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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 115,326 △0.1 5,910 79.6 5,919 100.3 2,608 ―
21年3月期第2四半期 115,478 ― 3,290 ― 2,954 ― △728 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 4,876.92 4,872.83
21年3月期第2四半期 △1,290.48 ―

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

22年3月期第2四半期 117,533 36,893 29.7 65,287.75
21年3月期 121,286 34,910 27.1 61,521.31

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  34,924百万円 21年3月期  32,909百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 1,200.00 ― 1,200.00 2,400.00
22年3月期 ― 1,300.00
22年3月期 

（予想）
― 1,300.00 2,600.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 241,000 △4.5 12,000 17.4 11,500 18.0 5,300 210.1 9,907.72
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項につきまして
は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 584,944株 21年3月期  584,944株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  50,008株 21年3月期  50,008株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 534,936株 21年3月期第2四半期 564,857株
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      （１）業績の状況   

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の不振に伴う雇用状況の著しい悪化や個人所得の落

ち込みから、消費者の生活防衛意識や節約志向が高まるなど個人消費は弱含みに推移しており、引き続き厳しい環

境が続きました。 

 こうした厳しい事業環境のもとで、当社グループにおきましては、メディア事業における主力ゲームソフトの販

売ならびに運営効率の見直し等が奏功し、当第２四半期連結会計期間における業績につきましては、売上61,371百

万円、営業利益2,866百万円、経常利益2,882百万円、四半期純利益は1,416百万円となり、売上高、営業利益・経

常利益・四半期純利益は前年を上回る結果となりました。 

  

 以下は当社グループの店舗数の状況であります。 

（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 

    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 

    リサイクルストア：衣料、服飾雑貨、電化製品等のリサイクル買取販売 

    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 

 (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。  
  

 当第２四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（百万円）

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

    
平成21年３月末 

  

平成21年６月末

  

第２四半期連結会計期間  

増加 減少  平成21年9月末 増減 

ゲオショップ 直営店  790  787  4  △4  787      

  代理店  50  58  14  △1  71 +  13

  ＦＣ店  108  107        △1  106  △1

  小計  948  952  18  △6  964 +  12

ゲオ・コミュニケーションズ 直営店  51  48  1  △6  43  △5

プレイガイド 直営店  1  1      1      

アミューズメント施設 直営店  20  25  1  △1  25      

リサイクルストア 直営店  201  208  8  △3  213 +  5

    〃 ＦＣ店  35  37  2        39 +  2

フィットネス施設 直営店  15  15        △2  13  △2

    〃 ＦＣ店  1  1      1      

複合カフェ 直営店  10  9        △1 8  △1

グループ 合計  1,282  1,296  30  △19  1,307 +  11

 事業種類別セグメント   
第２四半期 第２四半期累計 

（百万円）  前年同期比 （百万円）  前年同期比 

メディア事業 
売上高  51,992 101.4%   95,534 95.2%  

営業利益  3,802 155.6%   7,113 159.7%  

不動産事業 
売上高  1,695 83.4%   4,813 137.5%  

営業利益  120 216.0%   428 281.4%  

アミューズメント事業 
売上高  1,485 91.3%   2,919 92.1%  

営業利益  △105 -  △237 -  

リユース事業 
売上高  4,453 105.1%   8,904 210.2%  

営業利益  △303 -   △287 -  

その他の事業 
売上高  1,744 80.3%   3,155 75.5%  

営業利益  △11 -   △28 - 
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①メディア事業 

 メディア事業につきましては、全国で「ゲオショップ」を964店舗（前年同期比31店舗増）展開しております。 

 レンタル部門においては、厳しい経済環境のもと、様々な販促活動が奏功したため、売上高は前年を上回ったう

え、旧作投資の償却負担軽減により粗利率は大きく改善いたしました。 

 リサイクル部門においては、中古の買取強化策などの、在庫数量の確保等を図っておりますが、消費者の節約志

向等により一部の高額商品に対する需要の低下がみられ、売上高は前年を下回りましたが、売上総利益率は前年よ

り改善する状況となりました。 

 新品販売部門においては、「ドラゴンクエストⅨ」「モンスターハンター３」「ポケットモンスター」などの主

力タイトルの発売、「ＰＳ３」の値下げなどの追い風もあり、売上高は前年を上回る結果となりました。 

 以上の状況から、当第２四半期連結会計期間におきましては、新品販売部門における売上増などにより、売上高

は前年を上回る結果となり、営業利益につきましても、償却済資産の活用、売場効率の見直し、運営コストの抜本

的な見直し等を行ったことにより、大幅な増益となりました。 

  

