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3 GEO HOLDINGS CORPORATION 

サマリ 

第1四半期連結業績 
 

 ➢リユースが好調に推移し、売上高は5期連続で過去最高を更新 
 ➢効率的なオペレーションの更なる見直しを継続。販管費の適正化 
 ➢出店計画は、順調に推移 
 
 商材別実績 
 

 ➢リユース商材の深耕による、粗利高の伸長 
 
業績予想 
 

 ➢リユース市場の活性化も、持続的な成長基盤の整備を継続 
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1 売上高は5期連続で過去最高を更新 

19.3月期
1Q　実績

18.3月期
1Q　実績

前期比

売上高 64,425 61,407 104.9%

売上総利益 29,093 27,848 104.5%

（売上総利益率） 45.2% 45.4%
販管費 25,368 24,811 102.2%

営業利益 3,724 3,036 122.7%

（営業利益率） 5.8% 4.9%
経常利益 4,524 3,316 136.4%

当期純利益 2,781 1,843 150.9%

・2019年3月期第1四半期：連結損益計算書 
 

売上高はリユース商材が好調に推移し、計画・前年共に上回った。販管費の適正化により 
営業利益も増加し、また当社の所有する土地及び建物について、市街地再開発事業の明渡し
に伴う補償金が発生し、営業外収益が計上されたことで経常利益及び当期純利益も増加。 

単位：百万円    
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Sheet1

				売上高 ウリアゲ ダカ

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウリエキ リツ

				販管費 ハンカンヒ

				営業利益 エイギョウ リエキ

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				経常利益 ケイジョウ リエキ

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ





１QPL

						19.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ		64,425		61,407		104.9%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		29,093		27,848		104.5%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウリエキ リツ		45.2%		45.4%

				販管費 ハンカンヒ		25,368		24,811		102.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ		3,724		3,036		122.7%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		5.8%		4.9%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		4,524		3,316		136.4%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,781		1,843		150.9%





Pl推移

																2010/3期		2011/3期		2012/3期		2013/3期		2014/3		2015/3		2016/3		2017/3		2018/3		2019/3

				2010/3期		1Q		53,678						1Q		53,678		53,699		57,153		59,030		57,919		59,190		59,639		60,748		61,407		64,425

						2Q		61,091						2Q		61,091		60,485		61,918		60,910		64,336		65,741		64,907		62,159		74,735

						3Q		66,173						3Q		66,173		72,352		72,474		73,211		72,170		76,247		73,834		75,057		85,082

						4Q		60,547						4Q		60,547		66,545		66,697		66,135		67,897		69,128		69,529		70,114		78,037

				2011/3期		1Q		53,699

						2Q		60,485

						3Q		72,352

						4Q		66,545

				2012/3期		1Q		57,153

						2Q		61,918

						3Q		72,474

						4Q		66,697

				2013/3期		1Q		59,030

						2Q		60,910

						3Q		73,211

						4Q		66,135

				2014/3		1Q		57,919

						2Q		64,336

						3Q		72,170

						4Q		67,897

				2015/3		1Q		59,190

						2Q		65,741

						3Q		76,247

						4Q		69,128

				2016/3		1Q		59,639

						2Q		64,907

						3Q		73,834

						4Q		69,529

				2017/3		1Q		60,748

						2Q		62,159

						3Q		75,057

						4Q		70,114

				2018/3		1Q		61,407

						2Q		74,735

						3Q		85,082

						4Q		78,037

				2019/3		1Q		64,425

						2Q

						3Q

						4Q



2014/3	1Q	2Q	3Q	4Q	57919	64336	72170	67897	2015/3	1Q	2Q	3Q	4Q	59190	65741	76247	69128	2016/3	1Q	2Q	3Q	4Q	59639	64907	73834	69529	2017/3	1Q	2Q	3Q	4Q	60748	62159	75057	70114	2018/3	1Q	2Q	3Q	4Q	61407	74735	85082	78037	2019/3	1Q	2Q	3Q	4Q	64425	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	57919	64336	72170	67897	59190	65741	76247	69128	59639	64907	73834	69529	60748	62159	75057	70114	61407	74735	85082	78037	64425	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	57919	64336	72170	67897	59190	65741	76247	69128	59639	64907	73834	69529	60748	62159	75057	70114	61407	74735	85082	78037	64425	





BS

																																		2018年6月末 ネン ツキ マツ		構成比 コウセイ ヒ		2018年3月末 ネン ツキ マツ		構成比 コウセイ ヒ		増減額 ゾウゲン ガク

																												流動資産 リュウドウ シサン						74,417		58.7%		86,385		62.9%		▲ 11,968										流動資産 リュウドウ シサン						74,417,472,820		74417

																																現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		32,249				42,667				▲ 10,418														現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		32,249,169,536		32249

																																商品 ショウヒン		31,217				30,007				1,210														商品 ショウヒン		31,217,850,878		31217

																												固定資産 コテイ シサン						52,365		41.3%		50,950		37.1%		1,414										固定資産 コテイ シサン						52,365,152,555		52365

																														有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				27,851				28,396				▲ 545												有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				27,851,559,005		27851

																														無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				1,783				1,443				340												無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				1,783,152,249		1783

																														投資その他資産 トウシ タ シサン				22,730				21,110				1,620												投資その他資産 トウシ タ シサン				22,730,441,301		22730

																										資産合計 シサン ゴウケイ								126,782		-		137,335		-		▲ 10,553								資産合計 シサン ゴウケイ								126,782,625,375		126782



																												流動負債 リュウドウ フサイ						30,924		24.4%		35,618		25.9%		▲4,693										流動資産 リュウドウ シサン						30,924,452,651		30924

																																買掛金 カイカケキン		9,949				12,316				▲ 2,367														買掛金 カイカケキン		9,949,144,626		9949

																																1年以内返済予定の長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		4,914				5,539				▲ 625														1年以内返済予定の長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		4,914,500,000		4914

																												固定負債 コテイ フサイ						27,759		21.9%		29,526		21.5%		▲1,766										固定負債 コテイ フサイ						27,759,432,587		27759

																																長期借入金 チョウキ カリイレ キン		19,022				19,897				▲ 875														長期借入金 チョウキ カリイレ キン		19,022,500,000		19022

																										負債合計 フサイ ゴウケイ								58,683		46.3%		65,144		47.4%		▲6,460								負債合計 フサイ ゴウケイ								58,683,885,238		58683



																																自己株式 ジコ カブシキ		▲6,834				▲525				▲6,308

																										純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ								68,098		53.7%		72,191		52.6%		▲4,092								純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ								68,098,740,137		68098



																										負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								126,782		-		137,335		-		▲ 10,553								負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								126,782,625,375		126782







セグメント

												18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比		増減額 ガク				構成比 コウセイ ヒ

				リユース		リユース系リユース						12,142		10,414		116.6%		1,728				18.847%

						メディア系リユース						13,278		12,317		107.8%		961				20.610%

				レンタル								15,508		16,459		94.2%		▲ 950				24.071%

				新品								15,575		15,493		100.5%		82				24.175%

				その他								7,922		6,725		117.8%		1,197				12.296%

				合計								64,425		61,407		104.9%		3,017				100.000%

												18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比		増減額 ガク				構成比 コウセイ ヒ

				リユース		リユース系リユース						8,641		7,640		113.1%		1,001				29.701%

						メディア系リユース						5,556		5,323		104.4%		233				19.097%

				レンタル								9,420		9,802		96.1%		▲ 381				32.379%

				新品								2,462		2,443		100.8%		19				8.463%

				その他								3,014		2,640		114.2%		373				10.360%

				合計								29,093		27,848		104.5%		1,245				100.000%





粗利の推移

																								2015/3		2016/3		2017/3		2018/3		2019/3 1Q

																						リユース系リユース		0.18		0.185		0.183		0.193		0.297

																						メディア系リユース		0.2		0.222		0.251		0.268		0.191

																						レンタル		0.433		0.412		0.381		0.335		0.324

																						新品		0.102		0.096		0.103		0.113		0.085

																						その他		0.084		0.085		0.081		0.091		0.103

																						合計		0.999		1		0.999		1		1

																								2015/3期		2016/3期		2017/3期		2018/3期		2019/3期

																						その他		0.084		0.085		0.081		0.091		0.103

																						レンタル		0.433		0.412		0.381		0.335		0.324

																						メディア系リユース		0.2		0.222		0.251		0.268		0.191

																						リユース系リユース		0.18		0.185		0.183		0.193		0.297



リユース系リユース	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.18	0.185	0.183	0.193	0.29699999999999999	メディア系リユース	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.2	0.222	0.251	0.26800000000000002	0.191	レンタル	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.433	0.41199999999999998	0.38100000000000001	0.33500000000000002	0.32400000000000001	新品	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.10199999999999999	9.6000000000000002E-2	0.10299999999999999	0.113	8.5000000000000006E-2	その他	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	8.4000000000000005E-2	8.5000000000000006E-2	8.1000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	0.10299999999999999	





その他	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	8.4000000000000005E-2	8.5000000000000006E-2	8.1000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	0.10299999999999999	レンタル	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.433	0.41199999999999998	0.38100000000000001	0.33500000000000002	0.32400000000000001	メディア系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.2	0.222	0.251	0.26800000000000002	0.191	リユース系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.18	0.185	0.183	0.193	0.29699999999999999	







販管費

										販売費 ハンバイ ヒ

												販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ

												広告宣伝費 コウコクセンデンヒ

										人件費 ジンケンヒ

												水道光熱費

												地代家賃

												減価償却費

												備品消耗品費

												修繕費

										その他諸経費

										販管費計 ハンカンヒ ケイ





□販管費

								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ				17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		前期差 ゼンキ サ								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		増減額 ゾウゲンガク

				販売費 ハンバイ ヒ				2,008,117		2,081,385		96.5%				販売費 ハンバイ ヒ				2,008				2,081		96.5%		▲ 73				販売費 ハンバイ ヒ				2,008		3.1%		2,081		96.5%		▲ 73

						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516,640		506,720		102.0%						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516				506		102.0%		10						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516		0.8%		506		102.0%		9

						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134,949		206,171		65.5%						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134				206		65.0%		▲ 72						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134		0.2%		206		65.0%		▲ 71

				人件費 ジンケンヒ				12,779,843		12,273,548		104.1%				人件費 ジンケンヒ				12,779				12,273		104.1%		506				人件費 ジンケンヒ				12,779		19.8%		12,273		104.1%		506

						水道光熱費		800,004		1,007,418		79.4%						水道光熱費		800				1,007		79.4%		▲ 207						水道光熱費		800		1.2%		1,007		79.4%		▲ 207

						地代家賃		5,430,371		5,324,321		102.0%						地代家賃		5,430				5,324		102.0%		106						地代家賃		5,430		8.4%		5,324		102.0%		106

						減価償却費		863,909		938,952		92.0%						減価償却費		863				938		92.0%		▲ 75						減価償却費		863		1.3%		938		92.0%		▲ 75

						備品消耗品費		455,838		356,382		127.9%						備品消耗品費		455				356		127.8%		99						備品消耗品費		455		0.7%		356		127.9%		99

						修繕費		162,548		338,117		48.1%						修繕費		162				338		47.9%		▲ 176						修繕費		162		0.3%		338		48.1%		▲ 175

				その他諸経費				10,335,380		10,456,835		98.8%				その他諸経費				10,335				10,456		98.8%		▲ 121				その他諸経費				10,335		16.0%		10,456		98.8%		▲ 121



				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123,344		24,811,769		101.3%				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123				24,811		101.3%		312				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123		39.0%		24,811		101.3%		311

																																				64,425





□販管費 (2)

										増減額 ゾウゲン ガク		前期比 ゼンキ ヒ

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				1,245		104.5%				リユース系商材の伸長 ケイ ショウザイ シンチョウ



						販管費計 ハンカンヒ ケイ				311		101.3%

								販売費 ハンバイ ヒ		▲ 73		96.5%				広告宣伝費は、通期での計画で進捗 コウコク センデン ヒ ツウキ ケイカク シンチョク

								人件費 ジンケンヒ		506		104.1%				出店を含む人件費の増加 シュッテン フク ジンケンヒ ゾウカ

								家賃 ヤチン		106		102.0%				出店による増加 シュッテン ゾウカ

								その他諸経費		▲227		95.6%				出店ｺｽﾄは嵩むも全体での効率化を図る シュッテン カサ ゼンタイ コウリツカ ハカ



						営業利益 エイギョウ リエキ				933		130.7%				前期を上回るものの、下期偏重に変わりなし ゼンキ ウワマワ シモキ ヘンチョウ カ







通期

										19.3月期
見通し ミトオ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				290,000		▲3.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				8,600		▲41.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				9,100		▲40.3%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				4,600		▲30.5%









