
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

株主のみなさまへ 
第５7 期 事業報告 
2009.3.1 ～ 2010.2.28 



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（平成 21 年 3 月 1 日から平成 22 年 2 月 28 日まで）の事業

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    

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や世界経済の持ち

直しにより輸出が増え、一部で景気改善の兆しが見えはじめましたが、急激

な円高やデフレの進行、個人消費の低迷が続くなど、先行き不透明な状況

で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社では厳しい経済環境下にあっても収益を確保

できる企業体質を目指し、コスト削減や経営の効率化を推し進め、また「心

豊かになる生活提案を続け、お客様の感動と従業員の成長と幸福を追求し

ます」という経営理念に基づき、商品とサービスの質の向上を追求し、売場

改善と品揃えの強化、取扱商品の見直し等を行い、店舗の快適性向上に

注力してまいりました。  

 これらの結果、当事業年度におきまして、売上高は12,401百万円（前年同

期比 11.4％減）となりました。粗利益率は 0.3％改善いたしましたが、売上高

減少に伴う売上総利益額の減少に対して、販売費及び一般管理費の節減

に努めましたが営業利益の減少を補いきれず、結果、営業利益は 2 百万円

（前年同期比 98.6％減）となりました。 

  経常利益につきましては、230 百万円（前年同期比 48.0％減）となりまし 

 

 

た。しかしながら、経済環境の悪化により想定外の不採算店舗の発生による

減損損失 358 百万円、及び店舗撤退に伴う損失 152 百万円を含む特別損

失 563 百万円を計上したことにより、当期純損失は 264 百万円（前年同期は

11 百万円の純利益）となりました。 

なお、当事業年度より事業内容を明確にすることを目的に組織変更を行

ったことに伴い、前事業年度まで「ファッションその他事業」としておりました

リユーススポーツ用具・衣料、リユースキッズ衣料及びベビー用品販売の売

上高 78,661 千円を「BOOK OFF 事業」へ区分変更し、表示しております。ま

た、前年同期との比較にあたり、当該前期売上高 86,704 千円を区分変更し、

算出しております。 

店舗につきましては、TSUTAYA 店舗の 1 店舗の営業譲渡を行い、

BOOK OFF 店舗を 2 店舗、TSUTAYA 店舗を 1 店舗出店し、合計 54 店舗

(前事業年度末 52 店舗)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    

（TSUTAYA 事業）  

 レンタルは複数レンタル割引施策により客単価は前年より上回りましたが、

来店客数が伸びず、洋画・邦画、音楽ともに低迷、CD・DVD 販売、ゲーム

販売も前年に引き続き低調だったため、売上高は 6,164 百万円（前年同期

比 11.8％減）となりました。  

（BOOKOFF 事業）  

 品揃えを強化した文庫本、単行本、新書本、雑誌、ゲームの売上は伸ば

しましたが、コミック本が低調のまま推移し、売上高は 3,420 百万円（前年同  

 



 

（期比 1.5％減）となりました。  

（ゲーム事業）  

中古・新品のゲームソフト、ハード共に低調であったことと、不採算店舗で 

の取扱いを中止したことにより、売上高は 2,238 百万円（前年同期比 12.7％ 

減）となりました。 

（ファッションその他事業）  

 前事業年度に比べ店舗が減少したことと、客単価の減少により、売上高は

577 百万円（前年同期比 40.4%減）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    

当社は、「心豊かになる生活提案を続け、お客様の感動と従業員の成長と

幸福を追求します」という経営理念のもと、より良いライフスタイルを提案し、自

己実現のお手伝いをさせていただく生活提案業として、新たな成長と企業価

値の向上を目指しております。 

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、既存店舗の収益力の向上のため、店舗の環境   

整備や大型化を行い地域一番店を目指します。 

・ 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と、リユース 

市場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、お客様に楽しみや感動を提供できる店作りの

ために、人材育成に注力してまいります。 

・ 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。 

 

 

以上の施策を的確に実施することにより業績の伸長に全力を上げてま

いります。 

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    

 



財務ハイライト 

             

