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(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 38,435 △18.2 2,044 △25.4 2,268 △24.0 1,153 △67.3

22年３月期第１四半期 46,972 △17.1 2,738 △16.4 2,984 △16.4 3,524 81.2

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

23年３月期第１四半期 5.99 5.99
22年３月期第１四半期 18.30 18.22

 (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

23年３月期第１四半期 121,899 47,656 38.3 242.76
22年３月期 124,229 47,730 37.8 243.69

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 46,727百万円 22年３月期 46,900百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 4.50 ─ 5.00 9.50

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 5.00 ─ 5.00 10.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 87,000 △10.8 6,000 △6.6 6,200 △9.4 3,700 △5.6 19.22
通期 179,000 △5.4 15,400 19.9 16,200 21.5 9,500 0.8 49.35
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(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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、当社が現在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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.２ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─社 (            )、除外 ─社 (            )

  (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 194,222,620株 22年３月期 194,196,820株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,739,553株 22年３月期 1,739,333株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 192,472,094株 22年３月期１Ｑ 192,613,468株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法によっております。  

 また、一部連結子会社における棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなもの

についてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異等の発

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しております。  

 なお、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場

合、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・プランニングに当該著しい変化

の影響を加味したものを利用する方法により算定しております。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更 

 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

24号 平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。これにより、営業利益及び経常利益が７百万円、税

金等調整前四半期純利益は289百万円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は752百万円であります。 

  

「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20

1. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 （簡便な会計処理）

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26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20年12月26日）、「持分法に関する

会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）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20年12月26日）を適用して

おります。 

  

② 表示方法の変更 

四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の資産の増

減額」に含めておりました「立替金の増減額」及び「預け金の増減額」は、明瞭表示の観点から、

当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の「その他の資産の増減額」に含まれる「立替金の増減額」は

314百万円、「預け金の増減額」は△661百万円であります。 
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2. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,204 2,442

ポイント預り預金 923 1,809

受取手形及び売掛金 12,596 14,647

商品及び製品 15,480 15,396

仕掛品 26 32

原材料及び貯蔵品 238 256

繰延税金資産 5,060 4,480

その他 8,907 10,175

貸倒引当金 △55 △72

流動資産合計 45,383 49,168

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,359 7,305

減価償却累計額 △3,535 △4,523

建物及び構築物（純額） 2,823 2,781

機械装置及び運搬具 91 112

減価償却累計額 △37 △53

機械装置及び運搬具（純額） 53 59

工具、器具及び備品 6,594 6,830

減価償却累計額 △4,682 △4,899

工具、器具及び備品（純額） 1,912 1,931

土地 577 576

リース資産 5,005 5,037

減価償却累計額 △2,340 △2,105

リース資産（純額） 2,664 2,931

建設仮勘定 528 207

有形固定資産合計 8,561 8,487

無形固定資産

のれん 63 67

リース資産 13 15

ソフトウエア 8,421 8,806

ソフトウエア仮勘定 825 717

その他 157 162

無形固定資産合計 9,482 9,769

投資その他の資産

投資有価証券 32,622 32,882

長期貸付金 4 4

繰延税金資産 5,063 5,173

敷金及び保証金 6,420 6,120

金銭の信託 11,841 10,836

その他 2,782 2,041

貸倒引当金 △262 △255

投資その他の資産合計 58,472 56,804

固定資産合計 76,516 75,060

資産合計 121,899 124,229
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,002 12,413

短期借入金 15,800 14,600

1年内返済予定の長期借入金 6,056 6,056

リース債務 1,052 1,065

未払金 8,597 11,724

未払法人税等 869 191

預り金 13,191 12,239

賞与引当金 570 947

返品調整引当金 5 3

店舗閉鎖損失引当金 － 14

事務所移転費用引当金 711 994

事業再編損失引当金 1,354 2,006

資産除去債務 314 －

その他 960 1,110

流動負債合計 62,485 63,368

固定負債

長期借入金 8,266 9,780

長期未払金 5 10

リース債務 1,742 1,998

役員退職慰労引当金 194 207

転貸損失引当金 － 10

資産除去債務 437 －

その他 1,112 1,122

固定負債合計 11,758 13,130

負債合計 74,243 76,498

純資産の部

株主資本

資本金 12,602 12,596

資本剰余金 41,584 41,578

利益剰余金 △6,451 △6,642

自己株式 △1,324 △1,324

株主資本合計 46,411 46,208

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 321 696

為替換算調整勘定 △4 △4

評価・換算差額等合計 316 692

新株予約権 928 830

純資産合計 47,656 47,730

負債純資産合計 121,899 124,229
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 46,972 38,435