Sheet10

														6,834,228,344





Sheet12

						社名		株式会社ゲオホールディングス

								（英文表記：GEO HOLDINGS CORPORATION）



						会社設立		1989年（平成元年）1月



						本社所在地		〒460-0014

								愛知県名古屋市中区富士見町8番8号OMCビル



						代表取締役		代表取締役社長　遠藤結蔵



						資本金		89億37百万円



						株式上場市場		東京証券取引所　第１部



						従業員数		4,336名（グループ全体）



						事業内容		ゲーム・通信機器・衣料・服飾等を中心にした総合リユース

								DVD・CD・コミック等のレンタル、ゲーム等の新品販売



						企業理念		「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」





店舗数

																						2018年
6月末 ネン ツキ マツ		2018年
3月末 ネン ツキ マツ		増減 ゾウゲン

												ゲオグループ店舗施設 テンポ シセツ										1,853		1843		10

														小売サービス店舗 コウ テンポ								1,842		1833		9

																		ゲオショップ				1,216		1220		▲ 4

																				直営店 チョクエイ テン		1,035		1037		▲ 2

																				代理店・FC店 ダイリテン テン		181		183		▲ 2

																		セカンドストリート				597		584		13

																		ジャンブルストア※								0

																				直営店 チョクエイ テン		547		535		12

																				FC店 テン		50		49		1

																		ゲオモバイルショップ				17		17		0

																		その他 タ				12		12		0

																		アミューズメント施設 シセツ				11		10		1







EC化率

												併売店舗数 ヘイバイ テンポスウ		売上金額 ウリアゲ キンガク

												ﾒﾃﾞｨｱ		ﾒﾃﾞｨｱ

										営業月				店舗 テンポ		流通 リュウツウ		計 ケイ				店舗 テンポ		流通 リュウツウ		計 ケイ

										201604		5		8,714		29,404		38,118				201604		452		163,921		202,039

										201605		6		9,544		23,726		33,269				201605		456		171,675		204,944

										201606		8		11,759		22,162		33,921				201606		466		164,752		198,673		605,656

										201607		8		14,733		23,748		38,481				201607		468		200,798		239,279

										201608		9		17,753		23,766		41,519				201608		470		166,243		207,762

										201609		26		18,619		30,351		48,969				201609		472		206,712		255,682

										201610		27		18,765		36,388		55,152				201610		479		299,132		354,284

										201611		27		14,409		32,792		47,201				201611		480		288,537		335,739

										201612		29		49,800		68,918		118,718				201612		486		381,735		500,453

										201701		35		42,643		52,409		95,052				201701		486		291,250		386,302

										201702		37		58,905		26,826		85,731				201702		493		233,342		319,073

										201703		44		78,514		7,183		85,697				201703		495		248,009		333,706

										201704		49		87,750		4,909		92,659				201704		500		234,939		327,599

										201705		70		105,154		9,177		114,332				201705		498		245,534		359,866

										201706		92		158,354		(31)		158,323				201706		506		233,154		391,477		1,078,942

										201707		99		200,187		(2,875)		197,312				201707		507		278,602		475,914

										201708		134		247,230		11,269		258,498				201708		508		258,474		516,972

										201709		147		283,473		24,543		308,016				201709		510		279,230		587,246

										201710		173		265,582		20,634		286,217				201710		515		367,846		654,063

										201711		197		269,340		18,608		287,948				201711		516		384,184		672,132

										201712		193		310,520		48,446		358,966				201712		520		516,462		875,428

										201801		207		312,334		40,820		353,154				201801		521		416,996		770,150

										201802		231		246,994		27,463		274,458				201802		521		315,489		589,946

										201803		249		270,108		51,997		322,105				201803		525		374,893		696,998

										201804		250		214,964		44,518		259,482				201804		527		370,932		630,414

										201805		250		208,733		65,195		273,928				201805		529		365,495		639,423

										201806		246		253,330		45,592		298,922				201806		535		356,704		655,626		1,925,463

								605,656				1,925,463		1,078,942

														18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ

												EC関与売上		1,925		1,078		178.6%

												EC関与販売数







単価

		リユース衣料服飾 価格帯別集計 イリョウ フクショク カカク タイ ベツ シュウケイ																										1,000,000

		既存店（2016/6/30以前オープン店舗） キゾン ミセ イゼン テンポ

		衣料（277）・服飾雑貨（279） イリョウ フクショク ザッカ

		2016/7～2017/6								2017/7～2018/6																		2016/7～2017/6								2017/7～2018/6

		価格帯		外税金額		構成比 コウセイヒ				価格帯		外税金額		構成比 コウセイヒ				伸長率 シンチョウ リツ										価格帯		数量		外税金額				価格帯		数量		外税金額

		1,000円未満 エン ミマン		7,571		28.5%				1,000円未満		7,461		25.3%				98.5%								98.5%		0		15,187,089		7,571,200,260				0		14,477,762		7,460,847,939

		3,000円未満 エン ミマン		7,701		29.0%				3,000円未満		8,407		28.5%				109.2%								109.2%		1,000		3,301,265		4,952,127,910				1,000		3,586,646		5,409,684,365

		5,000円未満 エン ミマン		3,495		13.2%				5,000円未満		4,083		13.9%				116.8%								109.0%		2,000		1,076,077		2,749,350,673				2,000		1,170,149		2,996,847,538

		10,000円未満 エン ミマン		3,730		14.1%				10,000円未満		4,245		14.4%				113.8%								118.3%		3,000		606,169		2,206,124,674				3,000		716,415		2,609,683,461

		10,000円以上 エン イジョウ		4,032		15.2%				10,000円以上		5,281		17.9%				131.0%								114.2%		4,000		267,293		1,289,356,462				4,000		304,943		1,472,861,060

																										113.0%		5,000		180,561		1,048,989,572				5,000		203,898		1,185,414,857

																										111.7%		6,000		123,747		839,383,477				6,000		138,234		937,991,785

																										115.5%		7,000		93,712		728,164,179				7,000		108,247		841,363,556

																										114.1%		8,000		72,590		638,068,454				8,000		82,774		727,876,619

																										116.1%		9,000		48,163		475,719,230				9,000		55,888		552,200,020

																										131.0%		10,000		204,795		4,031,509,668				10,000		254,314		5,281,266,420

				2016/7～2017/6		2017/7～2018/6

		1,000円未満		28.5%		25.3%				98.5%		100%

		3,000円未満		29.0%		28.5%				109.2%		100%

		5,000円未満		13.2%		13.9%				116.8%		100%

		10,000円未満		14.1%		14.4%				113.8%		100%

		10,000円以上		15.2%		17.9%				131.0%		100%

		1,000円未満		98.5%

				0.0%

		3,000円未満		109.2%

				0.0%

		5,000円未満		116.8%

				0.0%

		10,000円未満		113.8%

				0.0%

		10,000円以上		131.0%

				0.0%







外税金額	

1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	7571.2002599999996	7701.4785830000001	3495.4811359999999	3730.324912	4031.5096680000001	

外税金額	

1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	7460.8479390000002	8406.5319029999991	4082.5445209999998	4244.8468370000001	5281.2664199999999	

2016/7～2017/6	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.28538265408092806	0.29029325904582071	0.13175581805063724	0.14060782800780974	0.15196044081480434	2017/7～2018/6	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.25311570147873902	0.2851988456310024	0.1385038441608557	0.14401009022053216	0.17917151850887073	











1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.98542472564317041	0	1.0915477868829384	0	1.1679492356442229	0	1.1379295201189703	0	1.3099972107024598	0	





1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.98542472564317041	1.0915477868829384	1.1679492356442229	1.1379295201189703	1.3099972107024598	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	1	1	1	1	1	







構成

												1Q		2Q		3Q		4Q

								決算概要 ケッサン ガイヨウ

										概況ｻﾏﾘ ガイキョウ

										連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ

										営業利益の推移 エイギョウ リエキ スイイ

										計画との差異（前期比） ケイカク サイ ゼンキ ヒ

										連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ

										連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ レンケツ

										ｾｸﾞﾒﾝﾄ別実績 ベツ ジッセキ

										出店・閉店 シュッテン ヘイテン

										既存店の推移 キゾン テン スイイ

								今後の取組み

										海外展開 カイガイ テンカイ

										EC関与売上の伸長 カンヨ ウリアゲ シンチョウ

										子会社（M&A） コガイシャ

										買取手段の拡張 カイトリ シュダン カクチョウ

										受取手段の拡張 ウケトリ シュダン カクチョウ

										新規ﾌｫｰﾏｯﾄ シンキ

								中期計画 チュウキ ケイカク

										方針 ホウシン

										定量目標 テイリョウ モクヒョウ

								見通し ミトオ

										上方・下方 ジョウホウ カホウ

										通期 ツウキ

								株主還元 カブヌシ カンゲン

										配当 ハイトウ

										自己株 ジコ カブ

										優待変更 ユウタイ ヘンコウ

								Appendix

										会社概要 カイシャ ガイヨウ

										事業ﾓﾃﾞﾙ ジギョウ

										損益計算書 ソンエキ ケイサンショ

										貸借対照表 タイシャクタイショウヒョウ

										ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 ケイサンショ

										見通しに対する記述 ミトオ タイ キジュツ





構成 (2)

												1Q		2Q		3Q		4Q				MEMO

						決算概要 ケッサン ガイヨウ		1		概況ｻﾏﾘ ガイキョウ		○		○		○		○				直近ではなかったが復活。読みやすさ チョッキン フッカツ ヨ

								2		連結損益計算書（会計期間） レンケツ ソンエキ ケイサンショ カイケイ キカン		○		○		○		○				-

								3		営業利益の推移（会計期間） エイギョウ リエキ スイイ		○										ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを伝えることが必要なのか【新規】 ツタ ヒツヨウ シンキ

								4		計画との差異（前期比） ケイカク サイ ゼンキ ヒ		○		○		○		○				-

								5		連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ		○		○		○		○				-

								6		販管費の状況 ハンカンヒ ジョウキョウ		○						○				下期を想定すると、出来れば避けたい。対外説明を考えるとNO4に含む？ シモキ ソウテイ デキ サ タイガイ セツメイ カンガ フク

								7		連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ レンケツ												当社では記載されていない トウシャ キサイ

								8		ｾｸﾞﾒﾝﾄ別実績 ベツ ジッセキ		○		○		○		○				「ﾘﾕｰｽの1本化」・「その他の見せ方」は課題として、ECは、取組み（NO14）で表現を ホン カ タ ミ カタ カダイ トリク ヒョウゲン

								9		出店・閉店 シュッテン ヘイテン		○		○		○		○				概要ではなく、補足資料で良いのか ガイヨウ ホソク シリョウ ヨ

								10		既存店の推移 キゾン テン スイイ		○				○						前期で開示を止めている。 ゼンキ カイジ ヤ

						今後の取組み		11		海外展開 カイガイ テンカイ		○						○				基本戦略に沿った形。露出が増えれば、言わざるを得ない キホン センリャク ソ カタチ ロシュツ フ イ エ

								12		EC関与売上の伸長 カンヨ ウリアゲ シンチョウ		○				○						下期に投資を連想させるようにしたい シモキ トウシ レンソウ

								13		子会社（M&A） コガイシャ								○				基本戦略に沿ったっ形。会社概要や事業内容の説明に合わせ形の方が良いのか キホンセンリャク ソ カタチ カイシャ ガイヨウ ジギョウ ナイヨウ セツメイ ア カタチ ホウ ヨ

								14		買取手段の拡張 カイトリ シュダン カクチョウ				○								「ｹﾞｵｽｸﾞ」の状況次第。期首の説明では、「いかに在庫を集めて、中古を伸ばすのか」 ジョウキョウ シダイ キシュ セツメイ ザイコ アツ チュウコ ノ

								15		受取手段の拡張 ウケトリ シュダン カクチョウ								○				「SPEED」の状況次第。出来れば宅配ﾚﾝﾀﾙがｾｯﾄになると良い ジョウキョウ シダイ デキ タクハイ ヨ

								16		新規ﾌｫｰﾏｯﾄ シンキ								○				「OPS」の状況次第。導入規模により、4QのPL・BSの説明に使う？ ジョウキョウ シダイ ドウニュウ キボ セツメイ ツカ

						中期計画 チュウキ ケイカク		17		方針 ホウシン								○				前期のように、重点課題や取組みで表現する？ ゼンキ ジュウテン カダイ トリク ヒョウゲン

								18		定量目標 テイリョウ モクヒョウ								○				CGC次第。単年予算の状況から見ると詳細は避けたい。 シダイ

						見通し ミトオ		19		上方・下方 ジョウホウ カホウ						○						「15分」次第でﾀｲﾐﾝｸﾞを。 フン シダイ

								20		通期 ツウキ								○				NO18と連動 レンドウ

						株主還元 カブヌシ カンゲン		21		配当 ハイトウ		○						○				ﾚｷﾞｭﾗｰ

								22		自己株 ジコ カブ		○						○				発生都度 ハッセイ ツド

								23		株主優待 カブヌシ ユウタイ		○		○				○				ﾚｷﾞｭﾗｰ。変更年度になるので、「くどい」くらいの方が良いのでは ヘンコウ ネンド ホウ ヨ

						Appendix		24		会社概要 カイシャ ガイヨウ		○						○				期首・期末 キシュ キマツ

								25		事業ﾓﾃﾞﾙ ジギョウ		○						○				期首・期末。新規・拡張ｻｰﾋﾞｽがあれば都度 キシュ キマツ シンキ カクチョウ ツド

								26		損益計算書（推移） ソンエキ ケイサンショ スイイ								○				期末 キマツ

								27		貸借対照表（推移） タイシャクタイショウヒョウ								○				期末 キマツ

								28		ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書（推移） ケイサンショ								○

								29		見通しに対する記述 ミトオ タイ キジュツ		○		○		○		○				ﾚｷﾞｭﾗｰ
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6 GEO HOLDINGS CORPORATION 

1 前年との比較では、2Q以降のハードルが高い 

(百万円） 

・連結売上高推移 
 

  前年は、ニンテンドースイッチやPS4のリードタイトルが2Q以降に揃っていたことから 
  苦戦も予想されるが、1Qのスタートは好調に推移。 
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2019/3 1Q 

売上総利益要因 

▲2.2pt +1.2pt ±0.0pt ▲1.2pt ▲1.4pt 

(百万円） 

売上総利益率の増減 

販管費要因 

1 リユース商材の好調により売上総利益・営業利益がプラス 

7 GEO HOLDINGS CORPORATION 

販管費の増減額について▲は損益の減少 

・営業利益増加要因① 
 

  リユース伸長により売上総利益が増加。 
  レンタル商材の減少をリユース商材の増加でカバー。 
 



8 GEO HOLDINGS CORPORATION 

1 販管費の適正化 

単位：百万円 販管費の増減額について▲は損益の増加 

・営業利益増加要因② 
 

  新規出店による人件費・家賃は増加したが 
  その他販管費の適正化により営業利益は6億円の増加。 
 

増減額 前期比
売上総利益 1,245 104.5% リユース系商材の伸長

販管費計 556 102.2%
販売費 ▲ 73 96.5% 広告費は増加するも前期から続く抑制傾向
人件費 751 106.1% 出店を含む人件費の増加
家賃 106 102.0% 店舗数の増減は＋10店舗
その他諸経費 ▲227 95.6% 出店コストは嵩むも全体での効率化を図る