 以下は、当第２四半期連結会計期間における「ゲオショップ」直営店における売上の状況であります。 

 （百万円）

  

以下は、当第２四半期連結会計期間末における会員の状況であります。 

（注１）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  

  

②不動産事業 

 不動産事業につきましては、このような経済環境を背景とした金融機関の慎重な融資姿勢や消費マインドの冷え

込みが不動産取引の低下を招き、依然として厳しい市場環境になっております。 

 こうした厳しい環境のもと、株式会社ゲオエステートは、物件の売却を行った結果、売上高は前年を下回ったも

のの、営業利益は前年を上回る結果となりました。 

  

③アミューズメント事業  

 アミューズメント事業につきましては、このような経済環境のもと、個人消費の冷え込みが大きく、依然として

厳しい市場環境となっております。 

 このような環境のもと、株式会社ゲオディノス（平成21年７月に株式会社スガイ・エンタテインメントより社名

変更）は、北海道地域を中心に映画館・ゲームセンター運営を行いました。新型インフルエンザの感染拡大等の影

響により、客足が伸び悩み、前年を下回る結果となりました。 

  

  

  

第２四半期   第２四半期累計期間 

 売上高合計  前年同期比 
既存店 

前年同期比 
売上高合計 前年同期比 

既存店 

前年同期比 

レンタル売上  16,924 101.1% 101.8%  31,796 96.8%  97.8%  

リサイクル売上  11,047 89.3% 91.5%  22,419 94.9%  97.4%  

新品売上  16,258 102.5% 104.9%  27,288 86.3%  88.4%  

その他売上  263 94.2% 95.1%  496 90.1%  91.6%  

＜合計＞  44,494 98.3% 100.4%  82,001 92.5%  94.5%  

 会員数（増減は前年同月比較） （千人）

  平成21年３月末 平成21年６月末 平成21年９月末 増減 

レンタル会員（男性）  5,845  5,860   6,090 +   229

レンタル会員（女性）  4,215  4,214   4,432 +   217

ポイント会員（男性）  271  259   244   △14

ポイント会員（女性）  128  122   115   △7

＜ゲオショップ会員合計＞  10,461  10,457   10,882 +   425
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④リユース事業 

 リユース事業につきましては、依然として厳しい状況で推移する経済状況の中、株式会社フォー・ユーでは、全

国252店舗（前年同期比23店増）を展開いたしました。様々な販促キャンペーンの実施により売上高は前年を上回

って推移したものの、店舗リニューアル費用等の増加により営業利益は前年を下回る結果となりました。 

 なお、株式会社フォー・ユーは、前年第2四半期より連結子会社化しております。 

  

⑤その他の事業 

 その他事業につきましては、フィットネス事業における不採算施設のリストラなどにより、売上高、営業損益と

もに前年を下回る結果となりました。しかしながら、第2四半期累計期間におきましては、大幅に営業損失は減少

しております。 

  

当四半期における総資産は117,533百万円となり、前連結会計年度末比3,752百万円の減少となりました。 

なお、純資産は36,893百万円となり、自己資本比率は29.7％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第２四半期連結会計期間

末に比べ233百万円減少し、22,015百万円（前年同期比1.1％減）となりました。 

これは、レンタル用資産減価償却費による収入や、たな卸資産の減少を主な要因とする営業活動による収入の増

加がありましたが、社債償還による支出の増加を主な要因とする財務活動による支出の増加や、有価証券の取得に

よる支出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ことによります。 

当第２四半期連結会計期間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、10,110百万円（同216.4％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が3,321百万円ありましたが、レンタル用資産減価償却費による収入

3,617百万円、仕入債務の増加による収入が2,630百万円、税金等調整前四半期純利益が2,410百万円ありましたこ

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、2,755百万円（同115.1％増）となりました。 

これは、有価証券の取得による支出が1,500百万円、有形固定資産の取得による支出が528百万円ありましたこと

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 

財務活動の結果減少した資金は、3,165百万円（前年同期は371百万円の増加）となりました。 

これは、短期借入金の純増による収入が1,199百万円、長期借入金の純増による収入が1,262百万円ありました

が、社債償還による支払いが4,994百万円ありましたことが主な要因であります。 

  

   

  

