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その他の関係会社における当社の議決権所有比率 20.4％

Ⅰ.2006年1月期の業績（2005年1月21日～2006年1月20日）　　　　　　　　　　　
(１)　経営成績 （単位未満　四捨五入）

％ ％ ％

2006年1月期 2,275 (△17.4) 55 (△80.3) 131 (△54.8)

2005年1月期 2,756 (△11.9) 279 (△36.7) 290 (△20.1)

売上高 営業利益 経常利益
百万円 百万円 百万円

株主資本 総資本 売上高

当期純利益率 経常利益率 経常利益率

％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2006年1月期 78 (△62.9) 17 84 17 79 3.8% 5.4% 5.8%

2005年1月期 209 (△5.0) 48   08 47 96 10.1% 11.1% 10.5%

潜在株式調整

1株当たり当期純利益当期純利益

百万円

1株当たり

当期純利益

（注) 1.　持分法投資損益　   － 百万円
2.　期中平均株式数　  2006年1月期  4,358,500株      2005年1月期 　4,355,750株
3.　会計処理の方法の変更 　　　　有  ・  無　
4.　売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率です。 　　 　　

(２)　配当状況 

1株当たり年間配当金 配 当 金 総 額 株 主 資 本

中間 期末 （ 年 間 ） 配 当 率

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2006年1月期 30 00 - - 30 00 131 168.2 6.6

2005年1月期 40 00 - - 40 00 174 83.2 8.4

配当性向

(３)　財政状況

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

2006年1月期 2,339 1,974 84.4 452 89

2005年1月期 2,513 2,078 82.7 476 81

（注）1.　期末発行済株式数 2006年1月期  4,358,500株  2005年1月期  4,358,500株 　　　

2.　期末自己株式数 2006年1月期       79,000株 2005年1月期       79,000株
(４)　キャッシュ・フローの状況

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2006年1月期 62 38 △173 1,478

2005年1月期 418 △58 △195 1,551

Ⅱ.　2007年1月期第1四半期（2006年1月21日～2006年4月20日）の業績予想    

％ ％ ％ ％

2007年1月期第１四半期 (5.2) △2 (  - )