営業利益 688 122.7% 前期を上回るものの、下期偏重に変わりなし



9 GEO HOLDINGS CORPORATION 

1 

単位：百万円    

2019年3月期第1四半期：連結貸借対照表 

資本効率の向上を目的とした自己株式の取得を実施※1 

※1 2018年8月31日消却予定 

2018年6月末 構成比 2018年3月末 構成比 増減額
流動資産 74,080 58.4% 84,566 61.6% ▲ 10,485

現金及び預金 32,248 42,667 ▲ 10,419
商品 31,217 30,007 1,210

固定資産 52,665 41.6% 52,769 38.4% ▲ 103
有形固定資産 28,242 28,396 ▲ 153
無形固定資産 1,435 1,443 ▲ 8
投資その他資産 22,988 22,929 58

資産合計 126,746 - 137,335 - ▲ 10,589

流動負債 30,243 23.9% 35,618 25.9% ▲ 5,374
買掛金 10,106 12,316 ▲ 2,210
1年以内返済予定の長期借入金 4,914 5,539 ▲ 625

固定負債 28,608 22.6% 29,526 21.5% ▲ 917
長期借入金 19,022 19,897 ▲ 874

負債合計 58,852 46.4% 65,144 47.4% ▲ 6,291

自己株式 ▲6,834 ▲525 ▲6,308
純資産合計 67,893 53.6% 72,191 52.6% ▲ 4,298

負債純資産合計 126,746 - 137,335 - ▲ 10,589



商材別実績 

10 GEO HOLDINGS CORPORATION 
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2 リユース商材の深耕により、売上104.9％ 

単位：百万円    

・商材別売上高 
 

  セカンドストリートで展開する「衣料・服飾雑貨」が、市場の活性と共に好調に推移。 
  ゲオショップにおいては、セールと連動する形で、リユース通信機器・ゲームが想定を超える 
  伸長となった。 

19.3月期
1Q　実績

18.3月期
1Q　実績

前期比 増減額

リユース 25,421 22,731 111.8% 2,690
メディア系 13,278 12,317 107.8% 961
リユース系 12,142 10,414 116.6% 1,728

レンタル 15,508 16,459 94.2% ▲ 950
新品 15,575 15,493 100.5% 82
その他 7,922 6,725 117.8% 1,197
合計 64,425 61,407 104.9% 3,017
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Sheet1

				売上高 ウリアゲ ダカ

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウリエキ リツ

				販管費 ハンカンヒ

				営業利益 エイギョウ リエキ

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				経常利益 ケイジョウ リエキ

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ





１QPL

						18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ		64,425		61,407		104.9%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		29,093		27,848		104.5%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウリエキ リツ		45.2%		45.3%

				販管費 ハンカンヒ		25,123		24,811		101.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		3,969		3,036		130.7%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		6.2%		4.9%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		4,769		3,316		143.8%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,987		1,843		162.1%





Pl推移

																2010/3期		2011/3期		2012/3期		2013/3期		2014/3		2015/3		2016/3		2017/3		2018/3		2019/3

				2010/3期		1Q		53,678						1Q		53,678		53,699		57,153		59,030		57,919		59,190		59,639		60,748		61,407		64,425

						2Q		61,091						2Q		61,091		60,485		61,918		60,910		64,336		65,741		64,907		62,159		74,735

						3Q		66,173						3Q		66,173		72,352		72,474		73,211		72,170		76,247		73,834		75,057		85,082

						4Q		60,547						4Q		60,547		66,545		66,697		66,135		67,897		69,128		69,529		70,114		78,037

				2011/3期		1Q		53,699

						2Q		60,485

						3Q		72,352

						4Q		66,545

				2012/3期		1Q		57,153

						2Q		61,918

						3Q		72,474

						4Q		66,697

				2013/3期		1Q		59,030

						2Q		60,910

						3Q		73,211

						4Q		66,135

				2014/3		1Q		57,919

						2Q		64,336

						3Q		72,170

						4Q		67,897

				2015/3		1Q		59,190

						2Q		65,741

						3Q		76,247

						4Q		69,128

				2016/3		1Q		59,639

						2Q		64,907

						3Q		73,834

						4Q		69,529

				2017/3		1Q		60,748

						2Q		62,159

						3Q		75,057

						4Q		70,114

				2018/3		1Q		61,407

						2Q		74,735

						3Q		85,082

						4Q		78,037

				2019/3		1Q		64,425

						2Q

						3Q

						4Q



2014/3	1Q	2Q	3Q	4Q	57919	64336	72170	67897	2015/3	1Q	2Q	3Q	4Q	59190	65741	76247	69128	2016/3	1Q	2Q	3Q	4Q	59639	64907	73834	69529	2017/3	1Q	2Q	3Q	4Q	60748	62159	75057	70114	2018/3	1Q	2Q	3Q	4Q	61407	74735	85082	78037	2019/3	1Q	2Q	3Q	4Q	64425	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	57919	64336	72170	67897	59190	65741	76247	69128	59639	64907	73834	69529	60748	62159	75057	70114	61407	74735	85082	78037	64425	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	57919	64336	72170	67897	59190	65741	76247	69128	59639	64907	73834	69529	60748	62159	75057	70114	61407	74735	85082	78037	64425	





BS

																																		2018年6月末 ネン ツキ マツ		構成比 コウセイ ヒ		2018年3月末 ネン ツキ マツ		構成比 コウセイ ヒ		増減額 ゾウゲン ガク

																												流動資産 リュウドウ シサン						74,417		58.7%		86,385		62.9%		▲ 11,968										流動資産 リュウドウ シサン						74,417,472,820		74417

																																現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		32,249				42,667				▲ 10,418														現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		32,249,169,536		32249

																																商品 ショウヒン		31,217				30,007				1,210														商品 ショウヒン		31,217,850,878		31217

																												固定資産 コテイ シサン						52,365		41.3%		50,950		37.1%		1,414										固定資産 コテイ シサン						52,365,152,555		52365

																														有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				27,851				28,396				▲ 545												有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				27,851,559,005		27851

																														無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				1,783				1,443				340												無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				1,783,152,249		1783

																														投資その他資産 トウシ タ シサン				22,730				21,110				1,620												投資その他資産 トウシ タ シサン				22,730,441,301		22730

																										資産合計 シサン ゴウケイ								126,782		-		137,335		-		▲ 10,553								資産合計 シサン ゴウケイ								126,782,625,375		126782



																												流動負債 リュウドウ フサイ						30,924		24.4%		35,618		25.9%		▲4,693										流動資産 リュウドウ シサン						30,924,452,651		30924

																																買掛金 カイカケキン		9,949				12,316				▲ 2,367														買掛金 カイカケキン		9,949,144,626		9949

																																1年以内返済予定の長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		4,914				5,539				▲ 625														1年以内返済予定の長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		4,914,500,000		4914

																												固定負債 コテイ フサイ						27,759		21.9%		29,526		21.5%		▲1,766										固定負債 コテイ フサイ						27,759,432,587		27759

																																長期借入金 チョウキ カリイレ キン		19,022				19,897				▲ 875														長期借入金 チョウキ カリイレ キン		19,022,500,000		19022

																										負債合計 フサイ ゴウケイ								58,683		46.3%		65,144		47.4%		▲6,460								負債合計 フサイ ゴウケイ								58,683,885,238		58683



																																自己株式 ジコ カブシキ		▲6,834				▲525				▲6,308

																										純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ								68,098		53.7%		72,191		52.6%		▲4,092								純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ								68,098,740,137		68098



																										負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								126,782		-		137,335		-		▲ 10,553								負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								126,782,625,375		126782







セグメント

												19.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比		増減額 ガク				構成比 コウセイ ヒ

				リユース								25,421		22,731		111.8%		2,690				39.458%

						メディア系						13,278		12,317		107.8%		961				20.610%

						リユース系						12,142		10,414		116.6%		1,728				18.847%

				レンタル								15,508		16,459		94.2%		▲ 950				24.071%

				新品								15,575		15,493		100.5%		82				24.175%

				その他								7,922		6,725		117.8%		1,197				12.296%

				合計								64,425		61,407		104.9%		3,017				100.000%

												19.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比		増減額 ガク				構成比 コウセイ ヒ

				リユース								14,198		12,964		109.5%		1,234				48.802%

						リユース系						8,641		7,640		113.1%		1,001				29.701%

						メディア系						5,556		5,323		104.4%		233				19.097%

				レンタル								9,420		9,802		96.1%		▲ 381				32.379%

				新品								2,462		2,443		100.8%		19				8.463%

				その他								3,014		2,640		114.2%		373				10.360%

				合計								29,093		27,848		104.5%		1,245				100.000%





粗利の推移

																								2015/3		2016/3		2017/3		2018/3		2019/3 1Q

																						リユース系リユース		0.18		0.185		0.183		0.193		0.297

																						メディア系リユース		0.2		0.222		0.251		0.268		0.191

																						レンタル		0.433		0.412		0.381		0.335		0.324

																						新品		0.102		0.096		0.103		0.113		0.085

																						その他		0.084		0.085		0.081		0.091		0.103

																						合計		0.999		1		0.999		1		1

																								2015/3期		2016/3期		2017/3期		2018/3期		2019/3期

																						その他		0.084		0.085		0.081		0.091		0.103

																						レンタル		0.433		0.412		0.381		0.335		0.324

																						メディア系リユース		0.2		0.222		0.251		0.268		0.191

																						リユース系リユース		0.18		0.185		0.183		0.193		0.297



リユース系リユース	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.18	0.185	0.183	0.193	0.29699999999999999	メディア系リユース	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.2	0.222	0.251	0.26800000000000002	0.191	レンタル	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.433	0.41199999999999998	0.38100000000000001	0.33500000000000002	0.32400000000000001	新品	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.10199999999999999	9.6000000000000002E-2	0.10299999999999999	0.113	8.5000000000000006E-2	その他	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	8.4000000000000005E-2	8.5000000000000006E-2	8.1000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	0.10299999999999999	





その他	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	8.4000000000000005E-2	8.5000000000000006E-2	8.1000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	0.10299999999999999	レンタル	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.433	0.41199999999999998	0.38100000000000001	0.33500000000000002	0.32400000000000001	メディア系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.2	0.222	0.251	0.26800000000000002	0.191	リユース系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.18	0.185	0.183	0.193	0.29699999999999999	







販管費

										販売費 ハンバイ ヒ

												販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ

												広告宣伝費 コウコクセンデンヒ

										人件費 ジンケンヒ

												水道光熱費

												地代家賃

												減価償却費

												備品消耗品費

												修繕費

										その他諸経費

										販管費計 ハンカンヒ ケイ





□販管費

								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ				17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		前期差 ゼンキ サ								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		増減額 ゾウゲンガク

				販売費 ハンバイ ヒ				2,008,117		2,081,385		96.5%				販売費 ハンバイ ヒ				2,008				2,081		96.5%		▲ 73				販売費 ハンバイ ヒ				2,008		3.1%		2,081		96.5%		▲ 73

						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516,640		506,720		102.0%						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516				506		102.0%		10						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516		0.8%		506		102.0%		9

						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134,949		206,171		65.5%						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134				206		65.0%		▲ 72						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134		0.2%		206		65.0%		▲ 71

				人件費 ジンケンヒ				12,779,843		12,273,548		104.1%				人件費 ジンケンヒ				12,779				12,273		104.1%		506				人件費 ジンケンヒ				12,779		19.8%		12,273		104.1%		506

						水道光熱費		800,004		1,007,418		79.4%						水道光熱費		800				1,007		79.4%		▲ 207						水道光熱費		800		1.2%		1,007		79.4%		▲ 207

						地代家賃		5,430,371		5,324,321		102.0%						地代家賃		5,430				5,324		102.0%		106						地代家賃		5,430		8.4%		5,324		102.0%		106

						減価償却費		863,909		938,952		92.0%						減価償却費		863				938		92.0%		▲ 75						減価償却費		863		1.3%		938		92.0%		▲ 75

						備品消耗品費		455,838		356,382		127.9%						備品消耗品費		455				356		127.8%		99						備品消耗品費		455		0.7%		356		127.9%		99

						修繕費		162,548		338,117		48.1%						修繕費		162				338		47.9%		▲ 176						修繕費		162		0.3%		338		48.1%		▲ 175

				その他諸経費				10,335,380		10,456,835		98.8%				その他諸経費				10,335				10,456		98.8%		▲ 121				その他諸経費				10,335		16.0%		10,456		98.8%		▲ 121



				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123,344		24,811,769		101.3%				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123				24,811		101.3%		312				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123		39.0%		24,811		101.3%		311

																																				64,425





□販管費 (2)

										増減額 ゾウゲン ガク		前期比 ゼンキ ヒ

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				1,245		104.5%				リユース系商材の伸長 ケイ ショウザイ シンチョウ



						販管費計 ハンカンヒ ケイ				311		101.3%

								販売費 ハンバイ ヒ		▲ 73		96.5%				広告宣伝費は、通期での計画で進捗 コウコク センデン ヒ ツウキ ケイカク シンチョク

								人件費 ジンケンヒ		506		104.1%				出店を含む人件費の増加 シュッテン フク ジンケンヒ ゾウカ

								家賃 ヤチン		106		102.0%				出店による増加 シュッテン ゾウカ

								その他諸経費		▲227		95.6%				出店ｺｽﾄは嵩むも全体での効率化を図る シュッテン カサ ゼンタイ コウリツカ ハカ



						営業利益 エイギョウ リエキ				933		130.7%				前期を上回るものの、下期偏重に変わりなし ゼンキ ウワマワ シモキ ヘンチョウ カ







通期

										19.3月期
見通し ミトオ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				290,000		▲3.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				8,600		▲41.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				9,100		▲40.3%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				4,600		▲30.5%