売上原価 28,038 22,086

売上総利益 18,933 16,348

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,151 1,455

役員報酬 116 103

給料及び手当 4,776 3,889

賞与 － 13

賞与引当金繰入額 533 570

退職給付費用 126 111

法定福利費 503 458

旅費及び交通費 251 211

荷造及び発送費 862 779

通信費 152 87

水道光熱費 310 213

地代家賃 2,001 1,640

消耗品費 325 186

賃借料 91 74

支払手数料 3,002 2,749

減価償却費 431 331

長期前払費用償却 15 10

ソフトウエア償却費 614 705

のれん償却額 72 3

その他 854 707

販売費及び一般管理費合計 16,194 14,304

営業利益 2,738 2,044

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 28 29

受取手数料 87 34

持分法による投資利益 144 115

その他 76 123

営業外収益合計 340 307

営業外費用

支払利息 87 76

株式交付費 0 2

その他 7 3

営業外費用合計 95 83

経常利益 2,984 2,268
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

特別利益

関係会社株式売却益 145 －

固定資産売却益 － 0

店舗閉鎖損失引当金戻入額 23 －

貸倒引当金戻入額 3 6

賞与引当金戻入額 34 －

その他 3 1

特別利益合計 209 8

特別損失

投資有価証券評価損 0 20

固定資産除却損 104 5

減損損失 53 80

事業再編損 238 －

事務所移転費用 28 101

持分変動損失 － 11

支払違約金 455 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 281

その他 26 16

特別損失合計 906 517

税金等調整前四半期純利益 2,287 1,759

法人税、住民税及び事業税 368 29

過年度法人税等 － 791

法人税等調整額 △1,757 △214

法人税等合計 △1,389 606

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,153

少数株主利益 152 －

四半期純利益 3,524 1,153
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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 2,287 1,759

減価償却費 690 583

ソフトウエア償却費 614 704

無形固定資産償却費 15 12

のれん償却額 72 3

長期前払費用償却額 14 10

減損損失 53 80

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △709 △376

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） △22 1

ポイント引当金の増減額（△は減少） △89 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △89 △14

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △79 △283

事業再編損失引当金の増減額（△は減少） 228 △652

転貸損失引当金の増減額（△は減少） △1 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 △12

固定資産売却損益（△は益） － △0

固定資産除却損 104 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 281

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

関係会社株式売却損益（△は益） △145 －

投資有価証券評価損益（△は益） 0 20

受取利息及び受取配当金 △32 △33

支払利息 87 76

持分法による投資損益（△は益） △144 △115

持分変動損益（△は益） △0 11

売上債権の増減額（△は増加） 841 2,050

たな卸資産の増減額（△は増加） △797 △59

立替金の増減額（△は増加） － 723

預け金の増減額（△は増加） － 733

金銭の信託の増減額（△は増加） △218 △1,004

未払金の増減額（△は減少） △273 △2,751

預り金の増減額（△は減少） 802 951

仕入債務の増減額（△は減少） 752 588

その他の資産の増減額（△は増加） 104 985

その他の負債の増減額（△は減少） △54 345

未払消費税等の増減額（△は減少） △257 △78

小計 3,735 4,527

利息及び配当金の受取額 164 319

利息の支払額 △85 △85

法人税等の支払額 △2,853 △121

営業活動によるキャッシュ・フロー 961 4,640
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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 △392 △654

有形固定資産の売却による収入 7 88

資産除去債務の履行による支出 － △39

無形固定資産の取得による支出 △1,776 △601

無形固定資産の売却による収入 0 30

投資その他の資産の増減額（△は増加） 151 △682

事業譲受による支出 △90 －

投資有価証券の取得による支出 △18,115 △594

投資有価証券の売却による収入 0 4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△872 －

子会社株式の取得による支出 △0 △3

貸付けによる支出 △22 △937

貸付金の回収による収入 34 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,075 △3,388

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 118,571 99,300

短期借入金の返済による支出 △97,986 △98,100

長期借入金の返済による支出 △462 △1,514

長期未払金の返済による支出 △2 －

リース債務の返済による支出 △300 △263

株式の発行による収入 27 9

配当金の支払額 △826 △920

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,019 △1,489

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） △1,094 △238

現金及び現金同等物の期首残高 4,794 2,432

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,700 2,194
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 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
(注) １．事業区分は、事業の内容によっております。 