 平成22年３月期第２四半期連結決算におきましては、広告宣伝費などの販管費の削減、新規出店の未達によるコス

ト減少、売場の効率化に向けた施策が奏功したことなどから、計画を上回る成績となりました。 

 当連結会計年度におきましては、引き続き利益の向上に向けたさまざまな施策を実施いたしますが、依然として消

費環境は厳しい状況が続くものと予想されている中、冬のボーナス水準の落ち込みも大きいものと推測されるため、

繁忙期となるクリスマスおよび年末年始の販売状況は予断を許さない状況にあります。また、メディアショップの出

店状況につきましても、上半期の出店未達に加えて下半期の直営店舗の出店数計画を引き下げました。 

 こういった状況から連結売上高につきましては前回予想を下方修正しております。 

 このように売上高に関し、厳しい見通しとなっておりますが、お客様の利便性の向上ならびに利用頻度を上げてい

く施策の一環として、年度末より新しい共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」の導入を決定しており、下半期

におきましてはお客様へのカードの切り替えの手続きやプロモーションを進め、利用者数の増加を図ってまいりま

す。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

株式会社ゲオ（2681）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 5 -



  

  該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

 リユース事業の商品については、従来、月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、単品管理商品については個

別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、その他の商品につい

ては月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。  

 この変更は、新ＰＯＳシステムを導入し、一定金額以上の商品については単品原価情報の管理ができるように

なったため、これらの商品については、より適正な商品評価及び期間損益計算を行う目的で、個々の取引毎に損

益計算をすることが合理的な個別法を採用したものであります。 

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,014 18,197

受取手形及び売掛金 6,850 7,536

有価証券 1,571 81

商品 15,722 19,441

販売用不動産 1,032 2,248

仕掛販売用不動産 6,536 7,700

貯蔵品 239 242

その他 5,578 6,460

貸倒引当金 △147 △106

流動資産合計 59,397 61,801

固定資産   

有形固定資産 30,894 32,260

無形固定資産   

のれん 1,407 1,497

その他 1,449 1,386

無形固定資産合計 2,857 2,884

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,376 13,412

その他 13,194 13,234

貸倒引当金 △2,186 △2,307

投資その他の資産合計 24,383 24,338

固定資産合計 58,135 59,483

繰延資産 0 1

資産合計 117,533 121,286
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,276 13,297

短期借入金 5,700 6,259

1年内返済予定の長期借入金 14,596 14,149

未払法人税等 2,325 1,780

引当金 1,758 1,780

その他 10,621 10,402

流動負債合計 46,280 47,670

固定負債   

社債 3,362 3,522

転換社債型新株予約権付社債 － 4,330

長期借入金 24,066 24,209

引当金 267 273

負ののれん 268 410

その他 6,396 5,958

固定負債合計 34,359 38,705

負債合計 80,640 86,376

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,595 8,595

資本剰余金 9,255 9,255

利益剰余金 20,960 19,058

自己株式 △4,069 △4,069

株主資本合計 34,741 32,839

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 183 70

評価・換算差額等合計 183 70

新株予約権 117 16

少数株主持分 1,850 1,984

純資産合計 36,893 34,910

負債純資産合計 117,533 121,286
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 115,478 115,326

売上原価 74,534 69,805

売上総利益 40,943 45,521

販売費及び一般管理費 37,653 39,610

営業利益 3,290 5,910

営業外収益   

受取利息 67 50

負ののれん償却額 274 147

受取保険金 － 181

その他 271 281

営業外収益合計 614 661

営業外費用   

支払利息 382 424

その他 566 227

営業外費用合計 949 652

経常利益 2,954 5,919

特別利益   

固定資産売却益 40 －

投資有価証券売却益 45 －

貸倒引当金戻入額 － 126

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 38

その他 18 15

特別利益合計 104 179

特別損失   

投資有価証券評価損 1,010 －

減損損失 524 942

その他 769 361

特別損失合計 2,304 1,303

税金等調整前四半期純利益 754 4,795

法人税、住民税及び事業税 2,532 2,238

法人税等調整額 △1,006 62

法人税等合計 1,526 2,301

少数株主損失（△） △42 △114

四半期純利益又は四半期純損失（△） △728 2,608
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 61,335 61,371

売上原価 39,084 37,837

売上総利益 22,250 23,534

販売費及び一般管理費 20,292 20,668

営業利益 1,958 2,866

営業外収益   

受取利息 45 27

負ののれん償却額 137 69

受取保険金 － 97

その他 173 176

営業外収益合計 356 370

営業外費用   

支払利息 216 213

その他 294 141

営業外費用合計 511 354

経常利益 1,803 2,882

特別利益   

固定資産売却益 34 －

投資有価証券売却益 45 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 31

その他 21 13

特別利益合計 101 45

特別損失   

固定資産除却損 － 110

投資有価証券評価損 768 －

減損損失 142 266

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 103

その他 307 37

特別損失合計 1,218 517

税金等調整前四半期純利益 686 2,410

法人税、住民税及び事業税 1,338 972

法人税等調整額 △367 148

法人税等合計 971 1,121

少数株主損失（△） △37 △127

四半期純利益又は四半期純損失（△） △247 1,416
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 754 4,795