Sheet10

														6,834,228,344





Sheet12

						社名		株式会社ゲオホールディングス

								（英文表記：GEO HOLDINGS CORPORATION）



						会社設立		1989年（平成元年）1月



						本社所在地		〒460-0014

								愛知県名古屋市中区富士見町8番8号OMCビル



						代表取締役		代表取締役社長　遠藤結蔵



						資本金		89億37百万円



						株式上場市場		東京証券取引所　第１部



						従業員数		4,336名（グループ全体）



						事業内容		ゲーム・通信機器・衣料・服飾等を中心にした総合リユース

								DVD・CD・コミック等のレンタル、ゲーム等の新品販売



						企業理念		「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」





店舗数

																						2018年
6月末 ネン ツキ マツ		2018年
3月末 ネン ツキ マツ		増減 ゾウゲン

												ゲオグループ店舗施設 テンポ シセツ										1,853		1843		10

														小売サービス店舗 コウ テンポ								1,842		1833		9

																		ゲオショップ				1,216		1220		▲ 4

																				直営店 チョクエイ テン		1,035		1037		▲ 2

																				代理店・FC店 ダイリテン テン		181		183		▲ 2

																		セカンドストリート				597		584		13

																		ジャンブルストア※								0

																				直営店 チョクエイ テン		547		535		12

																				FC店 テン		50		49		1

																		ゲオモバイルショップ				17		17		0

																		その他 タ				12		12		0

																		アミューズメント施設 シセツ				11		10		1







EC化率

												併売店舗数 ヘイバイ テンポスウ		売上金額 ウリアゲ キンガク

												ﾒﾃﾞｨｱ		ﾒﾃﾞｨｱ

										営業月				店舗 テンポ		流通 リュウツウ		計 ケイ				店舗 テンポ		流通 リュウツウ		計 ケイ

										201604		5		8,714		29,404		38,118				201604		452		163,921		202,039

										201605		6		9,544		23,726		33,269				201605		456		171,675		204,944

										201606		8		11,759		22,162		33,921				201606		466		164,752		198,673		605,656

										201607		8		14,733		23,748		38,481				201607		468		200,798		239,279

										201608		9		17,753		23,766		41,519				201608		470		166,243		207,762

										201609		26		18,619		30,351		48,969				201609		472		206,712		255,682

										201610		27		18,765		36,388		55,152				201610		479		299,132		354,284

										201611		27		14,409		32,792		47,201				201611		480		288,537		335,739

										201612		29		49,800		68,918		118,718				201612		486		381,735		500,453

										201701		35		42,643		52,409		95,052				201701		486		291,250		386,302

										201702		37		58,905		26,826		85,731				201702		493		233,342		319,073

										201703		44		78,514		7,183		85,697				201703		495		248,009		333,706

										201704		49		87,750		4,909		92,659				201704		500		234,939		327,599

										201705		70		105,154		9,177		114,332				201705		498		245,534		359,866

										201706		92		158,354		(31)		158,323				201706		506		233,154		391,477		1,078,942

										201707		99		200,187		(2,875)		197,312				201707		507		278,602		475,914

										201708		134		247,230		11,269		258,498				201708		508		258,474		516,972

										201709		147		283,473		24,543		308,016				201709		510		279,230		587,246

										201710		173		265,582		20,634		286,217				201710		515		367,846		654,063

										201711		197		269,340		18,608		287,948				201711		516		384,184		672,132

										201712		193		310,520		48,446		358,966				201712		520		516,462		875,428

										201801		207		312,334		40,820		353,154				201801		521		416,996		770,150

										201802		231		246,994		27,463		274,458				201802		521		315,489		589,946

										201803		249		270,108		51,997		322,105				201803		525		374,893		696,998

										201804		250		214,964		44,518		259,482				201804		527		370,932		630,414

										201805		250		208,733		65,195		273,928				201805		529		365,495		639,423

										201806		246		253,330		45,592		298,922				201806		535		356,704		655,626		1,925,463

								605,656				1,925,463		1,078,942

														18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ

												EC関与売上		1,925		1,078		178.6%

												EC関与販売数







単価

		リユース衣料服飾 価格帯別集計 イリョウ フクショク カカク タイ ベツ シュウケイ																										1,000,000

		既存店（2016/6/30以前オープン店舗） キゾン ミセ イゼン テンポ

		衣料（277）・服飾雑貨（279） イリョウ フクショク ザッカ

		2016/7～2017/6								2017/7～2018/6																		2016/7～2017/6								2017/7～2018/6

		価格帯		外税金額		構成比 コウセイヒ				価格帯		外税金額		構成比 コウセイヒ				伸長率 シンチョウ リツ										価格帯		数量		外税金額				価格帯		数量		外税金額

		1,000円未満 エン ミマン		7,571		28.5%				1,000円未満		7,461		25.3%				98.5%								98.5%		0		15,187,089		7,571,200,260				0		14,477,762		7,460,847,939

		3,000円未満 エン ミマン		7,701		29.0%				3,000円未満		8,407		28.5%				109.2%								109.2%		1,000		3,301,265		4,952,127,910				1,000		3,586,646		5,409,684,365

		5,000円未満 エン ミマン		3,495		13.2%				5,000円未満		4,083		13.9%				116.8%								109.0%		2,000		1,076,077		2,749,350,673				2,000		1,170,149		2,996,847,538

		10,000円未満 エン ミマン		3,730		14.1%				10,000円未満		4,245		14.4%				113.8%								118.3%		3,000		606,169		2,206,124,674				3,000		716,415		2,609,683,461

		10,000円以上 エン イジョウ		4,032		15.2%				10,000円以上		5,281		17.9%				131.0%								114.2%		4,000		267,293		1,289,356,462				4,000		304,943		1,472,861,060

																										113.0%		5,000		180,561		1,048,989,572				5,000		203,898		1,185,414,857

																										111.7%		6,000		123,747		839,383,477				6,000		138,234		937,991,785

																										115.5%		7,000		93,712		728,164,179				7,000		108,247		841,363,556

																										114.1%		8,000		72,590		638,068,454				8,000		82,774		727,876,619

																										116.1%		9,000		48,163		475,719,230				9,000		55,888		552,200,020

																										131.0%		10,000		204,795		4,031,509,668				10,000		254,314		5,281,266,420

				2016/7～2017/6		2017/7～2018/6

		1,000円未満		28.5%		25.3%				98.5%		100%

		3,000円未満		29.0%		28.5%				109.2%		100%

		5,000円未満		13.2%		13.9%				116.8%		100%

		10,000円未満		14.1%		14.4%				113.8%		100%

		10,000円以上		15.2%		17.9%				131.0%		100%

		1,000円未満		98.5%

				0.0%

		3,000円未満		109.2%

				0.0%

		5,000円未満		116.8%

				0.0%

		10,000円未満		113.8%

				0.0%

		10,000円以上		131.0%

				0.0%







外税金額	

1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	7571.2002599999996	7701.4785830000001	3495.4811359999999	3730.324912	4031.5096680000001	

外税金額	

1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	7460.8479390000002	8406.5319029999991	4082.5445209999998	4244.8468370000001	5281.2664199999999	

2016/7～2017/6	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.28538265408092806	0.29029325904582071	0.13175581805063724	0.14060782800780974	0.15196044081480434	2017/7～2018/6	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.25311570147873902	0.2851988456310024	0.1385038441608557	0.14401009022053216	0.17917151850887073	











1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.98542472564317041	0	1.0915477868829384	0	1.1679492356442229	0	1.1379295201189703	0	1.3099972107024598	0	





1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.98542472564317041	1.0915477868829384	1.1679492356442229	1.1379295201189703	1.3099972107024598	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	1	1	1	1	1	







構成

												1Q		2Q		3Q		4Q

								決算概要 ケッサン ガイヨウ

										概況ｻﾏﾘ ガイキョウ

										連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ

										営業利益の推移 エイギョウ リエキ スイイ

										計画との差異（前期比） ケイカク サイ ゼンキ ヒ

										連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ

										連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ レンケツ

										ｾｸﾞﾒﾝﾄ別実績 ベツ ジッセキ

										出店・閉店 シュッテン ヘイテン

										既存店の推移 キゾン テン スイイ

								今後の取組み

										海外展開 カイガイ テンカイ

										EC関与売上の伸長 カンヨ ウリアゲ シンチョウ

										子会社（M&A） コガイシャ

										買取手段の拡張 カイトリ シュダン カクチョウ

										受取手段の拡張 ウケトリ シュダン カクチョウ

										新規ﾌｫｰﾏｯﾄ シンキ

								中期計画 チュウキ ケイカク

										方針 ホウシン

										定量目標 テイリョウ モクヒョウ

								見通し ミトオ

										上方・下方 ジョウホウ カホウ

										通期 ツウキ

								株主還元 カブヌシ カンゲン

										配当 ハイトウ

										自己株 ジコ カブ

										優待変更 ユウタイ ヘンコウ

								Appendix

										会社概要 カイシャ ガイヨウ

										事業ﾓﾃﾞﾙ ジギョウ

										損益計算書 ソンエキ ケイサンショ

										貸借対照表 タイシャクタイショウヒョウ

										ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 ケイサンショ

										見通しに対する記述 ミトオ タイ キジュツ





構成 (2)

												1Q		2Q		3Q		4Q				MEMO

						決算概要 ケッサン ガイヨウ		1		概況ｻﾏﾘ ガイキョウ		○		○		○		○				直近ではなかったが復活。読みやすさ チョッキン フッカツ ヨ

								2		連結損益計算書（会計期間） レンケツ ソンエキ ケイサンショ カイケイ キカン		○		○		○		○				-

								3		営業利益の推移（会計期間） エイギョウ リエキ スイイ		○										ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを伝えることが必要なのか【新規】 ツタ ヒツヨウ シンキ

								4		計画との差異（前期比） ケイカク サイ ゼンキ ヒ		○		○		○		○				-

								5		連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ		○		○		○		○				-

								6		販管費の状況 ハンカンヒ ジョウキョウ		○						○				下期を想定すると、出来れば避けたい。対外説明を考えるとNO4に含む？ シモキ ソウテイ デキ サ タイガイ セツメイ カンガ フク

								7		連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ レンケツ												当社では記載されていない トウシャ キサイ

								8		ｾｸﾞﾒﾝﾄ別実績 ベツ ジッセキ		○		○		○		○				「ﾘﾕｰｽの1本化」・「その他の見せ方」は課題として、ECは、取組み（NO14）で表現を ホン カ タ ミ カタ カダイ トリク ヒョウゲン

								9		出店・閉店 シュッテン ヘイテン		○		○		○		○				概要ではなく、補足資料で良いのか ガイヨウ ホソク シリョウ ヨ

								10		既存店の推移 キゾン テン スイイ		○				○						前期で開示を止めている。 ゼンキ カイジ ヤ

						今後の取組み		11		海外展開 カイガイ テンカイ		○						○				基本戦略に沿った形。露出が増えれば、言わざるを得ない キホン センリャク ソ カタチ ロシュツ フ イ エ

								12		EC関与売上の伸長 カンヨ ウリアゲ シンチョウ		○				○						下期に投資を連想させるようにしたい シモキ トウシ レンソウ

								13		子会社（M&A） コガイシャ								○				基本戦略に沿ったっ形。会社概要や事業内容の説明に合わせ形の方が良いのか キホンセンリャク ソ カタチ カイシャ ガイヨウ ジギョウ ナイヨウ セツメイ ア カタチ ホウ ヨ

								14		買取手段の拡張 カイトリ シュダン カクチョウ				○								「ｹﾞｵｽｸﾞ」の状況次第。期首の説明では、「いかに在庫を集めて、中古を伸ばすのか」 ジョウキョウ シダイ キシュ セツメイ ザイコ アツ チュウコ ノ

								15		受取手段の拡張 ウケトリ シュダン カクチョウ								○				「SPEED」の状況次第。出来れば宅配ﾚﾝﾀﾙがｾｯﾄになると良い ジョウキョウ シダイ デキ タクハイ ヨ

								16		新規ﾌｫｰﾏｯﾄ シンキ								○				「OPS」の状況次第。導入規模により、4QのPL・BSの説明に使う？ ジョウキョウ シダイ ドウニュウ キボ セツメイ ツカ

						中期計画 チュウキ ケイカク		17		方針 ホウシン								○				前期のように、重点課題や取組みで表現する？ ゼンキ ジュウテン カダイ トリク ヒョウゲン

								18		定量目標 テイリョウ モクヒョウ								○				CGC次第。単年予算の状況から見ると詳細は避けたい。 シダイ

						見通し ミトオ		19		上方・下方 ジョウホウ カホウ						○						「15分」次第でﾀｲﾐﾝｸﾞを。 フン シダイ

								20		通期 ツウキ								○				NO18と連動 レンドウ

						株主還元 カブヌシ カンゲン		21		配当 ハイトウ		○						○				ﾚｷﾞｭﾗｰ

								22		自己株 ジコ カブ		○						○				発生都度 ハッセイ ツド

								23		株主優待 カブヌシ ユウタイ		○		○				○				ﾚｷﾞｭﾗｰ。変更年度になるので、「くどい」くらいの方が良いのでは ヘンコウ ネンド ホウ ヨ

						Appendix		24		会社概要 カイシャ ガイヨウ		○						○				期首・期末 キシュ キマツ

								25		事業ﾓﾃﾞﾙ ジギョウ		○						○				期首・期末。新規・拡張ｻｰﾋﾞｽがあれば都度 キシュ キマツ シンキ カクチョウ ツド

								26		損益計算書（推移） ソンエキ ケイサンショ スイイ								○				期末 キマツ

								27		貸借対照表（推移） タイシャクタイショウヒョウ								○				期末 キマツ

								28		ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書（推移） ケイサンショ								○

								29		見通しに対する記述 ミトオ タイ キジュツ		○		○		○		○				ﾚｷﾞｭﾗｰ
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12 GEO HOLDINGS CORPORATION 

2 売上高の増加に伴い粗利高も増加 

単位：百万円    

・商材別売上総利益 
 

  新品商材よりもリユース商材が伸びたことで、粗利高が前期を上回った。 

19.3月期
1Q　実績

18.3月期
1Q　実績

前期比 増減額

リユース 14,198 12,964 109.5% 1,234
メディア系 5,556 5,323 104.4% 233
リユース系 8,641 7,640 113.1% 1,001

レンタル 9,420 9,802 96.1% ▲ 381
新品 2,462 2,443 100.8% 19
その他 3,014 2,640 114.2% 373
合計 29,093 27,848 104.5% 1,245


色

								42		230

								88		200

								138		255





Sheet1

				売上高 ウリアゲ ダカ

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウリエキ リツ

				販管費 ハンカンヒ

				営業利益 エイギョウ リエキ

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				経常利益 ケイジョウ リエキ

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ





１QPL

						18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ		64,425		61,407		104.9%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		29,093		27,848		104.5%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウリエキ リツ		45.2%		45.3%