2006年1月期第１四半期 (△15.2) △11 (  - ) (△96.2) (△96.2)480

※

当四半期期純利益

百万円百万円

2 1

売上高 営業利益 経常利益

※

百万円

505

百万円

（注）1.　経常利益および当四半期純利益につきましては、業績予想をしておりません。

2.　売上高、営業利益、経常利益、当四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率です。



《　添付資料　》

Ⅰ.　企業集団の状況
当社は、当期において株式会社バンダイと資本業務提携を行うことに合意し、2005年7月に株式会社バンダイは当

社株式の議決権の20.4％を取得しました。これにより、当社は株式会社バンダイの持分法適用会社となりました。

（当社と株式会社バンダイおよび株式会社バンダイナムコホールディングスとの関係についての詳細は6頁「7.関係会

社に関する事項」を合わせてご覧下さい。）

この資本業務提携の目的は、当社が将来に向けてさらなる事業展開を図る上で、長年の課題であったアジアを主流

とする海外販売市場への進出、また、海外生産市場の拡充のために株式会社バンダイのノウハウや取引ネットワーク

の支援等を活用することにあります。

株式会社バンダイの関係会社となることで、当社の創業以来の経営理念や基本方針が損なわれることは、両社の意

図ではないことから、当社はこれまで通り独立性を保ち、委員会等設置会社として所有および監視と、事業計画立案

および経営を明確に分離させた体制で従来通り事業を継続いたします。また、当社の販売取引先につきましても、従

来からの変更はありません。

なお、2005年9月に株式会社バンダイと株式会社ナムコとの共同株式移転により、株式会社バンダイナムコホール

ディングスが設立されました。それにより、当社との資本業務提携につきましても株式会社バンダイから株式会社バ

ンダイナムコホールディングスへ継承されております。

Ⅱ.　経営方針

1.　会社の経営の基本方針

当社は、以下を経営基本方針としております。

１） 持続可能な株主利益の最大化を追求いたします。

２） 新しい商品の研究開発に経営資源（主に人材）を重点投資するベンチャー企業として、常に挑戦を志し、参入

する分野に新しい風を吹き込むことを生き甲斐としています。

３）「持続は力」を信じ、拡大を目指して売上目標の設定から入る予算及び経営計画を排し、「経営構造のバラン

ス」を最重点に管理する経営に徹します。

2.　会社の利益配分に関する基本方針

１：株主資本の蓄積について

短期資金の調達、取引先からの信用の獲得の観点からいえば株主資本比率は、50%以上から60%確保されれば充

分かと考えています。現在は過剰の留保となっておりますが、当社を取り囲む経営環境として、業界の流動性や不

透明性は拭えない現況からも、株主資本比率は現状の過剰留保をこれまでお許し頂く考えでおりました。来期以降

さらに適正な株主資本比率となるべく効率化を計る手段を検討したいと考えております。

２：配当は業績連動とし、安定配当政策は行いません。

既製品の持続性が弱く、かつ、新製品の成否が予測し難い業種であり、それゆえに「持続性」を最重視した経営

に徹しています。しかし、消費者ニーズが流動的なのは避け難く、株式公開以来実行してきたように、決算時の業

績をほぼそのまま配当政策に反映させていただく方針を今後も継続してまいります。

 一方、当社の経営戦略から配当原資とすべき利益の出にくい当29期のような場合は、前項1.にある内部留保の

一部を取り崩し、株主の皆様に還元させていただく事もあります。（10頁「Ⅳ.利益処分について」をご参照下さ

い。）

配当額の具体案は未処分利益の0から100％までの範囲で次の要素を勘案の上、決定しています。

a.　未処分利益の額（業績とは別に自己資本比率55～65％の維持を上場以来方針として持ち続けています。）

b.　為替、有価証券の評価損益

c.　適切な信用力を維持できる財務内容の確保（株主資本比率の推移）

d.　資金需要の状況

e.　より高い株主利益の達成が可能な投資案件の有無。

f.　自己株式の買入れの有無とその額



３：自己株式の買入れ消却も利益配分方法のひとつと考えます。

利益率の高い投資案件が見当たらない場合、配当金、もしくは自己株式の買い入れ消却によって、株主の皆様に

資本をお返しするのが最も適当と考えています。

4： 取締役と執行役の報酬について

当社は2003年4月より委員会等設置会社となり、取締役、執行役の報酬については業績を監督する報酬委員会に

より方針が定められ、毎期の審議をゆだねます。詳しくは4頁「報酬委員会における役員報酬の決議状況」に基本

方針が記載してございますのでご参照下さい。

5：ストックオプションは廃止しております。

すでに2006年４月1日より企業会計基準委員会にてストックオプションは給料と見なされる事に伴い、当社では

ストックオプションは廃止しております。

3.　投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は2000年に1単元の株式数を1000株から500株へ変更しました。現在の一般的な若いご夫婦でも投資出来るよ

うにと定められたJASDAQでの投資単位の引下げ基準50万円に対しましては、若干の上下誤算の範囲で変動しており

ますが、目下のところ見直すタイミングではないと考えております。いうまでもありませんが、今後業界の急拡大が

あり、投機によらない高株価が実現した暁には、投資しやすい価格への分割を考えたいと望んでおります。

4.　目標とする経営指標

当社は冒頭の経営方針にあるとおり「持続は力」を信じ、拡大を目指す売上目標の設定から入る予算や経営計画を

排し、健全な経営構造の維持に重点を置いています。

売上が下がれば即、減産。損益表の構造・バランスを保つための朝令朝改を旨とし、またそれが可能な規模の強味

と考えています。すなわち、目標は売上ではなく、徹底して経営の健全な構造を維持する事にこだわりつつ、冷静に

真のチャンス到来を待つべきと考えております。

また、金融商品会計基準により、従来の「経常利益」より「営業利益」の確保にあて、通期の売上営業利益率のガ

イドラインは10%以上を維持する事を目標としています。

5.　会社の対処すべき課題

後述の10～11頁の「Ⅴ.リスク情報」に詳細に記載されていますのでご参照下さい。

6.　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

1.　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は小規模ながら、既に公開年度の8年前より取締役会の構成の改革を行い、当社と直接利害関係を持たない社外

取締役の人数を過半数と定款に定め、同時に、経営の監視と業務執行の責務別の報酬制度の有り方の基準をつくりまし

た。また、その結果を個人別に株主の皆様にディスクローズする等、どこよりも真っ先に徹底したコーポレートガバナ

ンス体制を自主的に作り実行してまいりました。

商法改正を機会に2003年4月より、より透明性の高い経営を目指して、委員会等設置会社に移行し、企業の重要意思

決定及び監視監督に携わる取締役と重要事業提案及び決定事項の執行に専念する執行役によって運営しております。

まもなく施行される「新会社法」に於きましても、当社の執って参りましたコーポレート・ガバナンス体制がそのま

ま活かされると考えております。



2.　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

1.　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　1）取締役会

企業の重要意思決定を行う取締役会の構成は、執行役兼務の社内取締役2名と、社外取締役4名で組織され

ています。

また、委員会等設置会社に関する商法の定めにそって、取締役会内に各々過半数を社外取締役が占める3つ

の委員会「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」を設置しています。

2）執行役

執行役は3名以上で構成されています。その中より代表執行役が取締役会によって選任されます。執行役

は、定期的に執行役会を開催し、取締役会の重要決定事項の執行・実現に専念します。

2.　会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要　

当29期、当社と社外取締役4名との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、次期社外取締役候補として、株式会社バンダイナムコホールディングスより1名を指名し選任いたしま