   54 期 55 期 56 期 57 期   

 売上高（百万円） 15,677 14,972 13,993 12,401   

 経常利益（百万円） 654 376 442 230   

 
当期純利益又は 

当期純損失（百万円） 
11 104 11 △264   

 
１株当たり当期純利益又は 

１株当たり当期純損失（円） 1.23 11.39 1.27 △28.68   

 総資産（百万円） 15,591 14,182 13,116 12,229   

 純資産（百万円） 10,529 10,341 10,253 9,970   

 １株当たり純資産（円） 1,143.54 1,123.14 1,113.64 1,082.88   
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貸借対照表                                              （単位:千円） 

増減内容増減内容増減内容増減内容のののの主要因主要因主要因主要因    

 

 

・預金の増加         169 百万円 

・商品在庫の減少      △168 百万円 

 

 

・有形固定資産の取得        137 百万円 

・有形固定資産等の除却       △77 百万円 

・減価償却費計上      △211 百万円 

・減損損失による減少      △357 百万円 

・投資有価証券売却等による減少       △100 百万円 

・差入敷金保証金・建設協力金の減少   △259 百万円 

・保険積立金の減少                    △62 百万円 

 

 

・買掛金の減少        △66 百万円 

・短期借入金の返済による減少     △162 百万円 

・社債償還による減少      △300 百万円 

 

 

・当期純損失       △264 百万円 

・剰余金の配当による減少      △69 百万円 

 

 

   
56 期（A） 57 期（B） 増減額（B）-（A）  

 資産の部     

  流動資産     

   現金及び預金 2,262,388 2,431,835 169,447  

   売掛金 62,695 49,052 △13,643  

   たな卸資産 1,430,771 1,263,098 △167,673  

   その他流動資産 509,795 570,965 61,170  

  固定資産     

   有形固定資産 5,231,615 4,723,803 △507,812  

   無形固定資産 42,838 41,045 △1,793  

   投資その他の資産 3,576,127 3,150,061 △426,066  

 資産合計 13,116,229 12,229,859 △886,370  

 負債の部     

  流動負債     

   買掛金 305,923 240,080 △65,843  

   短期借入金 450,240 287,800 △162,440  

   その他流動負債 1,102,301 669,205 △433,096  

  固定負債     

   社債 140,000 100,000 △40,000  

   長期借入金 272,800 310,000 37,200     

   その他固定負債 591,171 652,187 61,016  

 負債合計   2,862,43   2,259,27 △603,163  

  純資産の部     

  資本金 2,546,671 2,546,671 ―  

  資本剰余金 2,705,506 2,705,506 ―  

  利益剰余金 4,963,142 4,629,994 △333,148  

  自己株式 △317 △328 △11  

 その他有価証券評価差額金 38,792 88,744 49,952  

 純資産合計 10,253,794 9,970,587 △283,207  

 負債純資産合計 13,116,229 12,229,859 △886,370  

      

＊1 流動資産 

＊2 固定資産・投資その他の資産 

＊4 利益剰余金 

＊3 買掛金及び借入金・その他流動負債 



損益計算書                                              （単位:千円） 

 

  当期当期当期当期（（（（第第第第 57575757 期期期期））））のののの主主主主なななな内容内容内容内容    

 

 

・TSUTAYA 事業   6,164 百万円 

・BOOK OFF 事業   3,420 百万円 

・ゲーム事業   2,239 百万円 

・ファッションその他事業   578 百万円 

 合計       12,401 百万円 

 

 

     売上高減少に伴い売上総利益額も減少、販売費及び 

一般管理費の節減に努めましたが、営業利益は 2 百 

万円となりました。 

      不動産賃貸収入を主因に営業外収支がプラスとなり 

経常利益は 230 百万円となりました。 

 

 

・保険解約返戻金       20 百万円 

・事業譲渡益       25 百万円 

・投資有価証券売却益      14 百万円 

・減損損失   △358 百万円 

・固定資産除却損     △28 百万円 

・店舗閉鎖損    △152 百万円 

・賃貸借契約解約損     △15 百万円 

      

