
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

株主のみなさまへ 
第５７期第１四半期決算 事業報告 
2009.3.1 ～ 2009.5.31 



TOP MessageTOP MessageTOP MessageTOP Message    

株主の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上

げます。平素は格別のご支援を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。 

ここに第５７期第１四半期決算（平成 21 年 3 月 1 日から平成 21

年 5 月 31 日まで）に係る事業の概要につきましてご報告申し上げ

ます。 

    

全体全体全体全体のののの概要概要概要概要    

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な経済状況

の悪化の影響から景気後退感が増し、企業収益や雇用情勢の急速な

悪化等により極めて厳しい状況となりました。一方、株式市場には、

株価の下げ止まりの動きが一部に見えはじめているものの、依然と

して厳しい状況が続くものと思われます。 

小売業界におきましても、経済状況に対する不安感から個人消費

の低迷が続き、また、消費者の節約志向が一段と強まり品質の良い

低価格品、エコ商品に関心が移ってきました。 

 このような状況のもと、当社では、店舗運営力と収益力を向上さ

せるため、現場対応を迅速に行なえる組織体制に変更し、併せて、

財務体質の強化とお客様から支持していただける商品の拡充、店舗

の快適性を高めることに注力してまいりました。 

 当第１四半期会計期間は、ショッピングセンター内に大型レンタ

ル店のＴＳＵＴＡＹＡ ＭＩＮＡＮＯ分倍河原店を、また、ＢＯＯ

Ｋ ＯＦＦ沼津原店を出店したことにより、当第１四半期は２店舗

 

 

出店し１店舗退店して 53 店舗（前事業年度末 52店舗）となりまし

た。 

これらの結果、当第１四半期会計期間におきまして、売上高は

3,171百万円、営業損失77百万円、経常損失16百万円、四半期純利

益15百万円となりました。 

 

部門別概要部門別概要部門別概要部門別概要    

①ＴＳＵＴＡＹＡ事業 

レンタル売上は、コミックレンタル店舗が増加したことにより増

えましたが、ＣＤ・ＤＶＤレンタルは低調に推移いたしました。ま

た、ＣＤ・ＤＶＤ販売、ゲームツタヤはタイトル不足と取扱店舗が

減ったことにより大幅な減少となり、売上高は 1,570 百万円とな

りました。 

 

②ＢＯＯＫＯＦＦ事業 

リユース書籍販売が伸び、中古ＤＶＤが好調に推移したこと、既

存店で客数が大幅に伸びたことにより、売上高は 891 百万円とな

りました。 

 

③ゲーム事業 

中古ゲームは、ソフト・ハード共に引き続き好調に推移しました

が、新作ゲームソフトがタイトル不足や大型タイトルの発売延期に

よる影響もあり大幅に減少し、売上高は 521 百万円となりました。 

 



 

④ファッションその他事業 

景気に対する先行き不安による消費の冷え込みと前事業年度に

比べ店舗数が減少したこともあり、売上高は 188 百万円となりま

した。 

 

    

今後今後今後今後のののの方針方針方針方針    

今後の経営環境につきましたは、景気に先行き不透明感等による

個人消費の低迷が予想され、極めて厳しい経営環境で推移するもの

と思われます。 

このような、厳しい状況下でありますが、当社は全社一丸となっ

て売上拡大、人件費管理の精度向上を始めとする販管費削減を推進

し業績の向上に努めて参る所存であります。 

今後の方針につきましては、次のとおりであります。 

・ 店舗運営力を強化し、既存事業を活性化するとともに、店舗の

環境整備や大型化を行い地域一番店を目指してまいります。 

・ 地域ドミナント化を推し進めるため店舗譲受を含めた出店を

行い、リユース市場においてもシェアの拡大を図ってまいります。 

・ 既存事業に続く新規事業を開発してまいります。 

・ 教育・研修に力を入れ、お客様にお買物の楽しみや感動を提案

できる店作りのために、人材育成に注力してまいります。 

・ リスク管理、コンプライアンス管理体制を強化してまいります。 

 

