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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 181,654 △0.5 10,327 68.5 10,512 77.6 4,969 629.2
21年3月期第3四半期 182,546 ― 6,127 ― 5,918 ― 681 ―

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3四半期 9,289.21 9,278.48
21年3月期第3四半期 1,210.73 1,209.36

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3四半期 125,713 38,561 29.1 68,284.65
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3四半期  36,527百万円 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 243,000 △3.7 13,000 27.1 12,500 28.3 5,700 233.5 10,655.48
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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」をご覧ください。 

(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」をご覧ください。 

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3四半期 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3四半期  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3四半期 534,936株 21年3月期第3四半期 562,830株
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（１）業績の状況 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策により一部の業種において改善がみられ

たものの、依然として雇用状況の悪化、個人所得の落ち込みは続いております。小売業におきましても、節約志向の

高まりによる個人消費の低迷、物価下落によるデフレ懸念等、引き続き厳しい事業環境となりました。 

 こうした厳しい事業環境のもと当社グループにおきましては、販促キャンペーンの実施による需要喚起、各種コス

トの見直し等を行った結果、売上高66,327百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益4,416百万円（前年同期比55.6％

増）、経常利益4,563百万円（前年同期比54.0％増）、四半期純利益2,360百万円（前年同期比67.4％増）となり、売

上高は前年を下回ったものの第３四半期連結会計期間における営業利益、経常利益は過去 高となりました。 

   

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３四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９月末

  

第３四半期連結会計期間  

増加 減少  平成21年12月末 増減 

ゲオショップ 直営店  790 787 10  △6 791 +4

  代理店  50 71 12  △1 82 +  11

  ＦＣ店  108 106 3  △2 107 +1

  小計  948 964 25  △9 980 +  16

ゲオ・コミュニケーションズ 直営店  51 43 1  △5 39 △4

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 2 － 27 +2

リサイクルストア 直営店  201 213 19  △7 225 +  12

    〃 ＦＣ店  35 39 5  △2 42 +  3

フィットネス施設 直営店  15 13 － － 13 －

    〃 ＦＣ店  1 1  －  － 1 －

複合カフェ 直営店 10 8 1 － 9 +1

グループ 合計  1,282 1,307 53  △23 1,337 +  30

 事業種類別セグメント   
第３四半期連結会計期間 第３四半期連結累計期間 

（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   57,069 99.3%    152,604 96.7%  

営業利益   4,238 142.6%    11,351 152.9%  

不動産事業 
売上高   687 66.3%    5,500 121.2%  

営業利益   43 －    471 323.6%  

アミューズメント事業 
売上高   1,427 93.5%    4,347 92.6%  

営業利益   △5 －    △243 －  

リユース事業 
売上高   5,672   106.3%    14,576 152.3%  

営業利益   429 83.2%    142 33.0%  

その他の事業 
売上高   1,469 86.3%    4,625 78.6%  

営業利益   98 －    69 － 
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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980店舗（前年同期比33店舗増）展開しております。 

 消費環境が厳しい状況の中、ゲーム機器「ＰＳ３」の値下げや年末にかけて「ファイナルファンタジーⅩⅢ」、

「ニュー・スーパーマリオブラザーズ・Wii」など人気タイトルの発売等がありましたが、リサイクルのゲームソ

フトにおいて、旧世代の「ＰＳ２」ソフトの売上減少が大きく、メディア事業売上高は前年を下回る状況となりま

した。しかしながら、コスト面ではレンタルＤＶＤの償却負担が前第３四半期から減少したことと、引き続き売場

効率の見直し、運営コストの見直し等を実施したことにより、営業利益は前年を上回る結果となりました。 
  
 以下は、当第３四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３四半期連結会計期間末における会員の状況であります。 
  

会員数（増減は前年同月比較）                                  （千人）

（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、住宅ローン減税や環境配慮型住宅への補助金制度などの政府による景気対策が行わ

れましたが、金融機関の慎重な融資姿勢や消費マインドの冷え込みにより、不動産取引は低迷しており、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、株式会社ゲオエステートは物件の売却を行い、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、依然として個人消費の冷え込み等により、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（株式会社スガイ・エンタテインメントより社名変更）は、シネ

マ事業においては「ハリー・ポッターと謎のプリンス」、「エヴァンゲリオン新劇場版；破」、「マイケル・ジャ

クソン ＴＨＩＳ ＩＳ ＩＴ」のヒット等もあり前年を上回る実績となりましたが、ＧＡＭＥ事業の売上減少が大

きく、売上高は前年を下回りました。しかしながら、営業利益はコスト削減効果により大幅に改善しております。
  
④リユース事業 

 リユース事業につきましては、株式会社セカンドストリート（平成22年１月に株式会社フォー・ユーより社名変

更）が総合リサイクルストア「セカンドストリート」、中古衣料専門店「ジャンブルストア」を全国にあわせて

267店舗（前年同期比28店増）運営しております。 

 現在の経済環境の中、商材確保を 重要課題と捉え、Ｗｅｂを活用した買取サイトの立ち上げやマンション買取

サービスの推進等による商材確保に努めるとともに、冬物セールの実施等により業績拡大に努めました。また、事

業拡大の主軸に据えて推進している出店政策については、首都圏を中心に出店を行いました。 

 その結果、売上高は前年を上回って推移したものの、店舗出店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。   
  