２．各事業の区分に属する主要な事業の内容 

（1）TSUTAYA直営事業  

  「TSUTAYA」等店舗の運営  

（2）TSUTAYA FC事業  

  フランチャイズ方式による「TSUTAYA」事業及びそれに伴う什器・備品の販売、「TSUTAYA」加盟店や 

  その他企業への商品販売等 

（3）アライアンス・コンサルティング事業  

  「Ｔポイント」サービスを核としたアライアンス企業へのマーケティング・サポート、ポイント管理事業 

  及びクレジットカード関連事業、広告事業等 

（4）会員サービス事業  

  インターネットを利用した「Ｔ会員」等に対する各種の情報提供サービス、商品販売、オンライン宅配 

  レンタル、配信事業等 

（5）その他 

  上記、既存事業以外の新たな事業分野及び上記事業区分に含まれないその他の事業 

（注）当社（持株会社）、㈱CCCにおける全社的な管理部門コスト、㈱CCCライフスタイル総合研究所、 

   ㈱TSUTAYA HOLDINGS及びTSUTAYA USA,Inc.につきましては消去又は全社欄に含めて記載しております。 

３．会計方針の変更 

 従来、販売用映像・音楽ソフト等については、主として売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）、リサイクル商品については、総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）によっておりましたが、当第１四半期連結累計期間より、主として移動平均法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 なお、この変更による「TSUTAYA直営事業」に与える影響は軽微であります。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)において全セグメントの売

上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)において、海外売上高は連

結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

TSUTAYA 
直営事業

TSUTAYA
FC事業

アライ
アンス・ 
コンサルテ
ィング事業

会員
サービス 
事業

その他 計 消去又は 
全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する
  売上高

13,989 24,586 2,842 4,774 778 46,972 ― 46,972

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― 236 8 0 1 246 (  246) ―

計 13,989 24,823 2,851 4,774 779 47,218 (  246) 46,972

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△764 3,995 861 △28 96 4,160 ( 1,421) 2,738

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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【セグメント情報】 

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

 なお、これに伴うセグメント情報の変更はありません。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社は、取り扱うサービスの顧客接点の観点から事業を区分し、各事業は取り扱うサービスについ

て包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は顧客接点のサービス別セグメントから構成されており、「アライアンス・コンサル

ティング事業」「インターネット事業」「TSUTAYA直営事業」「TSUTAYA FC事業」の４つを報告セグ

メントとしております。 

 「アライアンス・コンサルティング事業」は、「Ｔポイント」サービスを核としたアライアンス企

業へのマーケティング・サポート及びポイント管理事業並びにリコメンド事業、クレジットカード関

連事業、広告事業等をしております。「インターネット事業」は、インターネットを利用した「Ｔ会

員」等に対する各種の情報提供サービス、商品販売、オンライン宅配レンタル、配信事業等をしてお

ります。「TSUTAYA直営事業」は、「TSUTAYA」等の店舗の運営をしております。「TSUTAYA FC事業」

は、フランチャイズ方式による「TSUTAYA」事業及びそれに伴う什器・備品の販売並びに「TSUTAYA」

加盟店やその他企業への商品販売等をしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△1,587百万円には、セグメント間取引消去１百万円、各報告セグメントに配賦し

ていない全社費用△1,589百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：百万円)

アライアン
ス・コンサ
ルティング

事業

インター
ネット事業

TSUTAYA
直営事業

TSUTAYA
FC事業

合計
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

売上高

  外部顧客への売上高 2,459 4,883 11,003 20,088 38,435 ― 38,435

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 ― 3 3 △3 ―

計 2,459 4,883 11,003 20,091 38,438 △3 38,435

セグメント利益又は損失(△) 699 230 △167 2,869 3,632 △1,587 2,044
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 該当事項はありません。 

  

(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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