 

 

・ 組織、制度、規程、マニュアルを整備し、組織運営力と経営管 

理体制を強化してまいります。 

 

以上のことを実施し、これまでと同様に積極的に内部統制確立へ 

の取り組みを進め、健全で効率的な経営を進めてまいります。 

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

              

   代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長  後後後後    藤藤藤藤    行行行行    宏宏宏宏    
 

 



貸借対照表        対前期末比較対前期末比較対前期末比較対前期末比較    

 

 

 

   ・長期資金借入 400 百万円を 

     主因とした預金増加   347 百万円 

 

 

 

   ・生命保険解約による保険積立金減少 △62 百万円 

   ・投資有価証券の増加                 92 百万円 

   ・繰延税金資産の減少               △77 百万円 

   ・長期前払費用の減少               △19 百万円 

   ・差入敷金保証金の減少      △6 百万円 

 

 

 

   ・長期借入金（400 百万円）を 

     主因とした借入増加   236 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

       
  57 期第 1 四

半期（A） 
56 期第１四

半期 
56 期（B） （A）-（B） 

 

 資産の部      

  流動資産      

   現金及び預金 2,610,247 2,026,470 2,262,387 347,859  

   売掛金 68,168 92,230 62,695 5,472  

   たな卸資産 1,387,905 1,736,199 1,430,770 △42,864  

   その他流動資産 518,482 543,698 509,795 8,686  

  固定資産      

   有形固定資産 5,229,921 5,568,724 5,231,614 △1,693  

   無形固定資産 43,087 50,460 42,838 248  

   投資その他の資産 3,491,682 4,040,465 3,576,126 △84,443  

 資産合計 13,349,496 14,058,249 13,116,229 233,266  

 負債の部      

  流動負債      

   買掛金 255,946 362,711 305,922 △49,976  

   短期借入金 518,470 929,260 450,240 68,230  

   その他流動負債 1,127,146 781,073 1,102,301 24,845  

  固定負債      

   社債 120,000 460,000 140,000 △20,000  

   長期借入金 509,380 527,850 272,800 236,580  

   その他固定負債 557,140 573,765 591,170 △34,030  

 負債合計 3,088,083 3,634,660 2,862,434 225,648  

 純資産の部      

  資本金 2,546,671 2,546,671 2,546,671 －  

  資本剰余金 2,705,505 2,705,505 2,705,505 －  

  利益剰余金 4,909,202 5,039,151 4,963,142 △53,939  

  自己株式 △317 △317 △317 －  

  その他有価証券評価差額金 100,349 132,577 38,792 61,557  

 純資産合計 10,261,412 10,423,588 10,253,794 7,618  

 負債・純資産合計 13,349,496 14,058,249 13,116,229 233,266  

       

＊1 現金及び預金 

＊2 投資・その他の資産 

＊3 長期借入金及びその他固定負債 



損益計算書                         対前年同期比較対前年同期比較対前年同期比較対前年同期比較    

 

 

 

   ・TSUTAYA 事業  △179 百万円 

   ・BOOKOFF 事業     50 百万円 

   ・ゲーム事業    △97 百万円 

   ・ファッションその他事業 △114 百万円 

    △340 百万円 

 

 

    売上高は対前年同期比 340 百万円減少し、売上高 

減少に伴う売上総利益が 167 百万円減少いたしま 

した。このため、利益確保のため販売費及び一般管 

理費の圧縮に努めましたが対前年同期比の営業利益 

も 177 百万円減少いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  57 期第 1 四

半期（A） 
56 期第１四

半期（B） 
56 期 （A）-（B） 

 