減価償却費 1,368 1,654

レンタル用資産減価償却費 10,670 7,444

減損損失 524 942

賞与引当金の増減額（△は減少） 904 20

受取利息及び受取配当金 △86 △70

支払利息 382 424

投資有価証券評価損益（△は益） 1,010 46

売上債権の増減額（△は増加） 383 686

たな卸資産の増減額（△は増加） 406 4,138

仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) △1,989 3,006

レンタル用資産取得による支出 △8,898 △6,105

仕入債務の増減額（△は減少） △6,779 △2,046

その他 △1,227 538

小計 △2,575 15,477

利息及び配当金の受取額 80 64

利息の支払額 △376 △422

法人税等の支払額 △4,362 △1,192

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,233 13,927

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △954 △958

無形固定資産の取得による支出 △426 △261

有価証券の取得による支出 － △1,500

投資有価証券の売却による収入 1,080 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

515 －

子会社株式の取得による支出 △860 －

その他 307 △1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △336 △3,864

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 9,100 6,350

短期借入金の返済による支出 △7,955 △6,909

長期借入れによる収入 9,240 6,720

長期借入金の返済による支出 △6,170 △6,416

社債の発行による収入 1,782 1,183

社債の償還による支出 △1,151 △5,326

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,226

配当金の支払額 △678 △638

その他 △735 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,431 △6,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,139 3,784

現金及び現金同等物の期首残高 26,388 18,208

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 22

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,249 22,015
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  

  
当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  
前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  
当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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） 

リサイクル
事業  

（百万円）

その他事業
（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 
 51,263  2,033  1,628  4,236  2,173  61,335  －  61,335

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 24  －  0  2  55  82 (82)  －

計  51,287  2,033  1,628  4,239  2,228  61,417 (82)  61,335

営業利益又は営業

損失（△）  2,444  55  △58  △84  17  2,374 (415)  1,958

  
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） 

リユース事
業  

（百万円）

その他事業
（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 
 51,992  1,695  1,485  4,453  1,744  61,371  －  61,371

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 21  －  0  2  10  34 (34)  －

計  52,013  1,695  1,486  4,456  1,755  61,406 (34)  61,371

営業利益又は営業

損失（△）  3,802  120  △105  △303  △11  3,502 (636)  2,866

  
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） 

リサイクル
事業  

（百万円）

その他事業
（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 
 100,392  3,500  3,169  4,236  4,178  115,478  －  115,478

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 45  －  0  2  126  175 (175)  －

計  100,438  3,500  3,170  4,239  4,305  115,653 (175)  115,478

営業利益又は営業

損失（△）  4,453  152  △151  △84  △223  4,144 (854)  3,290

  
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） 

リユース事
業  

（百万円）

その他事業
（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 
 95,534  4,813  2,919  8,904  3,155  115,326  －  115,326

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 60  －  0  2  20  83 (83)  －

計  95,594  4,813  2,920  8,907  3,176  115,410 (83)  115,326

営業利益又は営業

損失（△）  7,113  428  △237  △287  △28  6,987 (1,077)  5,910
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（注）１ 事業区分の方法 

        前第２四半期連結累計期間  

          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、平成20年４月において株式会社リテール

コムを連結子会社としメディア事業に、平成20年７月において株式会社ぽすれんを連結子会社としメディア

事業に含めております。また、平成20年７月にリサイクル事業を主な事業とする株式会社フォー・ユーを連

結子会社とし、事業セグメントにリサイクル事業を新設しております。 

        当第２四半期連結累計期間 

          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、当第２四半期会計期間より株式会社フュ

ージョンを連結子会社とし、メディア事業及びリユース事業に含めております。また、第１四半期連結会計

期間より事業内容を適切に表現するために、リサイクル事業をリユース事業に名称変更しております。名称

変更による事業区分の変更はありません。 

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）リユース事業………………衣料・服飾雑貨・電化製品等のリサイクル買取販売 

(5）その他事業…………………フィットネス施設の運営、ネットカフェの運営、卸売業、コンテンツ開発等

３  会計処理の方法の変更 

  前第２四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

    「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３.(1)に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用

されており、主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。これにより、従来の方法によった場合と比べて当第２四半期連結累

計期間の営業利益は、メディア事業で65百万円、リサイクル事業で16百万円それぞれ減少しております。 

   

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平

成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平

成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社ゲオ（2681）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 13 -




