでおります。

当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積
極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判
断されることはくれぐれもお控えになられるようお願い致します。

尚、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようにお願
い致します。

ono@motosonic.com
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