 売上高 3,171,519 3,512,238 13,993,920 △340,718  

 売上原価 1,803,875 1,976,863 7,917,908 △172,987  

   売上総利益 1,367,644 1,535,375 6,076,012 △167,730  

   ％ 43.1% 43.7% 43.4% △0.6%  

 販売費及び一般管理費 1,445,383 1,435,442 5,890,747 9,941  

   営業利益又は営業損失（△） △77,739 99,933 185,264 △177,672  

   ％ △2.5% 2.8% 1.3% △5.3%  

 営業外収益 203,832 228,072 858,688 △24,240  

 営業外費用 142,803 177,688 601,473 △34,884  

   経常利益又は経常損失（△） △16,710 150,317 442,479 △167,028  

   ％ △0.5% 4.3% 3.1% △4.8%  

 特別利益 45,348 614 123,074 44,733  

 特別損失 4,000 3,750 460,455 250  

 税引前四半期純利益 24,637 147,182 105,097 △122,545  

 法人税、住民税及び事業税 8,891 59,425 108,015 △50,533  

 法人税等調整額 629 0 △14,666 629  

 四半期純利益 15,115 87,756 11,748 △72,640  

   ％ 0.5% 2.5% 0.0% △2.0%  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

＊2 営業利益 

＊1 売上高 



キャッシュ・フロー計算書 

 

    

    当第当第当第当第 57575757 期第期第期第期第 1111 四半期四半期四半期四半期キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフローのののの状況状況状況状況    

    

 

   ・税引前四半期純利益      24 百万円 

   ・減価償却費       57 百万円 

   ・賞与引当金の増減額      54 百万円 

   ・役員退職慰労引当金の増減額    △107 百万円 

   ・たな卸資産の増減額      39 百万円 

   ・事業譲渡損益    △24 百万円 

   ・仕入債務の増減額    △49 百万円 

   ・法人税等の支払額               △48 百万円 

 

 

   ・有形固定資産の取得による支出   △86 百万円 

   ・敷金・保証金の差入による支出   △27 百万円 

   ・敷金・保証金の回収による収入     39 百万円 

   ・保険積立金の解約による収入       91 百万円 

   ・事業譲渡による収入他    ５０百万円 

 

 

   ・長期借入による収入    400 百万円 

   ・長期借入金の返済による支出     △95 百万円 

   ・社債の償還による支出           △20 百万円 

・配当金の支払額                 △57 百万円 

 

       
  57期第1四

半期末（A） 
56 期第１四

半期末 
56 期末（B） （A）-（B）  

 営業活動によるキャッシュ・フロー 53,399 292,665 855,523 △802,123  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 67,542 △93,331 394,982 △327,439  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 227,298 △337,171 △1,101,059 1,328,358  

 現金及び現金同等物の増減額（減少:△） 348,240 △137,837 149,445 198,794  

 現金及び現金同等物の期首残高 2,175,348 2,025,902 2,025,902 149,445  

 現金及び現金同等物の四半期末      

 残       高 2,523,588 1,888,065 2,175,348 348,240  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

＊3 財務活動によるキャッシュ・フロー 

＊2 投資活動によるキャッシュ・フロー 

＊1 営業活動によるキャッシュ・フロー 



主要主要主要主要なななな営業所営業所営業所営業所及及及及びびびび店舗店舗店舗店舗                                                            （2009 年 5 月 31 日現在） 

        事業所名事業所名事業所名事業所名                    所所所所    在在在在    地地地地        店舗数店舗数店舗数店舗数    

本社 静岡県沼津市     

カルチャー店舗 

 

 

 

 

 

静岡県沼津市他    ２6 店舗 

神奈川県横浜市他   １4 店舗 

東京都府中市他      3 店舗 

愛知県名古屋市他    ３店舗 

京都府京都市他     ２店舗 

埼玉県春日部市他    ２店舗 

    

    

    

    50505050    

メンズ店舗 静岡県沼津市      1 店舗    1   1   1   1    

カジュアル店舗 静岡県駿東郡清水町他  2 店舗    2   2   2   2    

        合合合合    計計計計     53535353    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    T S U T A Y A M I N A N O 分 倍 河 原 店 

 

 

     

        B O O K O F F  沼 津 原 店 

    



    