				販管費 ハンカンヒ		25,123		24,811		101.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		3,969		3,036		130.7%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		6.2%		4.9%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		4,769		3,316		143.8%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,987		1,843		162.1%





Pl推移

																2010/3期		2011/3期		2012/3期		2013/3期		2014/3		2015/3		2016/3		2017/3		2018/3		2019/3

				2010/3期		1Q		53,678						1Q		53,678		53,699		57,153		59,030		57,919		59,190		59,639		60,748		61,407		64,425

						2Q		61,091						2Q		61,091		60,485		61,918		60,910		64,336		65,741		64,907		62,159		74,735

						3Q		66,173						3Q		66,173		72,352		72,474		73,211		72,170		76,247		73,834		75,057		85,082

						4Q		60,547						4Q		60,547		66,545		66,697		66,135		67,897		69,128		69,529		70,114		78,037

				2011/3期		1Q		53,699

						2Q		60,485

						3Q		72,352

						4Q		66,545

				2012/3期		1Q		57,153

						2Q		61,918

						3Q		72,474

						4Q		66,697

				2013/3期		1Q		59,030

						2Q		60,910

						3Q		73,211

						4Q		66,135

				2014/3		1Q		57,919

						2Q		64,336

						3Q		72,170

						4Q		67,897

				2015/3		1Q		59,190

						2Q		65,741

						3Q		76,247

						4Q		69,128

				2016/3		1Q		59,639

						2Q		64,907

						3Q		73,834

						4Q		69,529

				2017/3		1Q		60,748

						2Q		62,159

						3Q		75,057

						4Q		70,114

				2018/3		1Q		61,407

						2Q		74,735

						3Q		85,082

						4Q		78,037

				2019/3		1Q		64,425

						2Q

						3Q

						4Q



2014/3	1Q	2Q	3Q	4Q	57919	64336	72170	67897	2015/3	1Q	2Q	3Q	4Q	59190	65741	76247	69128	2016/3	1Q	2Q	3Q	4Q	59639	64907	73834	69529	2017/3	1Q	2Q	3Q	4Q	60748	62159	75057	70114	2018/3	1Q	2Q	3Q	4Q	61407	74735	85082	78037	2019/3	1Q	2Q	3Q	4Q	64425	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	57919	64336	72170	67897	59190	65741	76247	69128	59639	64907	73834	69529	60748	62159	75057	70114	61407	74735	85082	78037	64425	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	57919	64336	72170	67897	59190	65741	76247	69128	59639	64907	73834	69529	60748	62159	75057	70114	61407	74735	85082	78037	64425	





BS

																																		2018年6月末 ネン ツキ マツ		構成比 コウセイ ヒ		2018年3月末 ネン ツキ マツ		構成比 コウセイ ヒ		増減額 ゾウゲン ガク

																												流動資産 リュウドウ シサン						74,417		58.7%		86,385		62.9%		▲ 11,968										流動資産 リュウドウ シサン						74,417,472,820		74417

																																現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		32,249				42,667				▲ 10,418														現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		32,249,169,536		32249

																																商品 ショウヒン		31,217				30,007				1,210														商品 ショウヒン		31,217,850,878		31217

																												固定資産 コテイ シサン						52,365		41.3%		50,950		37.1%		1,414										固定資産 コテイ シサン						52,365,152,555		52365

																														有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				27,851				28,396				▲ 545												有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				27,851,559,005		27851

																														無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				1,783				1,443				340												無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				1,783,152,249		1783

																														投資その他資産 トウシ タ シサン				22,730				21,110				1,620												投資その他資産 トウシ タ シサン				22,730,441,301		22730

																										資産合計 シサン ゴウケイ								126,782		-		137,335		-		▲ 10,553								資産合計 シサン ゴウケイ								126,782,625,375		126782



																												流動負債 リュウドウ フサイ						30,924		24.4%		35,618		25.9%		▲4,693										流動資産 リュウドウ シサン						30,924,452,651		30924

																																買掛金 カイカケキン		9,949				12,316				▲ 2,367														買掛金 カイカケキン		9,949,144,626		9949

																																1年以内返済予定の長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		4,914				5,539				▲ 625														1年以内返済予定の長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		4,914,500,000		4914

																												固定負債 コテイ フサイ						27,759		21.9%		29,526		21.5%		▲1,766										固定負債 コテイ フサイ						27,759,432,587		27759

																																長期借入金 チョウキ カリイレ キン		19,022				19,897				▲ 875														長期借入金 チョウキ カリイレ キン		19,022,500,000		19022

																										負債合計 フサイ ゴウケイ								58,683		46.3%		65,144		47.4%		▲6,460								負債合計 フサイ ゴウケイ								58,683,885,238		58683



																																自己株式 ジコ カブシキ		▲6,834				▲525				▲6,308

																										純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ								68,098		53.7%		72,191		52.6%		▲4,092								純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ								68,098,740,137		68098



																										負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								126,782		-		137,335		-		▲ 10,553								負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								126,782,625,375		126782







セグメント

												19.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比		増減額 ガク				構成比 コウセイ ヒ

				リユース								25,421		22,731		111.8%		2,690				39.458%

						リユース系						12,142		10,414		116.6%		1,728				18.847%

						メディア系						13,278		12,317		107.8%		961				20.610%

				レンタル								15,508		16,459		94.2%		▲ 950				24.071%

				新品								15,575		15,493		100.5%		82				24.175%

				その他								7,922		6,725		117.8%		1,197				12.296%

				合計								64,425		61,407		104.9%		3,017				100.000%

												19.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比		増減額 ガク				構成比 コウセイ ヒ

				リユース								14,198		12,964		109.5%		1,234				48.802%

						メディア系						5,556		5,323		104.4%		233				19.097%

						リユース系						8,641		7,640		113.1%		1,001				29.701%

				レンタル								9,420		9,802		96.1%		▲ 381				32.379%

				新品								2,462		2,443		100.8%		19				8.463%

				その他								3,014		2,640		114.2%		373				10.360%

				合計								29,093		27,848		104.5%		1,245				100.000%





粗利の推移

																								2015/3		2016/3		2017/3		2018/3		2019/3 1Q

																						リユース系リユース		0.18		0.185		0.183		0.193		0.297

																						メディア系リユース		0.2		0.222		0.251		0.268		0.191

																						レンタル		0.433		0.412		0.381		0.335		0.324

																						新品		0.102		0.096		0.103		0.113		0.085

																						その他		0.084		0.085		0.081		0.091		0.103

																						合計		0.999		1		0.999		1		1

																								2015/3期		2016/3期		2017/3期		2018/3期		2019/3期

																						その他		0.084		0.085		0.081		0.091		0.103

																						レンタル		0.433		0.412		0.381		0.335		0.324

																						メディア系リユース		0.2		0.222		0.251		0.268		0.191

																						リユース系リユース		0.18		0.185		0.183		0.193		0.297



リユース系リユース	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.18	0.185	0.183	0.193	0.29699999999999999	メディア系リユース	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.2	0.222	0.251	0.26800000000000002	0.191	レンタル	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.433	0.41199999999999998	0.38100000000000001	0.33500000000000002	0.32400000000000001	新品	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	0.10199999999999999	9.6000000000000002E-2	0.10299999999999999	0.113	8.5000000000000006E-2	その他	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3 1Q	8.4000000000000005E-2	8.5000000000000006E-2	8.1000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	0.10299999999999999	





その他	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	8.4000000000000005E-2	8.5000000000000006E-2	8.1000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	0.10299999999999999	レンタル	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.433	0.41199999999999998	0.38100000000000001	0.33500000000000002	0.32400000000000001	メディア系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.2	0.222	0.251	0.26800000000000002	0.191	リユース系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.18	0.185	0.183	0.193	0.29699999999999999	







販管費

										販売費 ハンバイ ヒ

												販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ

												広告宣伝費 コウコクセンデンヒ

										人件費 ジンケンヒ

												水道光熱費

												地代家賃

												減価償却費

												備品消耗品費

												修繕費

										その他諸経費

										販管費計 ハンカンヒ ケイ





□販管費

								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ				17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		前期差 ゼンキ サ								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		増減額 ゾウゲンガク

				販売費 ハンバイ ヒ				2,008,117		2,081,385		96.5%				販売費 ハンバイ ヒ				2,008				2,081		96.5%		▲ 73				販売費 ハンバイ ヒ				2,008		3.1%		2,081		96.5%		▲ 73

						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516,640		506,720		102.0%						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516				506		102.0%		10						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516		0.8%		506		102.0%		9

						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134,949		206,171		65.5%						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134				206		65.0%		▲ 72						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134		0.2%		206		65.0%		▲ 71

				人件費 ジンケンヒ				12,779,843		12,273,548		104.1%				人件費 ジンケンヒ				12,779				12,273		104.1%		506				人件費 ジンケンヒ				12,779		19.8%		12,273		104.1%		506

						水道光熱費		800,004		1,007,418		79.4%						水道光熱費		800				1,007		79.4%		▲ 207						水道光熱費		800		1.2%		1,007		79.4%		▲ 207

						地代家賃		5,430,371		5,324,321		102.0%						地代家賃		5,430				5,324		102.0%		106						地代家賃		5,430		8.4%		5,324		102.0%		106

						減価償却費		863,909		938,952		92.0%						減価償却費		863				938		92.0%		▲ 75						減価償却費		863		1.3%		938		92.0%		▲ 75

						備品消耗品費		455,838		356,382		127.9%						備品消耗品費		455				356		127.8%		99						備品消耗品費		455		0.7%		356		127.9%		99

						修繕費		162,548		338,117		48.1%						修繕費		162				338		47.9%		▲ 176						修繕費		162		0.3%		338		48.1%		▲ 175

				その他諸経費				10,335,380		10,456,835		98.8%				その他諸経費				10,335				10,456		98.8%		▲ 121				その他諸経費				10,335		16.0%		10,456		98.8%		▲ 121



				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123,344		24,811,769		101.3%				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123				24,811		101.3%		312				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123		39.0%		24,811		101.3%		311

																																				64,425





□販管費 (2)

										増減額 ゾウゲン ガク		前期比 ゼンキ ヒ

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				1,245		104.5%				リユース系商材の伸長 ケイ ショウザイ シンチョウ



						販管費計 ハンカンヒ ケイ				311		101.3%

								販売費 ハンバイ ヒ		▲ 73		96.5%				広告宣伝費は、通期での計画で進捗 コウコク センデン ヒ ツウキ ケイカク シンチョク

								人件費 ジンケンヒ		506		104.1%				出店を含む人件費の増加 シュッテン フク ジンケンヒ ゾウカ

								家賃 ヤチン		106		102.0%				出店による増加 シュッテン ゾウカ

								その他諸経費		▲227		95.6%				出店ｺｽﾄは嵩むも全体での効率化を図る シュッテン カサ ゼンタイ コウリツカ ハカ



						営業利益 エイギョウ リエキ				933		130.7%				前期を上回るものの、下期偏重に変わりなし ゼンキ ウワマワ シモキ ヘンチョウ カ







通期

										19.3月期
見通し ミトオ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				290,000		▲3.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				8,600		▲41.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				9,100		▲40.3%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				4,600		▲30.5%









Sheet10

														6,834,228,344
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						社名		株式会社ゲオホールディングス

								（英文表記：GEO HOLDINGS CORPORATION）



						会社設立		1989年（平成元年）1月



						本社所在地		〒460-0014

								愛知県名古屋市中区富士見町8番8号OMCビル



						代表取締役		代表取締役社長　遠藤結蔵



						資本金		89億37百万円



						株式上場市場		東京証券取引所　第１部



						従業員数		4,336名（グループ全体）



						事業内容		ゲーム・通信機器・衣料・服飾等を中心にした総合リユース

								DVD・CD・コミック等のレンタル、ゲーム等の新品販売



						企業理念		「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」





店舗数

																						2018年
6月末 ネン ツキ マツ		2018年
3月末 ネン ツキ マツ		増減 ゾウゲン

												ゲオグループ店舗施設 テンポ シセツ										1,853		1843		10

														小売サービス店舗 コウ テンポ								1,842		1833		9

																		ゲオショップ				1,216		1220		▲ 4

																				直営店 チョクエイ テン		1,035		1037		▲ 2

																				代理店・FC店 ダイリテン テン		181		183		▲ 2

																		セカンドストリート				597		584		13

																		ジャンブルストア※								0

																				直営店 チョクエイ テン		547		535		12

																				FC店 テン		50		49		1

																		ゲオモバイルショップ				17		17		0

																		その他 タ				12		12		0

																		アミューズメント施設 シセツ				11		10		1







EC化率

												併売店舗数 ヘイバイ テンポスウ		売上金額 ウリアゲ キンガク

												ﾒﾃﾞｨｱ		ﾒﾃﾞｨｱ

										営業月				店舗 テンポ		流通 リュウツウ		計 ケイ				店舗 テンポ		流通 リュウツウ		計 ケイ

										201604		5		8,714		29,404		38,118				201604		452		163,921		202,039

										201605		6		9,544		23,726		33,269				201605		456		171,675		204,944

										201606		8		11,759		22,162		33,921				201606		466		164,752		198,673		605,656

										201607		8		14,733		23,748		38,481				201607		468		200,798		239,279

										201608		9		17,753		23,766		41,519				201608		470		166,243		207,762

										201609		26		18,619		30,351		48,969				201609		472		206,712		255,682

										201610		27		18,765		36,388		55,152				201610		479		299,132		354,284

										201611		27		14,409		32,792		47,201				201611		480		288,537		335,739

										201612		29		49,800		68,918		118,718				201612		486		381,735		500,453

										201701		35		42,643		52,409		95,052				201701		486		291,250		386,302

										201702		37		58,905		26,826		85,731				201702		493		233,342		319,073

										201703		44		78,514		7,183		85,697				201703		495		248,009		333,706

										201704		49		87,750		4,909		92,659				201704		500		234,939		327,599

										201705		70		105,154		9,177		114,332				201705		498		245,534		359,866

										201706		92		158,354		(31)		158,323				201706		506		233,154		391,477		1,078,942

										201707		99		200,187		(2,875)		197,312				201707		507		278,602		475,914

										201708		134		247,230		11,269		258,498				201708		508		258,474		516,972

										201709		147		283,473		24,543		308,016				201709		510		279,230		587,246

										201710		173		265,582		20,634		286,217				201710		515		367,846		654,063

										201711		197		269,340		18,608		287,948				201711		516		384,184		672,132

										201712		193		310,520		48,446		358,966				201712		520		516,462		875,428

										201801		207		312,334		40,820		353,154				201801		521		416,996		770,150

										201802		231		246,994		27,463		274,458				201802		521		315,489		589,946

										201803		249		270,108		51,997		322,105				201803		525		374,893		696,998

										201804		250		214,964		44,518		259,482				201804		527		370,932		630,414

										201805		250		208,733		65,195		273,928				201805		529		365,495		639,423

										201806		246		253,330		45,592		298,922				201806		535		356,704		655,626		1,925,463