した。詳細につきましては6頁の「7.関係会社に関する事項」をご参照下さい。

3.　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの当期における実施状況

当社は委員会等設置会社として、前述のとおり社外取締役が過半を占める取締役会において当社の重要意思決

定を行っております。

取締役会内の各委員会における当期の決議状況等につきましては以下のとおりです。

1）報酬委員会における役員報酬の決議状況

取締役は執行役に対して独立性を保つ必要があります。そのため、執行役と取締役を兼務する社内の取締役

と、社外取締役とは分けて考えます。

(1) 社外取締役の報酬は当社に生活を依存しない範囲の相応な確定金額とし、業績連動型とはしないものと

します。

(2)　執行役兼務の社内取締役については、「取締役」としての確定金額は、当期は「ゼロ」と査定しまし

た。

(3)　執行役の責務は取締役会から委任を受け、継続可能な株主利益の拡大を追求することです。従って、

「執行役」の報酬は、株主利益に連動した業績連動の報酬とし、個人別報酬を取り決めました。

(4)　 執行役の個人別不確定金額は報酬委員会において、毎期業績に応じて取り決められます。当期の業績状

況から、報酬委員会では執行役の個人別不確定金額の報酬は、提案しないこととされました。

なお、個人別報酬内容は以下のごとくとなります。

＜個人別役員報酬＞

（単位　千円）

確定金額 不確定金額 合 計 確定金額 不確定金額 合 計

代表執行役 桐渕真一郎 18,600 - 18,600 18,600 - 18,600

取締役兼執行役 桐渕 千鶴子 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

取締役兼執行役 小暮 雅子 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

社外取締役 片山 茂雄 3,600 - 3,600 3,600 - 3,600

社外取締役 前田 道裕 3,600 - 3,600 3,600 - 3,600

社外取締役 友浦 栄二 3,600 - 3,600 3,600 - 3,600

社外取締役 秋山　洋 - - - 3,600 - 3,600

2005年1月期 2006年1月期

報酬委員会決議に基づく報酬氏　名 報酬委員会決議に基づく報酬

（注）報酬期間は毎期5月度から翌年4月度の12ヶ月間となっています。従いまして2005年1月期は2004年5月度から2005

年4月度まで、2006年1月期は2005年5月度から2006年4月度までが対象期間となります。



2）指名委員会における取締役候補の指名について

（1）2005年3月7日開催の指名委員会において、第28回定時株主総会における取締役候補として下記の6名を指

名し、同株主総会において承認されました。

現役職 氏名

取締役兼執行役 桐渕 千鶴子

取締役兼執行役 小暮 雅子

社外取締役 片山 茂雄

社外取締役 前田 道裕

社外取締役 友浦 栄二

社外取締役 秋山　洋
　

（2）2006年2月21日開催の指名委員会において、2006年4月13日開催予定の第29回定時株主総会における取締

役候補として下記6名を指名しました。

　　

　　　①社内取締役の候補

桐渕千鶴子（現　取締役兼執行役）

小暮雅子　（現　取締役兼執行役）

　