株式株式株式株式のののの状況状況状況状況    

 当第１四半期会計期間において、後藤行宏氏及びその共同保有者である後藤久

宗氏から平成 21年 3月 31日付の大量保有報告書（変更報告書）を、また、平成 

21年 4月 10日付で大量保有報告書（訂正報告書）の写しを受領し、また、後藤

菊枝氏から平成 21 年 4月 1 日付の大量保有報告書（変更報告書）の写しを受領

し、平成 21年 3月 25日現在で下記のとおり株式を保有している旨の報告を受け

ておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として所有株式数

の確認ができません。                     

（単位：株） 

株株株株    主主主主    名名名名 
所有株式数所有株式数所有株式数所有株式数((((発行済株式総数発行済株式総数発行済株式総数発行済株式総数

にににに対対対対するするするする所有株式数所有株式数所有株式数所有株式数のののの割合割合割合割合))))    

 後藤 行宏                     1,226,758    13.3% 

 後藤 菊枝             336,432     3.6% 

 後藤 久宗             176,200     1.9% 

 ■発行可能株式総数         24,634,000 株 

 ■発行済株式の総数                                  9,207,753 株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          （2009 年 6 月 1 日現在） 

代表取締役社長    後 藤  行 宏 

代表取締役専務    後 藤  久 徳 （事業本部長） 

   常務取締役    土 橋  文 彦 （管理本部長） 

【執行役員】 

市川 文宏 （管理本部 人事部長） 

後藤 知弘 （管理本部 財務部長） 

高橋 英明 （事業本部 カルチャー事業部長） 

小原 政寛 （管理本部 部長） 

内堀 守   （管理本部 管理部長） 

株式・出来高の推移 

     54 期              55 期            56 期      57 期 

役 員 



株式メモ 

事業年度 ３月１日～翌年２月末日 

基準日 

 

 

利 益 配 当 金 受 領 

株 主 確 定 日 

中 間 配 当金 受 領 

株 主 確 定 日 

定時株主総会については２月末日 

 その他の必要があるときは、あらかじめ公告 

いたします。 

毎年２月末日 

毎年８月３１日 
 

公告掲載 URL  http://www.gms.co.jp/goto/ir/ 

当社の公告は電子公告により行います。た

だし、やむを得ない事由により電子公告がで

きない場合は、日本経済新聞に掲載する方法

により行います。 

〒100-8212 

東京都千代田区丸の内一丁目４番３号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

株主名簿管理人 

 

 

同連絡先 

 

 

 

 

〒137-8081 

東京都江東区東砂七丁目１０番１１号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

フリーダイヤル 0120 – 232 – 711（通話料無料） 

単元の株式数 １００株 

  

お知らせ 

【株式に関するお手続き用紙のご請求について】 

   特別口座に記録された株式に関するお手続き用紙（届出住所等の変更

届、配当金振込指定書、単元未満株式買取請求書等）のご請求につきまして

は、以下のお電話ならびにインターネットにより 24 時間受け付けております

ので、ご利用ください。 

  TEL 0120－244－479 （通話料無料) 

  インターネットアドレス  http://www.tr.mufg.jp/daikou/ 

【特別口座について】 

 株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい

なかった株主様には、株主名簿管理人である三菱 UFJ 信託銀行に口座

（特別口座といいます）を開設いたしました。 

 特別口座についてのご紹介及び住所変更等につきましては、下記口座管

理機関（三菱 UFJ 信託銀行）の連絡先にお問合せください。 

  TEL 0120－232－711 （通話料無料） 

（ご注意）  

    株券電子化後、株主様の各種お手続きは、原則として口座を開設されて

いる証券会社経由で行なっていただくことになります。 

なお、未受領の配当金のお支払いにつきましては、引き続き株主名簿管

理人である三菱 UFJ 信託銀行の本支店でお支払いいたします。 

       

  〒410-0063  静岡県沼津市緑ヶ丘１０番地の１ 

  ℡ (055) 923 - 5100 

  ゴトーホームページ  http://www.gms.co.jp/goto/ 