  
56 期（A） 57 期（B） 増減額（B）-（A）  

 売上高 13,993,920 12,401,703 △1,592,217  

 売上原価 7,917,908 6,980,020 △937,888  

   売上総利益 6,076,012 5,421,683 △654,329  

     ％ 43.4% 43.7% 0.3%  

 販売費及び一般管理費 5,890,748 5,419,064 △471,684  

   営業利益 185,264 2,619 △182,645  

   ％ 1.3% 0.0% △1.3%  

 営業外収益 858,688 783,060 △75,628  

 営業外費用 601,473 555,611 △45,862  

   経常利益 442,479 230,068 △212,411  

   ％ 3.1% 1.9% △1.3%  

 特別利益 123,074 60,429 △62,645  

 特別損失 460,456 563,001 102,545  

 税引前当期純利益 105,097 △272,504 △377,601  

 法人税、住民税及び事業税 108,015 71,959 △36,056  

 法人税等調整額 △14,666 △80,370 △65,704  

 当期純利益 11,748 △264,093 △275,841  

   ％ 0.0% △2.1% △2.2%  

      

      

     

 

 

     

      

 

 

     

       

       

       

       

       

＊1 売上高 

＊2 営業利益・経常利益 

＊3 特別利益・特別損失 



キャッシュ・フロー計算書                                       （単位:千円） 

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((((第第第第５７５７５７５７期期期期))))のののの主主主主なななな内容内容内容内容    

 

 

・税引前当期純利益   △272 百万円 

・減価償却費      222 百万円 

・減損損失      358 百万円 

・役員退職慰労引当金の増減額  △108 百万円 

・店舗閉鎖損失     152 百万円 

・たな卸資産の増減額     164 百万円 

・仕入債務の増減額    △66 百万円 

・法人税等の支払又は還付額  △111 百万円 

事業別売上高の状況                                      

・定期預金の預入           △550 百万円 

・定期預金の払戻による収入     95 百万円 

・有形固定資産の取得   △141 百万円 

・投資有価証券の売却･償還     72 百万円 

・敷金及び保証金の差入   △36 百万円 

・敷金及び保証金の回収    286 百万円 

・保険積立金の解約による収入     92 百万円 

 

・短期借入金の純増減額  △100 百万円 

・長期借入金の返済   △425 百万円 

・長期借入金の借入     400 百万円 

・社債の償還    △340 百万円 

・配当金の支払額         △69 百万円 

       

  
56 期（A） 57 期（B） 増減額（B）-（A） 

 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 855,523 431,433 △424,090  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 394,982 △190,304 △585,286  

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,101,059 △534,642 566,417  

 現金及び現金同等物の増減額 149,446 △293,514 △442,960  

 現金及び現金同等物の期首残高 2,025,903 2,175,349 149,446  

 現金及び現金同等物の期末残高 2,175,349 1,881,835 △293,514  

      

      

      

       

       
 当期（第 57 期） 区分 第1四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 57 期  

 TSUTAYA 事業 1,570,245 3,127,064 4,608,982 6,164,360  

 BOOKOFF 事業 891,778 1,768,179 2,562,584 3,420,386  

 ゲーム事業 521,464 1,043,636 1,537,485 2,238,965  

 ファッションその他事業 188,031 311,891 443,901 577,992  

 合計 3,171,519 6,250,772 9,152,953 12,401,703  

       
 前期（第 56 期） 区分 第1四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 56 期  

 TSUTAYA 事業 1,749,714 3,586,488 5,119,677 6,985,951  

 BOOKOFF 事業 840,981 1,698,302 2,504,661 3,387,507  

 ゲーム事業 618,746 1,233,587 1,797,491 2,563,987  

 ファッションその他事業 302,796 535,988 798,804 1,056,474  

 合計 3,512,238 7,054,367 10,220,633 13,993,920  

       

＊1 営業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 

＊3 財務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事事事事業所及業所及業所及業所及びびびび店舗店舗店舗店舗    

        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    

本部 静岡県沼津市     

カルチャー店舗 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県沼津市他  ２7 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   ３店舗 

京都府京都市他   ２店舗 

埼玉県狭山市他   ２店舗 

    

    

    

    51515151    

ﾌｧｯｼｮﾝその他事業 静岡県富士市他   3 店舗         3333    

        合合合合    計計計計         55554444    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

    

    

TSUTAYA 国久保店、リニューアル致しました。 

コミックレンタルを開始。ご来店をお待ちしております。 



ゴトーゴトーゴトーゴトー店舗店舗店舗店舗一覧一覧一覧一覧    

    