								605,656				1,925,463		1,078,942

														18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ

												EC関与売上		1,925		1,078		178.6%

												EC関与販売数







単価

		リユース衣料服飾 価格帯別集計 イリョウ フクショク カカク タイ ベツ シュウケイ																										1,000,000

		既存店（2016/6/30以前オープン店舗） キゾン ミセ イゼン テンポ

		衣料（277）・服飾雑貨（279） イリョウ フクショク ザッカ

		2016/7～2017/6								2017/7～2018/6																		2016/7～2017/6								2017/7～2018/6

		価格帯		外税金額		構成比 コウセイヒ				価格帯		外税金額		構成比 コウセイヒ				伸長率 シンチョウ リツ										価格帯		数量		外税金額				価格帯		数量		外税金額

		1,000円未満 エン ミマン		7,571		28.5%				1,000円未満		7,461		25.3%				98.5%								98.5%		0		15,187,089		7,571,200,260				0		14,477,762		7,460,847,939

		3,000円未満 エン ミマン		7,701		29.0%				3,000円未満		8,407		28.5%				109.2%								109.2%		1,000		3,301,265		4,952,127,910				1,000		3,586,646		5,409,684,365

		5,000円未満 エン ミマン		3,495		13.2%				5,000円未満		4,083		13.9%				116.8%								109.0%		2,000		1,076,077		2,749,350,673				2,000		1,170,149		2,996,847,538

		10,000円未満 エン ミマン		3,730		14.1%				10,000円未満		4,245		14.4%				113.8%								118.3%		3,000		606,169		2,206,124,674				3,000		716,415		2,609,683,461

		10,000円以上 エン イジョウ		4,032		15.2%				10,000円以上		5,281		17.9%				131.0%								114.2%		4,000		267,293		1,289,356,462				4,000		304,943		1,472,861,060

																										113.0%		5,000		180,561		1,048,989,572				5,000		203,898		1,185,414,857

																										111.7%		6,000		123,747		839,383,477				6,000		138,234		937,991,785

																										115.5%		7,000		93,712		728,164,179				7,000		108,247		841,363,556

																										114.1%		8,000		72,590		638,068,454				8,000		82,774		727,876,619

																										116.1%		9,000		48,163		475,719,230				9,000		55,888		552,200,020

																										131.0%		10,000		204,795		4,031,509,668				10,000		254,314		5,281,266,420

				2016/7～2017/6		2017/7～2018/6

		1,000円未満		28.5%		25.3%				98.5%		100%

		3,000円未満		29.0%		28.5%				109.2%		100%

		5,000円未満		13.2%		13.9%				116.8%		100%

		10,000円未満		14.1%		14.4%				113.8%		100%

		10,000円以上		15.2%		17.9%				131.0%		100%

		1,000円未満		98.5%

				0.0%

		3,000円未満		109.2%

				0.0%

		5,000円未満		116.8%

				0.0%

		10,000円未満		113.8%

				0.0%

		10,000円以上		131.0%

				0.0%







外税金額	

1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	7571.2002599999996	7701.4785830000001	3495.4811359999999	3730.324912	4031.5096680000001	

外税金額	

1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	7460.8479390000002	8406.5319029999991	4082.5445209999998	4244.8468370000001	5281.2664199999999	

2016/7～2017/6	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.28538265408092806	0.29029325904582071	0.13175581805063724	0.14060782800780974	0.15196044081480434	2017/7～2018/6	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.25311570147873902	0.2851988456310024	0.1385038441608557	0.14401009022053216	0.17917151850887073	











1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.98542472564317041	0	1.0915477868829384	0	1.1679492356442229	0	1.1379295201189703	0	1.3099972107024598	0	





1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.98542472564317041	1.0915477868829384	1.1679492356442229	1.1379295201189703	1.3099972107024598	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	1	1	1	1	1	







構成

												1Q		2Q		3Q		4Q

								決算概要 ケッサン ガイヨウ

										概況ｻﾏﾘ ガイキョウ

										連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ

										営業利益の推移 エイギョウ リエキ スイイ

										計画との差異（前期比） ケイカク サイ ゼンキ ヒ

										連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ

										連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ レンケツ

										ｾｸﾞﾒﾝﾄ別実績 ベツ ジッセキ

										出店・閉店 シュッテン ヘイテン

										既存店の推移 キゾン テン スイイ

								今後の取組み

										海外展開 カイガイ テンカイ

										EC関与売上の伸長 カンヨ ウリアゲ シンチョウ

										子会社（M&A） コガイシャ

										買取手段の拡張 カイトリ シュダン カクチョウ

										受取手段の拡張 ウケトリ シュダン カクチョウ

										新規ﾌｫｰﾏｯﾄ シンキ

								中期計画 チュウキ ケイカク

										方針 ホウシン

										定量目標 テイリョウ モクヒョウ

								見通し ミトオ

										上方・下方 ジョウホウ カホウ

										通期 ツウキ

								株主還元 カブヌシ カンゲン

										配当 ハイトウ

										自己株 ジコ カブ

										優待変更 ユウタイ ヘンコウ

								Appendix

										会社概要 カイシャ ガイヨウ

										事業ﾓﾃﾞﾙ ジギョウ

										損益計算書 ソンエキ ケイサンショ

										貸借対照表 タイシャクタイショウヒョウ

										ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 ケイサンショ

										見通しに対する記述 ミトオ タイ キジュツ





構成 (2)

												1Q		2Q		3Q		4Q				MEMO

						決算概要 ケッサン ガイヨウ		1		概況ｻﾏﾘ ガイキョウ		○		○		○		○				直近ではなかったが復活。読みやすさ チョッキン フッカツ ヨ

								2		連結損益計算書（会計期間） レンケツ ソンエキ ケイサンショ カイケイ キカン		○		○		○		○				-

								3		営業利益の推移（会計期間） エイギョウ リエキ スイイ		○										ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを伝えることが必要なのか【新規】 ツタ ヒツヨウ シンキ

								4		計画との差異（前期比） ケイカク サイ ゼンキ ヒ		○		○		○		○				-

								5		連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ		○		○		○		○				-

								6		販管費の状況 ハンカンヒ ジョウキョウ		○						○				下期を想定すると、出来れば避けたい。対外説明を考えるとNO4に含む？ シモキ ソウテイ デキ サ タイガイ セツメイ カンガ フク

								7		連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ レンケツ												当社では記載されていない トウシャ キサイ

								8		ｾｸﾞﾒﾝﾄ別実績 ベツ ジッセキ		○		○		○		○				「ﾘﾕｰｽの1本化」・「その他の見せ方」は課題として、ECは、取組み（NO14）で表現を ホン カ タ ミ カタ カダイ トリク ヒョウゲン

								9		出店・閉店 シュッテン ヘイテン		○		○		○		○				概要ではなく、補足資料で良いのか ガイヨウ ホソク シリョウ ヨ

								10		既存店の推移 キゾン テン スイイ		○				○						前期で開示を止めている。 ゼンキ カイジ ヤ

						今後の取組み		11		海外展開 カイガイ テンカイ		○						○				基本戦略に沿った形。露出が増えれば、言わざるを得ない キホン センリャク ソ カタチ ロシュツ フ イ エ

								12		EC関与売上の伸長 カンヨ ウリアゲ シンチョウ		○				○						下期に投資を連想させるようにしたい シモキ トウシ レンソウ

								13		子会社（M&A） コガイシャ								○				基本戦略に沿ったっ形。会社概要や事業内容の説明に合わせ形の方が良いのか キホンセンリャク ソ カタチ カイシャ ガイヨウ ジギョウ ナイヨウ セツメイ ア カタチ ホウ ヨ

								14		買取手段の拡張 カイトリ シュダン カクチョウ				○								「ｹﾞｵｽｸﾞ」の状況次第。期首の説明では、「いかに在庫を集めて、中古を伸ばすのか」 ジョウキョウ シダイ キシュ セツメイ ザイコ アツ チュウコ ノ

								15		受取手段の拡張 ウケトリ シュダン カクチョウ								○				「SPEED」の状況次第。出来れば宅配ﾚﾝﾀﾙがｾｯﾄになると良い ジョウキョウ シダイ デキ タクハイ ヨ

								16		新規ﾌｫｰﾏｯﾄ シンキ								○				「OPS」の状況次第。導入規模により、4QのPL・BSの説明に使う？ ジョウキョウ シダイ ドウニュウ キボ セツメイ ツカ

						中期計画 チュウキ ケイカク		17		方針 ホウシン								○				前期のように、重点課題や取組みで表現する？ ゼンキ ジュウテン カダイ トリク ヒョウゲン

								18		定量目標 テイリョウ モクヒョウ								○				CGC次第。単年予算の状況から見ると詳細は避けたい。 シダイ

						見通し ミトオ		19		上方・下方 ジョウホウ カホウ						○						「15分」次第でﾀｲﾐﾝｸﾞを。 フン シダイ

								20		通期 ツウキ								○				NO18と連動 レンドウ

						株主還元 カブヌシ カンゲン		21		配当 ハイトウ		○						○				ﾚｷﾞｭﾗｰ

								22		自己株 ジコ カブ		○						○				発生都度 ハッセイ ツド

								23		株主優待 カブヌシ ユウタイ		○		○				○				ﾚｷﾞｭﾗｰ。変更年度になるので、「くどい」くらいの方が良いのでは ヘンコウ ネンド ホウ ヨ

						Appendix		24		会社概要 カイシャ ガイヨウ		○						○				期首・期末 キシュ キマツ

								25		事業ﾓﾃﾞﾙ ジギョウ		○						○				期首・期末。新規・拡張ｻｰﾋﾞｽがあれば都度 キシュ キマツ シンキ カクチョウ ツド

								26		損益計算書（推移） ソンエキ ケイサンショ スイイ								○				期末 キマツ

								27		貸借対照表（推移） タイシャクタイショウヒョウ								○				期末 キマツ

								28		ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書（推移） ケイサンショ								○

								29		見通しに対する記述 ミトオ タイ キジュツ		○		○		○		○				ﾚｷﾞｭﾗｰ
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13 GEO HOLDINGS CORPORATION 

2 リユース商材の深耕 
・商材別粗利高構成比 
 

  メディア系、リユース系リユースの伸長により、粗利高の構成比は年々高くなっており、 
  さらなる成長を目指し、販売・買取基盤の整備を進める。 

リユース合計 

（通期） （通期） （通期） （通期） 



業績予想 

14 GEO HOLDINGS CORPORATION 



15 GEO HOLDINGS CORPORATION 

3 通期見通し 

2019年3月期第1四半期は好調に推移したが、 
前期と同規模の新品セグメントの牽引は見込めないも、引き続きリユース深耕を継続的に
図るため、平成30年５月10日に公表いたしました通期業績予想からの変更はありません。 

単位：百万円    

19.3月期
見通し

増減率

売上高 290,000 ▲3.1%
営業利益 8,600 ▲41.4%
経常利益 9,100 ▲40.3%
当期純利益 4,600 ▲30.5%


色
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Sheet1

				売上高 ウリアゲ ダカ

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウリエキ リツ

				販管費 ハンカンヒ

				営業利益 エイギョウ リエキ

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ

				経常利益 ケイジョウ リエキ

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ





１QPL

						18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ

				売上高 ウリアゲ ダカ		64,425		61,407		104.9%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		29,093		27,848		104.5%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウリエキ リツ		45.2%		45.3%

				販管費 ハンカンヒ		25,123		24,811		101.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		3,969		3,036		130.7%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		6.2%		4.9%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		4,769		3,316		143.8%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		2,987		1,843		162.1%





Pl推移

																2010/3期		2011/3期		2012/3期		2013/3期		2014/3期		2015/3期		2016/3期		2017/3期		2018/3期		2019/3期

				2010/3期		1Q		53,678						1Q		53,678		53,699		57,153		59,030		57,919		59,190		59,639		60,748		61,407		64,425

						2Q		61,091						2Q		61,091		60,485		61,918		60,910		64,336		65,741		64,907		62,159		74,735

						3Q		66,173						3Q		66,173		72,352		72,474		73,211		72,170		76,247		73,834		75,057		85,082

						4Q		60,547						4Q		60,547		66,545		66,697		66,135		67,897		69,128		69,529		70,114		78,037

				2011/3期		1Q		53,699

						2Q		60,485

						3Q		72,352

						4Q		66,545

				2012/3期		1Q		57,153

						2Q		61,918

						3Q		72,474

						4Q		66,697

				2013/3期		1Q		59,030

						2Q		60,910

						3Q		73,211

						4Q		66,135

				2014/3期		1Q		57,919

						2Q		64,336

						3Q		72,170

						4Q		67,897

				2015/3期		1Q		59,190

						2Q		65,741

						3Q		76,247

						4Q		69,128

				2016/3期		1Q		59,639

						2Q		64,907

						3Q		73,834

						4Q		69,529

				2017/3期		1Q		60,748

						2Q		62,159

						3Q		75,057

						4Q		70,114

				2018/3期		1Q		61,407

						2Q		74,735

						3Q		85,082

						4Q		78,037

				2019/3期		1Q		64,425

						2Q

						3Q

						4Q



2014/3期	1Q	2Q	3Q	4Q	57919	64336	72170	67897	2015/3期	1Q	2Q	3Q	4Q	59190	65741	76247	69128	2016/3期	1Q	2Q	3Q	4Q	59639	64907	73834	69529	2017/3期	1Q	2Q	3Q	4Q	60748	62159	75057	70114	2018/3期	1Q	2Q	3Q	4Q	61407	74735	85082	78037	2019/3期	1Q	2Q	3Q	4Q	64425	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	57919	64336	72170	67897	59190	65741	76247	69128	59639	64907	73834	69529	60748	62159	75057	70114	61407	74735	85082	78037	64425	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	2014/3期	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	57919	64336	72170	67897	59190	65741	76247	69128	59639	64907	73834	69529	60748	62159	75057	70114	61407	74735	85082	78037	64425	