⑤その他の事業 

 その他の事業につきましては、フィットネス事業の不採算施設閉鎖に伴い、売上高は前年を下回る結果となりま

したが、営業利益はそのコスト削減効果により大幅に改善しております。  

第３四半期連結会計期間   第３四半期連結累計期間 

 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 

  48,571 96.1% 97.5%   130,573 93.8%  95.6%  

  平成20年12月末 平成21年９月末 平成21年12月末 増減 

レンタル会員（男性）  5,863  6,090   6,308 +   444

レンタル会員（女性）  4,224  4,432   4,610 +   385

ポイント会員（男性）  286  244   207   △79

ポイント会員（女性）  136  115   97   △39

＜ゲオショップ会員合計＞  10,512  10,882   11,223 +   711
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当四半期における総資産は125,713百万円となり、前連結会計年度末比4,427百万円の増加となりました。 

なお、純資産は38,561百万円となり、自己資本比率は29.1％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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３四半期連結会計期間

末に比べ4,141百万円増加し、25,841百万円(前年同期比19.1％増)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、仕入債務の増加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、有価証券及び投資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３四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、7,259百万円(同186.5%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3,628百万円、法人税等の支払額が2,249百万円、売上債権の増加に

よる支出が1,715百万円ありましたが、仕入債務の増加による収入が6,856百万円、税金等調整前四半期純利益が

4,356百万円、レンタル用資産減価償却費による収入が3,526百万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、794百万円(同184.9%増)となりました。 

これは、投資有価証券の売却による収入が1,500百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が1,300百万

円、投資有価証券の取得による支出が728百万円、有形固定資産の取得による支出が335百万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、2,638百万円(同5.9％減)となりました。 

これは、短期借入金の純増による収入が4,434百万円ありましたが、長期借入金の純減による支出が5,027百万

円、ファイナンス・リース等の返済による支出が934百万円、配当金の支払による支出が688百万円、社債償還によ

る支払いが406百万円ありましたことが主な要因であります。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況や市場動向を踏まえ、業績予想の見直しを行った結果、平成22

年３月期の通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示いたしました「平成22年３月期 連結

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

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

  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

 前回発表予想（Ａ）  241,000 12,000 11,500  5,300 9,907.72

 今回修正予想（Ｂ）  243,000 13,000 12,500  5,700 10,655.48

 増減額（Ｂ－Ａ）  2,000 1,000 1,000  400 －

 増減率（％）  0.8 8.3 8.7  7.5 －

 前期（平成21年 

３月期）実績 
 252,303 10,225 9,745  1,709 3,072.50
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  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

株式会社ゲオ(2681)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 6 -



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 25,841 18,197

受取手形及び売掛金 8,565 7,536

有価証券 1,350 81

商品 16,329 19,441

販売用不動産 765 2,248

仕掛販売用不動産 7,267 7,700

貯蔵品 291 242

その他 7,385 6,460

貸倒引当金 △147 △106

流動資産合計 67,647 61,801

固定資産   

有形固定資産 31,005 32,260

無形固定資産   

のれん 1,375 1,497

その他 1,441 1,386

無形固定資産合計 2,816 2,884

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,294 13,412

その他 13,150 13,234

貸倒引当金 △2,202 △2,307

投資その他の資産合計 24,243 24,338

固定資産合計 58,065 59,483

繰延資産 0 1

資産合計 125,713 121,286
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 18,133 13,297

短期借入金 10,135 6,259

1年内返済予定の長期借入金 10,991 14,149

未払法人税等 2,497 1,780

引当金 1,100 1,780

その他 12,485 10,402

流動負債合計 55,343 47,670

固定負債   

社債 3,003 3,522

転換社債型新株予約権付社債 － 4,330

長期借入金 22,643 24,209

引当金 265 273

負ののれん 204 410

その他 5,692 5,958

固定負債合計 31,808 38,705

負債合計 87,152 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 22,625 19,058

自己株式 △4,069 △4,069

株主資本合計 36,406 32,839

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121 70

評価・換算差額等合計 121 70

新株予約権 136 16

少数株主持分 1,896 1,984

純資産合計 38,561 34,910

負債純資産合計 125,713 121,286
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 182,546 181,654