ファッションファッションファッションファッション店舗店舗店舗店舗    

沼津バイパス総本店 

ファイブテン柿田川店 

ファイブテン長泉店 

    

リユースリユースリユースリユース店舗店舗店舗店舗    

ビーキッズ御殿場店 

    ビーズポーツ富士中島店 

 

ブックオフブックオフブックオフブックオフ店舗店舗店舗店舗    

ブックオフ浜松高林店 

ブックオフ小田原鴨宮店 

ブックオフ秦野曾屋店 

ブックオフ 16 号狭山上奥富店 

ブックオフ春日部駅東口店 

ブックオフ宇治小倉店 

ブックオフ浜松富塚店 

ブックオフ横浜緑警察署前店 

ブックオフ沼津原店 

ブックオフ沼津南店 

 

ブックオフブックオフブックオフブックオフ・・・・メディアポリスメディアポリスメディアポリスメディアポリス店舗店舗店舗店舗    

ブックオフ藤枝店 

ブックオフ厚木妻田店 

ブックオフ函南店 

 

 

 

ブックオフ富士宮店 

ブックオフ袋井店 

ブックオフ掛川店 

ブックオフ沼津リコー通り店 

ブックオフ御殿場店 

ブックオフ秦野渋沢店 

ブックオフ三島徳倉店 

ブックオフ十日市場店 

ブックオフ川崎長沢店 

ブックオフ藤沢六会店 

ブックオフ島田店 

ブックオフ伊豆の国大仁店 

ブックオフ富士中島店 

    

ブックオフブックオフブックオフブックオフ・・・・ツタヤツタヤツタヤツタヤ店舗店舗店舗店舗    

  メディアポリス相模大野店 

  メディアポリス浜北店 

  メディアポリス富士本吉原店 

  メディアポリス日吉本町店 

  メディアポリス武蔵中原店 

  メディアポリス六ツ川店 

  メディアポリスサンクレア池下店 

  メディアポリス萩野通店 

  メディアポリス港南丸山台店 

  メディアポリス長泉店 

  メディアポリス熱田大宝店 

     （平成 22 年 2 月 28 日現在） 

 

ツタヤツタヤツタヤツタヤ店舗店舗店舗店舗    

ツタヤ成城店 

ツタヤ府中店 

ツタヤグランリバー大井川店 

ツタヤ函南店 

ツタヤ保土ヶ谷店 

ツタヤ西院店 

ツタヤ富士永田町店 

ツタヤ国久保店 

ツタヤ沼津原店 

ツタヤ沼津三園町店 

ツタヤ富士八幡町店 

ツタヤ MINANO 分倍河原店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式株式株式株式のののの状況状況状況状況 
         

（2010 年 2 月 28 日現在）                       （単位：株） 

      株株株株    主主主主    名名名名        所有株式所有株式所有株式所有株式数数数数 ( ( ( (株式株式株式株式比率比率比率比率))))    

 有限会社ゴトーエンタープライズ  3,481,920  37.8% 

 後藤 行宏  1,226,758  13.3% 

 有限会社ジーティー企画   520,000  5.6% 

 後藤 全弘   405,150   4.4% 

 ゴトー共栄会   398,900   4.3% 

 後藤 菊枝   336,432   3.6% 

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行   231,000   2.5% 

 ジャンボーホールディングス株式会社   188,900   2.0% 

 後藤 久宗   176,200   1.9% 

 株式会社静岡銀行   173,000   1.8% 

 

 ■発行可能株式総数       24,634,000 株 

 ■発行済株式の総数       9,207,753 株 

 ■株主数         803 名 

      （前期末比 31 名減） 
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     （2010 年 5 月 28 日現在）                                                        【執行役員】

 代表取締役社長 後 藤  行 宏              常勤監査役  須 山   敏          市 川  文 宏  （管理本部 人事部長） 

代表取締役専務 後 藤  久 徳 （事業本部長）    監  査  役  西 島  昭 男        後 藤  知 弘  （管理本部 財務部長） 

   常務取締役 土 橋  文 彦 （管理本部長）    監  査 役  齊 藤  保 幸        内 堀   守    （管理本部 管理部長）

  

大株主 
株式・出来高の推移 

    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 

 

 

期 末 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。 

２月末日 

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/ 