BS

																																		2018年6月末 ネン ツキ マツ		構成比 コウセイ ヒ		2018年3月末 ネン ツキ マツ		構成比 コウセイ ヒ		増減額 ゾウゲン ガク

																												流動資産 リュウドウ シサン						74,417		58.7%		86,385		62.9%		▲ 11,968										流動資産 リュウドウ シサン						74,417,472,820		74417

																																現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		32,249				42,667				▲ 10,418														現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		32,249,169,536		32249

																																商品 ショウヒン		31,217				30,007				1,210														商品 ショウヒン		31,217,850,878		31217

																												固定資産 コテイ シサン						52,365		41.3%		50,950		37.1%		1,415										固定資産 コテイ シサン						52,365,152,555		52365

																														有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				27,851				28,396				▲ 545												有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				27,851,559,005		27851

																														無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				1,783				1,443				340												無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				1,783,152,249		1783

																														投資その他資産 トウシ タ シサン				22,730				21,110				1,620												投資その他資産 トウシ タ シサン				22,730,441,301		22730

																										資産合計 シサン ゴウケイ								126,782		-		137,335		-		▲ 10,553								資産合計 シサン ゴウケイ								126,782,625,375		126782



																												流動資産 リュウドウ シサン						30,924		24.4%		35,618		25.9%		▲ 4,694										流動資産 リュウドウ シサン						30,924,452,651		30924

																																買掛金 カイカケキン		9,949				12,316				▲ 2,367														買掛金 カイカケキン		9,949,144,626		9949

																																1年以内返済予定の長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		4,914				5,539				▲ 625														1年以内返済予定の長期借入金 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		4,914,500,000		4914

																												固定負債 コテイ フサイ						27,759		21.9%		29,526		21.5%		▲ 1,767										固定負債 コテイ フサイ						27,759,432,587		27759

																																長期借入金 チョウキ カリイレ キン		19,022				19,897				▲ 875														長期借入金 チョウキ カリイレ キン		19,022,500,000		19022

																										負債合計 フサイ ゴウケイ								58,683		46.3%		65,144		47.4%		▲ 6,461								負債合計 フサイ ゴウケイ								58,683,885,238		58683



																										純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ								68,098		53.7%		72,191		52.6%		▲ 4,093								純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ								68,098,740,137		68098



																										負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								126,782		-		137,335		-		▲ 10,553								負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								126,782,625,375		126782







セグメント

												18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比		増減

				リユース		リユース系リユース								10,414

						メディア系リユース								12,317

				レンタル								15,518		16,459		94.3%		▲ 941

				新品								16,355		15,493		105.6%		862

				その他								6,570		6,725		97.7%		▲ 155

				合計								64,425		61,407		104.9%		3018

												18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比		増減

				リユース		リユース系リユース								7,640

						メディア系リユース								5,323

				レンタル										9,802

				新品										2,443

				その他										2,640

				合計										27,848





粗利の推移

																								2015/3期		2016/3期		2017/3期		2018/3期		2019/3期

																						リユース系リユース		0.18		0.185		0.183		0.193		0.2

																						メディア系リユース		0.2		0.222		0.251		0.268		0.27

																						レンタル		0.433		0.412		0.381		0.335		0.34

																						新品		0.102		0.096		0.103		0.113		0.1

																						その他		0.084		0.085		0.081		0.091		0.09

																						合計		0.999		1		0.999		1		1

																								2015/3期		2016/3期		2017/3期		2018/3期		2019/3期

																						その他		0.084		0.085		0.081		0.091		0.09

																						レンタル		0.433		0.412		0.381		0.335		0.34

																						メディア系リユース		0.2		0.222		0.251		0.268		0.27

																						リユース系リユース		0.18		0.185		0.183		0.193		0.2



リユース系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.18	0.185	0.183	0.193	0.2	メディア系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.2	0.222	0.251	0.26800000000000002	0.27	レンタル	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.433	0.41199999999999998	0.38100000000000001	0.33500000000000002	0.34	新品	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.10199999999999999	9.6000000000000002E-2	0.10299999999999999	0.113	0.1	その他	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	8.4000000000000005E-2	8.5000000000000006E-2	8.1000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	0.09	





その他	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	8.4000000000000005E-2	8.5000000000000006E-2	8.1000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	0.09	レンタル	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.433	0.41199999999999998	0.38100000000000001	0.33500000000000002	0.34	メディア系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.2	0.222	0.251	0.26800000000000002	0.27	リユース系リユース	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	0.18	0.185	0.183	0.193	0.2	







販管費

										販売費 ハンバイ ヒ

												販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ

												広告宣伝費 コウコクセンデンヒ

										人件費 ジンケンヒ

												水道光熱費

												地代家賃

												減価償却費

												備品消耗品費

												修繕費

										その他諸経費

										販管費計 ハンカンヒ ケイ





□販管費

								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ				17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		前期差 ゼンキ サ								18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		前期差 ゼンキ サ

				販売費 ハンバイ ヒ				2,008,117		2,081,385		96.5%				販売費 ハンバイ ヒ				2,008				2,081		96.5%		▲ 73				販売費 ハンバイ ヒ				2,008		3.1%		2,081		96.5%		▲ 73

						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516,640		506,720		102.0%						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516				506		102.0%		10						販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		516		0.8%		506		102.0%		10

						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134,949		206,171		65.5%						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134				206		65.0%		▲ 72						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		134		0.2%		206		65.0%		▲ 72

				人件費 ジンケンヒ				12,779,843		12,273,548		104.1%				人件費 ジンケンヒ				12,779				12,273		104.1%		506				人件費 ジンケンヒ				12,779		19.8%		12,273		96.0%		506

						水道光熱費		800,004		1,007,418		79.4%						水道光熱費		800				1,007		79.4%		▲ 207						水道光熱費		800		1.2%		1,007		79.4%		▲ 207

						地代家賃		5,430,371		5,324,321		102.0%						地代家賃		5,430				5,324		102.0%		106						地代家賃		5,430		8.4%		5,324		102.0%		106

						減価償却費		863,909		938,952		92.0%						減価償却費		863				938		92.0%		▲ 75						減価償却費		863		1.3%		938		92.0%		▲ 75

						備品消耗品費		455,838		356,382		127.9%						備品消耗品費		455				356		127.8%		99						備品消耗品費		455		0.7%		356		127.8%		99

						修繕費		162,548		338,117		48.1%						修繕費		162				338		47.9%		▲ 176						修繕費		162		0.3%		338		47.9%		▲ 176

				その他諸経費				10,335,380		10,456,835		98.8%				その他諸経費				10,335				10,456		98.8%		▲ 121				その他諸経費				10,335		16.0%		10,456		98.8%		▲ 121



				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123,344		24,811,769		101.3%				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123				24,811		101.3%		312				販管費計 ハンカンヒ ケイ				25,123		39.0%		24,811		101.3%		312

																																				64,425





□販管費 (2)

										増減額 ゾウゲン ガク		増減比 ゾウゲン ヒ

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				1,245		104.5%				リユース系商材の伸長 ケイ ショウザイ シンチョウ



						販管費計 ハンカンヒ ケイ				312		101.3%

								販売費 ハンバイ ヒ		▲ 73		96.5%				広告宣伝費は、通期での計画で進捗 コウコク センデン ヒ ツウキ ケイカク シンチョク

								人件費 ジンケンヒ		506		96.0%				出店を含む人件費の増加 シュッテン フク ジンケンヒ ゾウカ

								その他諸経費		▲ 121		98.8%				出店ｺｽﾄは嵩むも全体での効率化を図る シュッテン カサ ゼンタイ コウリツカ ハカ



						営業利益 エイギョウ リエキ				1,557		130.7%				前期を上回るものの、下期偏重に変わりなし ゼンキ ウワマワ シモキ ヘンチョウ カ







通期

										19.3月期
見通し ミトオ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				290,000		▲3.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				8,600		▲41.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				9,100		▲40.3%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				4,600		▲30.5%









Sheet10

														6,834,228,344





Sheet12

						社名		株式会社ゲオホールディングス

								（英文表記：GEO HOLDINGS CORPORATION）



						会社設立		1989年（平成元年）1月



						本社所在地		〒460-0014

								愛知県名古屋市中区富士見町8番8号OMCビル



						代表取締役		代表取締役社長　遠藤結蔵



						資本金		89億37百万円



						株式上場市場		東京証券取引所　第１部



						従業員数		4,336名（グループ全体）



						事業内容		ゲーム・通信機器・衣料・服飾等を中心にした総合リユース

								DVD・CD・コミック等のレンタル、ゲーム等の新品販売



						企業理念		「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」





店舗数

																						2018年
3月末 ネン ツキ マツ		2018年
6月末 ネン ツキ マツ		増減 ゾウゲン

												ゲオグループ店舗施設 テンポ シセツ										1845		1,854		9

														小売サービス店舗 コウ テンポ								1835		1,844		9

																		ゲオショップ				1222		1,217		-5

																				直営店 チョクエイ テン		1039		1,036		-3

																				代理店・FC店 ダイリテン テン		183		181		-2

																		セカンドストリート				584		597		13

																		ジャンブルストア								0

																				直営店 チョクエイ テン		535		547		12

																				FC店 テン		49		50		1

																		ゲオモバイルショップ				17		17		0

																		その他 タ				12		13		1

																		アミューズメント施設 シセツ				10		11		1







EC化率

												併売店舗数 ヘイバイ テンポスウ		売上金額 ウリアゲ キンガク

												ﾒﾃﾞｨｱ		ﾒﾃﾞｨｱ

										営業月				店舗 テンポ		流通 リュウツウ		計 ケイ				店舗 テンポ		流通 リュウツウ		計 ケイ

										201604		5		8,714		29,404		38,118				201604		452		163,921		202,039

										201605		6		9,544		23,726		33,269				201605		456		171,675		204,944

										201606		8		11,759		22,162		33,921				201606		466		164,752		198,673		605,656

										201607		8		14,733		23,748		38,481				201607		468		200,798		239,279

										201608		9		17,753		23,766		41,519				201608		470		166,243		207,762

										201609		26		18,619		30,351		48,969				201609		472		206,712		255,682

										201610		27		18,765		36,388		55,152				201610		479		299,132		354,284

										201611		27		14,409		32,792		47,201				201611		480		288,537		335,739

										201612		29		49,800		68,918		118,718				201612		486		381,735		500,453

										201701		35		42,643		52,409		95,052				201701		486		291,250		386,302

										201702		37		58,905		26,826		85,731				201702		493		233,342		319,073

										201703		44		78,514		7,183		85,697				201703		495		248,009		333,706

										201704		49		87,750		4,909		92,659				201704		500		234,939		327,599

										201705		70		105,154		9,177		114,332				201705		498		245,534		359,866

										201706		92		158,354		(31)		158,323				201706		506		233,154		391,477		1,078,942

										201707		99		200,187		(2,875)		197,312				201707		507		278,602		475,914

										201708		134		247,230		11,269		258,498				201708		508		258,474		516,972

										201709		147		283,473		24,543		308,016				201709		510		279,230		587,246

										201710		173		265,582		20,634		286,217				201710		515		367,846		654,063

										201711		197		269,340		18,608		287,948				201711		516		384,184		672,132

										201712		193		310,520		48,446		358,966				201712		520		516,462		875,428

										201801		207		312,334		40,820		353,154				201801		521		416,996		770,150

										201802		231		246,994		27,463		274,458				201802		521		315,489		589,946

										201803		249		270,108		51,997		322,105				201803		525		374,893		696,998

										201804		250		214,964		44,518		259,482				201804		527		370,932		630,414

										201805		250		208,733		65,195		273,928				201805		529		365,495		639,423

										201806		246		253,330		45,592		298,922				201806		535		356,704		655,626		1,925,463

								605,656				1,925,463		1,078,942

														18.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		17.3月期
1Q　実績 ツキ キ ジッセキ		増減率 ゾウゲン リツ

												EC関与売上		1,925		1,078		178.6%

												EC関与販売数







単価

		リユース衣料服飾 価格帯別集計 イリョウ フクショク カカク タイ ベツ シュウケイ																										1,000,000

		既存店（2016/6/30以前オープン店舗） キゾン ミセ イゼン テンポ

		衣料（277）・服飾雑貨（279） イリョウ フクショク ザッカ

		2016/7～2017/6								2017/7～2018/6																		2016/7～2017/6								2017/7～2018/6

		価格帯		外税金額		構成比 コウセイヒ				価格帯		外税金額		構成比 コウセイヒ				伸長率 シンチョウ リツ										価格帯		数量		外税金額				価格帯		数量		外税金額

		1,000円未満 エン ミマン		7,571		28.5%				1,000円未満		7,461		25.3%				98.5%								98.5%		0		15,187,089		7,571,200,260				0		14,477,762		7,460,847,939

		3,000円未満 エン ミマン		7,701		29.0%				3,000円未満		8,407		28.5%				109.2%								109.2%		1,000		3,301,265		4,952,127,910				1,000		3,586,646		5,409,684,365

		5,000円未満 エン ミマン		3,495		13.2%				5,000円未満		4,083		13.9%				116.8%								109.0%		2,000		1,076,077		2,749,350,673				2,000		1,170,149		2,996,847,538

		10,000円未満 エン ミマン		3,730		14.1%				10,000円未満		4,245		14.4%				113.8%								118.3%		3,000		606,169		2,206,124,674				3,000		716,415		2,609,683,461

		10,000円以上 エン イジョウ		4,032		15.2%				10,000円以上		5,281		17.9%				131.0%								114.2%		4,000		267,293		1,289,356,462				4,000		304,943		1,472,861,060