売上原価 118,921 111,737

売上総利益 63,625 69,916

販売費及び一般管理費 57,497 59,589

営業利益 6,127 10,327

営業外収益   

受取利息 88 80

負ののれん償却額 361 219

社債償還益 391 －

受取保険金 － 248

その他 357 570

営業外収益合計 1,198 1,119

営業外費用   

支払利息 611 640

その他 796 293

営業外費用合計 1,407 933

経常利益 5,918 10,512

特別利益   

固定資産売却益 46 －

投資有価証券売却益 45 －

退職給付制度終了益 92 －

貸倒引当金戻入額 － 122

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 38

その他 29 21

特別利益合計 214 182

特別損失   

投資有価証券評価損 1,284 －

減損損失 610 1,068

その他 807 474

特別損失合計 2,702 1,542

税金等調整前四半期純利益 3,431 9,152

法人税、住民税及び事業税 3,300 3,461

法人税等調整額 △605 701

法人税等合計 2,694 4,162

少数株主利益 55 20

四半期純利益 681 4,969

株式会社ゲオ(2681)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 9 -



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 67,068 66,327

売上原価 44,386 41,931

売上総利益 22,682 24,395

販売費及び一般管理費 19,844 19,979

営業利益 2,837 4,416

営業外収益   

受取利息 21 30

負ののれん償却額 86 71

社債償還益 391 －

受取手数料 － 175

その他 122 181

営業外収益合計 620 457

営業外費用   

支払利息 228 215

持分法による投資損失 112 －

その他 158 95

営業外費用合計 499 311

経常利益 2,959 4,563

特別利益   

退職給付制度終了益 92 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 25

その他 22 7

特別利益合計 115 32

特別損失   

投資有価証券評価損 273 59

減損損失 85 126

その他 38 52

特別損失合計 397 238

税金等調整前四半期純利益 2,676 4,356

法人税、住民税及び事業税 767 1,223

法人税等調整額 400 638

法人税等合計 1,168 1,861

少数株主利益 97 134

四半期純利益 1,410 2,360
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 3,431 9,152

減価償却費 2,187 2,545

レンタル用資産減価償却費 15,433 10,970

減損損失 610 1,068

賞与引当金の増減額（△は減少） 436 △413

受取利息及び受取配当金 △104 △101

支払利息 611 640

投資有価証券評価損益（△は益） 1,284 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,676 △1,028

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,527 3,630

仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) △2,680 2,543

レンタル用資産取得による支出 △12,932 △9,734

仕入債務の増減額（△は減少） 2,191 4,810

その他 △925 1,081

小計 3,338 25,166

利息及び配当金の受取額 92 89

利息の支払額 △596 △626

法人税等の支払額 △7,534 △3,441

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,699 21,186

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 △1,275 △1,294

無形固定資産の取得による支出 △553 △262

有価証券の取得による支出 － △2,800

投資有価証券の取得による支出 － △728

有価証券の売却による収入 － 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 △181

その他 476 △892

投資活動によるキャッシュ・フロー △615 △4,659

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 17,700 13,100

短期借入金の返済による支出 △6,829 △9,224

長期借入れによる収入 10,540 7,401

長期借入金の返済による支出 △9,047 △12,124

社債の発行による収入 1,782 1,183

社債の償還による支出 △9,334 △5,733

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,160

自己株式の取得による支出 △1,496 －

配当金の支払額 △1,356 △1,326

その他 △1,330 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー 627 △8,917
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） △4,687 7,610

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 21,700 25,841
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 該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 
 57,468  1,036  1,526  5,335  1,702  67,068  －  67,068

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 34  －  0  0  41  76  (76)  －

計  57,502  1,036  1,526  5,335  1,743  67,144  (76)  67,068

営業利益又は営業

損失（△） 
 2,972  △6  △155  516  △66  3,260  (423)  2,837

  
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 
 57,069  687  1,427  5,672  1,469  66,327  －  66,327

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 19  －  0  5  12  38  (38)  －

計  57,089  687  1,427  5,677  1,482  66,365  (38)  66,327

営業利益又は営業

損失（△） 
 4,238  43  △5  429  98  4,804  (387)  4,416

  
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 
 157,860  4,536  4,696  9,572  5,880  182,546  －  182,546

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 80  －  1  2  167  251  (251)  －

計  157,940  4,536  4,697  9,574  6,048  182,798  (251)  182,546

営業利益又は営業

損失（△） 
 7,425  145  △306  431  △290  7,405  (1,277)  6,127
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 事業区分の方法 

前第３四半期連結累計期間 

          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３四半期連結累計期間 

           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、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・電気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３四半期連結累計期間  

 （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３四半期連結累

計期間の営業利益は、メディア事業で63百万円、リサイクル事業で20百万円それぞれ減少しております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  
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 
 152,604  5,500  4,347  14,576  4,625  181,654  －  181,654

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 80  －  0  7  33  122  (122)  －

計  152,684  5,500  4,347  14,584  4,658  181,776  (122)  181,654

営業利益又は営業

損失（△） 
 11,351  471  △243  142  69  11,792  (1,464)  10,327

〔所在地別セグメント情報〕
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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔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
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