																										113.0%		5,000		180,561		1,048,989,572				5,000		203,898		1,185,414,857

																										111.7%		6,000		123,747		839,383,477				6,000		138,234		937,991,785

																										115.5%		7,000		93,712		728,164,179				7,000		108,247		841,363,556

																										114.1%		8,000		72,590		638,068,454				8,000		82,774		727,876,619

																										116.1%		9,000		48,163		475,719,230				9,000		55,888		552,200,020

																										131.0%		10,000		204,795		4,031,509,668				10,000		254,314		5,281,266,420

				2016/7～2017/6		2017/7～2018/6

		1,000円未満		28.5%		25.3%				98.5%		100%

		3,000円未満		29.0%		28.5%				109.2%		100%

		5,000円未満		13.2%		13.9%				116.8%		100%

		10,000円未満		14.1%		14.4%				113.8%		100%

		10,000円以上		15.2%		17.9%				131.0%		100%

		1,000円未満		98.5%

				0.0%

		3,000円未満		109.2%

				0.0%

		5,000円未満		116.8%

				0.0%

		10,000円未満		113.8%

				0.0%

		10,000円以上		131.0%

				0.0%







外税金額	

1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	7571.2002599999996	7701.4785830000001	3495.4811359999999	3730.324912	4031.5096680000001	

外税金額	

1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	7460.8479390000002	8406.5319029999991	4082.5445209999998	4244.8468370000001	5281.2664199999999	

2016/7～2017/6	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.28538265408092806	0.29029325904582071	0.13175581805063724	0.14060782800780974	0.15196044081480434	2017/7～2018/6	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.25311570147873902	0.2851988456310024	0.1385038441608557	0.14401009022053216	0.17917151850887073	











1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.98542472564317041	0	1.0915477868829384	0	1.1679492356442229	0	1.1379295201189703	0	1.3099972107024598	0	





1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	0.98542472564317041	1.0915477868829384	1.1679492356442229	1.1379295201189703	1.3099972107024598	1,000円未満	3,000円未満	5,000円未満	10,000円未満	10,000円以上	1	1	1	1	1	







構成

												1Q		2Q		3Q		4Q

								決算概要 ケッサン ガイヨウ

										概況ｻﾏﾘ ガイキョウ

										連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ

										営業利益の推移 エイギョウ リエキ スイイ

										計画との差異（前期比） ケイカク サイ ゼンキ ヒ

										連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ

										連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ レンケツ

										ｾｸﾞﾒﾝﾄ別実績 ベツ ジッセキ

										出店・閉店 シュッテン ヘイテン

										既存店の推移 キゾン テン スイイ

								今後の取組み

										海外展開 カイガイ テンカイ

										EC関与売上の伸長 カンヨ ウリアゲ シンチョウ

										子会社（M&A） コガイシャ

										買取手段の拡張 カイトリ シュダン カクチョウ

										受取手段の拡張 ウケトリ シュダン カクチョウ

										新規ﾌｫｰﾏｯﾄ シンキ

								中期計画 チュウキ ケイカク

										方針 ホウシン

										定量目標 テイリョウ モクヒョウ

								見通し ミトオ

										上方・下方 ジョウホウ カホウ

										通期 ツウキ

								株主還元 カブヌシ カンゲン

										配当 ハイトウ

										自己株 ジコ カブ

										優待変更 ユウタイ ヘンコウ

								Appendix

										会社概要 カイシャ ガイヨウ

										事業ﾓﾃﾞﾙ ジギョウ

										損益計算書 ソンエキ ケイサンショ

										貸借対照表 タイシャクタイショウヒョウ

										ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 ケイサンショ

										見通しに対する記述 ミトオ タイ キジュツ





構成 (2)

												1Q		2Q		3Q		4Q				MEMO

						決算概要 ケッサン ガイヨウ		1		概況ｻﾏﾘ ガイキョウ		○		○		○		○				直近ではなかったが復活。読みやすさ チョッキン フッカツ ヨ

								2		連結損益計算書（会計期間） レンケツ ソンエキ ケイサンショ カイケイ キカン		○		○		○		○				-

								3		営業利益の推移（会計期間） エイギョウ リエキ スイイ		○										ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを伝えることが必要なのか【新規】 ツタ ヒツヨウ シンキ

								4		計画との差異（前期比） ケイカク サイ ゼンキ ヒ		○		○		○		○				-

								5		連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ		○		○		○		○				-

								6		販管費の状況 ハンカンヒ ジョウキョウ		○						○				下期を想定すると、出来れば避けたい。対外説明を考えるとNO4に含む？ シモキ ソウテイ デキ サ タイガイ セツメイ カンガ フク

								7		連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ レンケツ												当社では記載されていない トウシャ キサイ

								8		ｾｸﾞﾒﾝﾄ別実績 ベツ ジッセキ		○		○		○		○				「ﾘﾕｰｽの1本化」・「その他の見せ方」は課題として、ECは、取組み（NO14）で表現を ホン カ タ ミ カタ カダイ トリク ヒョウゲン

								9		出店・閉店 シュッテン ヘイテン		○		○		○		○				概要ではなく、補足資料で良いのか ガイヨウ ホソク シリョウ ヨ

								10		既存店の推移 キゾン テン スイイ		○				○						前期で開示を止めている。 ゼンキ カイジ ヤ

						今後の取組み		11		海外展開 カイガイ テンカイ		○						○				基本戦略に沿った形。露出が増えれば、言わざるを得ない キホン センリャク ソ カタチ ロシュツ フ イ エ

								12		EC関与売上の伸長 カンヨ ウリアゲ シンチョウ		○				○						下期に投資を連想させるようにしたい シモキ トウシ レンソウ

								13		子会社（M&A） コガイシャ								○				基本戦略に沿ったっ形。会社概要や事業内容の説明に合わせ形の方が良いのか キホンセンリャク ソ カタチ カイシャ ガイヨウ ジギョウ ナイヨウ セツメイ ア カタチ ホウ ヨ

								14		買取手段の拡張 カイトリ シュダン カクチョウ				○								「ｹﾞｵｽｸﾞ」の状況次第。期首の説明では、「いかに在庫を集めて、中古を伸ばすのか」 ジョウキョウ シダイ キシュ セツメイ ザイコ アツ チュウコ ノ

								15		受取手段の拡張 ウケトリ シュダン カクチョウ								○				「SPEED」の状況次第。出来れば宅配ﾚﾝﾀﾙがｾｯﾄになると良い ジョウキョウ シダイ デキ タクハイ ヨ

								16		新規ﾌｫｰﾏｯﾄ シンキ								○				「OPS」の状況次第。導入規模により、4QのPL・BSの説明に使う？ ジョウキョウ シダイ ドウニュウ キボ セツメイ ツカ

						中期計画 チュウキ ケイカク		17		方針 ホウシン								○				前期のように、重点課題や取組みで表現する？ ゼンキ ジュウテン カダイ トリク ヒョウゲン

								18		定量目標 テイリョウ モクヒョウ								○				CGC次第。単年予算の状況から見ると詳細は避けたい。 シダイ

						見通し ミトオ		19		上方・下方 ジョウホウ カホウ						○						「15分」次第でﾀｲﾐﾝｸﾞを。 フン シダイ

								20		通期 ツウキ								○				NO18と連動 レンドウ

						株主還元 カブヌシ カンゲン		21		配当 ハイトウ		○						○				ﾚｷﾞｭﾗｰ

								22		自己株 ジコ カブ		○						○				発生都度 ハッセイ ツド

								23		株主優待 カブヌシ ユウタイ		○		○				○				ﾚｷﾞｭﾗｰ。変更年度になるので、「くどい」くらいの方が良いのでは ヘンコウ ネンド ホウ ヨ

						Appendix		24		会社概要 カイシャ ガイヨウ		○						○				期首・期末 キシュ キマツ

								25		事業ﾓﾃﾞﾙ ジギョウ		○						○				期首・期末。新規・拡張ｻｰﾋﾞｽがあれば都度 キシュ キマツ シンキ カクチョウ ツド

								26		損益計算書（推移） ソンエキ ケイサンショ スイイ								○				期末 キマツ

								27		貸借対照表（推移） タイシャクタイショウヒョウ								○				期末 キマツ

								28		ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書（推移） ケイサンショ								○

								29		見通しに対する記述 ミトオ タイ キジュツ		○		○		○		○				ﾚｷﾞｭﾗｰ
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16 GEO HOLDINGS CORPORATION 



安定的な経営基盤の確保と利益率の向上に努めるとともに、業績に応じた配当を行うこと
を基本方針としております。 
中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行っており、2019年3月期は1株当たり
34円の配当を予定。 
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（予） 
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分割調整後の１株当たり配当額推移 

17 GEO HOLDINGS CORPORATION 

4 配当方針 

合計34円（予） 



4 株主優待は、長期的保有を目的に変更 
2018年9月末より、継続保有期間1年以上でレンタル半額優待、 
毎年3月末の株主様には、リユース割引券の優待権利取得に変更しました。 

GEO HOLDINGS CORPORATION 18 

・継続保有期間1年以上とは、3月31日及び9月30日の株主名簿に連続して3回以上、同一株主番号で記載 
  または記録されることを言います。 
・但し、2018年9月期については、2018年3月31日及び2018年9月30日の連続2回、同一株主番号で記載 
  または記録されていれば株主優待の権利が得られます。  ※①③はレンタル半額、②④はリユース2,000円分割引券 



補足資料 

19 GEO HOLDINGS CORPORATION 



2018年6月末現在 

5 

GEO HOLDINGS CORPORATION 

会社概要 

20 

株式会社ゲオホールディングス
（英文表記：GEO HOLDINGS CORPORATION）

会社設立 1989年（平成元年）1月

〒460-0014
愛知県名古屋市中区富士見町8番8号

代表取締役 代表取締役社長　遠藤結蔵

資本金 89億37百万円

株式上場市場 東京証券取引所　第１部

従業員数 4,336名（グループ全体）

ゲーム・通信機器・衣料・服飾等を中心にした総合リユース
DVD・CD・コミック等のレンタル、ゲーム等の新品販売

企業理念 「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」

事業内容

社名

本社所在地



5 

GEO HOLDINGS CORPORATION 

当社のビジネス 

顧客の利便性向上を図るために様々なサービスを提供。 
販売チャネルを意識せずに販売・買取・レンタルと 
お客様のシーンにあった便利に買物ができる環境を提供し続けます。 

仮 
 

21 
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5 
リユース市場は2009年度より7年連続で拡大し、2025年度には2兆円規模に。 
リユースが伸長する中で、企業対消費者間取引における店頭販売は、76.5%を占める。 

リユース市場規模 

店頭販売 
76.5% 

ネット販売 
23.5% 

1兆2,177億円 

11,274  

17,743  19,500  
20,500  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

出典：リサイクル通信発行「中古市場データブック2018」推計値はいずれも2016年度 

ＢtoＣ CtoＣ 

店頭販売 
9,315億円 

5,093 
億円 

ネット販売 2,862億円 

 前期比1,269億円増加 

（億円） 

 前期比215億円増加 

■リユース市場規模 □リユース市場構成比 

□ＢtoC リユース市場構成比 



23 GEO HOLDINGS CORPORATION 

5 店舗施設状況 

※ スーパーセカンドストリート・買取専門店等を含む 

セカンドストリート新宿店（東京都新宿区） 

セカンドアウトドア仙台古城店 
（宮城県仙台市） 

セカンドストリート三条河原町店 
（京都府京都市） 

グループ店舗総数  1,853店 
 

2018年
6月末

2018年
3月末 増減

ゲオグループ店舗施設 1,853 1,843 10
小売サービス店舗 1,842 1,833 9

ゲオショップ 1,216 1,220 ▲ 4
直営店 1,035 1,037 ▲ 2
代理店・FC店 181 183 ▲ 2

ゲオモバイルショップ 17 17 0
セカンドストリート
ジャンブルストア※

直営店 547 535 12
FC店 50 49 1

その他 12 12 0
アミューズメント施設 11 10 1

13597 584
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5 
海外へビジネス展開することにより、当社グループの更なる拡大を図る。 
リユース認知度が比較的高い北米地域でドミナント戦略を行い、今後の事業拡大を検討 
マーケティングリサーチを目的に東南アジアへも出店 

海外進出 

カルフォルニア州メルローズ店 

カルフォルニア州メルローズ店 
（2018年1月オープン） 

カルフォルニア州コスタメサ店 
（2018年7月オープン） 

 

マレーシアSS13店 
（2018年7月オープン） 
 

カルフォルニア州パサデナ店 
（2018年6月オープン） 
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5 
リユース商材が牽引しメディア店舗・リユース店舗ともに好調に推移 
リユース既存店は前年を上回る推移継続 
 

既存店売上高前年比の推移（3ヶ月移動平均） 

・リユース店舗（セカンドストリート・ジャンブルストア） 
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5 リユース衣料・雑貨の価格帯ごとにみる成長率 

131％ 

・リユース衣料・服飾雑貨における価格帯別の取引状況（販売のみ）。 
  リユース市場の活性と共に、 10,000円以上の高価格帯での成長率は131％※1に。 
 

   

※1 2017年7月~2018年6月の販売実績と2016年7月~2017年6月までの販売実績を比較 
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5 

当社のサービスのうち、小売サービスにおける電子商取引が関与した売上高を比較。 

電子商取引が関与した売上高も伸長 

ECサイト 

宅配 

取り寄せ 店頭受取 

単位：百万円    

19.3月期
1Q　実績

18.3月期
1Q　実績 増減率

EC関与売上高 2,104 1,212 173.6%
EC関与販売数 434,015 300,154 144.6%



将来の見通しに関する記述の注意 

本資料に記載されている、当社グループに関する業績見通し、方針、経営戦略、
目標、予定、事実の認識・評価ならびに業績や配当の見通し等といった将来に関
する記述を含む歴史的事実以外のすべての事実は、当社グループが現在入手して
いる情報に基づく、現時点における期待、想定、計画、認識、評価等を基礎とし
て記載されているに過ぎません。これらの記述ないし事実または前提（仮定）につ
いては、その性質上客観的には、不正確であったり、一般的な状況、天候、景気
および消費動向の変化、消費者の嗜好変化等による潜在的リスクを含んでおり、
将来その通りに実現するという保証はいたしかねます。 

お問合せ 株式会社ゲオホールディングス 経営企画部 
TEL : 052-350-5711 FAX :  052-350-5701 

Email : info@geonet.co.jp 
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