　　　②社外取締役の候補ならびに指名理由

片山茂雄　（現　社外取締役）　主に会計の専門家として経営の監視・監督に適任である。

秋山　洋　（現　社外取締役）　主に法律の専門家として経営の監視・監督に適任である。

友浦栄二　（現　社外取締役）　主に財務・税務の専門家として経営の監視・監督に適任である。

田口三昭　（新任候補者）　　　筆頭株主のグループ企業の経営者の一人として、経営の監視・監督に適

任である。

　なお、当社と株式会社バンダイナムコホールディングスとの関係につ

きましては6頁「7.関係会社に関する事項」をご参照下さい。

3）監査委員会における監査実施体制及び実施状況

（1）監査委員会では、あずさ監査法人の当期監査内容および監査報酬について協議を行い、以下のとおり決議

しました。

①第29期監査の内容

1）商法特例法に基づく計算書類監査

　　 2）証券取引法に基づく財務諸表監査

②監査報酬額

　　 1）監査契約に基づく監査証明に係る報酬総額　16,900千円

　　 2）上記以外の報酬総額　　　　　　　　　　　　　-   千円

（2）当期の監査委員会は、当社の会計監査人である「あずさ監査法人」と四半期毎に協議を行う等、監査業務

を遂行してまいりました。



7.　関係会社に関する事項

1.　当社が他の会社の関係会社である場合における当該他の会社の商号等

名称 議決権所有割合(%)
当該関係会社の株券が上場

されている証券取引所等

株式会社バンダイナムコホールディングス 20.4 東京証券取引所1部

注）1.上記の議決権割合につきましては当期末日現在の議決権総数を基礎として算出しています。

2.　株式会社バンダイナムコホールディングスの企業グループにおける当社の位置付け、その他の、当社と株式会

社バンダイナムコホールディングスとの関係

前述にもありますように、当社は2005年7月14日に株式会社バンダイと資本業務提携することを決定し、株式

会社バンダイは当社株式を議決権の20.4％を取得しました。それにより株式会社バンダイは当社の筆頭株主とな

り、当社は株式会社バンダイの「持分法適用会社」（※）となりました。

同年9月29日に株式会社バンダイが株式会社ナムコと合併し、両企業グループを統括する株式会社バンダイナ

ムコホールディングスが設立されました。バンダイナムコグループ再編により12月1日をもって株式会社バンダ

イが保有していました当社株式をバンダイナムコホールディングスが取得し、それにより当社の筆頭株主は株式

会社バンダイナムコホールディングスへ移行しております。

今後当社は、生産および販売における海外進出および拡充に向け、バンダイグループの一員としてグループの

ノウハウおよびネットワークのより強力な協力を得ながら、従来通り3歳児未満を中心とした玩具企画製造事業を

継続してまいります。現在は、バンダイナムコホールディングスより1名を当社の業務アドバイザリ－顧問として

迎え、取締役会への陪席をしていただいておりますが、5頁「指名委員会における取締役候補の指名について」の

とおり、第29回定時株主総会におきまして、次期社外取締役候補に推挙させていただく予定でおります。

※「持分法適用会社」について・・株式保有比率が50％以上もしくはそれ以下でも支配関係にある会社を有
する場合は連結対象会社となり「連結決算」を行いますが、支配力の及ばない関係会社等を有する場合、そ
の関係会社の利益等の財務内容を、投資割合に応じて自社の財務諸表に反映させることを「持分法適用」と
いいます。その持分法を適用することとした関係会社を「持分法適用会社」といいます。（なお当注釈は、
簡略して記載させて頂いています）



Ⅲ.　経営成績及び財政状態

1.　経営成績

1.　当期の概況

当期業績全般の概況

対前期比

売上高 22億75百万円 17.4％減

営業利益 55百万円 80.3％減

経常利益 1億31百万円 54.8％減

当期純利益 78百万円 62.9％減

1株当たり当期純利益 17円84銭

1株当たり株主資本 452円89銭

ここ数年の消費低迷は、3歳未満の幼児玩具市場にも類似商品の続出や価格競争の激化を引き起こしております。

当年においても玩具全般市況は回復に一歩届かず閉塞感を拭えませんでした。このような当社を取り囲む経営環境

下、当29期は、来期30期の事業計画を構築する年度とし、冷静に市場の変化を捉え直す体制で事業推進致しまし

た。

一方、主な生産先である中国の産業構造の急ピッチな変化は予測を遥かに越えて進行し、当社の OEM生産委託商

品のローテク産業では、劇的変容の外に置かれた状態となりました。

　大量の労働者が農村から流入し、ローテク産業・サービス産業に就業した事は以前より認識しておりました。し

かし、重工業の活況下、ローテク産業からより高条件のハイテクや重工業への転職が加速し、技術者の流出を招く

事態へと発展したことは、予想を超える問題を抱えることとなりました。発売日の遅れは年単位にすら及び、新製

品の品質確定に当たっては、出荷前段階の不良率が 20%を越える事もあり、日本での受入れ検査で発見されて中国

へ返品する等の問題が続出する事態となりました。

当期後半からその現実を踏まえ、対策を持ち進行させる目処を立てましたが、それらの事情は計画未達の大きな原

因となり当期の業績に影響しました。新製品発売の計画変更等が重なり、当 29期の売上高は22億75百万円、前期比

17.4%減と昨年に続き厳しい局面を迎えました。

採算分岐点に近い売上縮小は、経営構造のバランスを取る為の減産や経費縮小努力をしても限定的となり、営業利

益は55百万円、前期比80.3%減と大きく前年を割り込みました。

2.　当29期の経営課題と進捗状況

当期は冒頭でのご報告の通り、消費者ニーズの変化を的確に捉えるための体力を蓄える 1年間に充て、30期以降の

事業計画を構築する事を急務の課題としました。

当期中内では前述のような様々な生産事情の問題解決に時間を取られながらも、来期事業への準備を着々と進行し

ました。30期の開始月2月度以降の実績でお示ししていく事となります。



3.　当期商品の評価及び販売の状況

上述のごとく、当期はリニューアル等メンテナンス中心に新商品を数点発売した知育シリーズのみが前年実績を僅

かに越え、他の既製品に依存したシリーズは前年実績を割り込みました。

（シリーズ別売上高の前期対比） （単位　千円）

2005年1月期 2006年1月期

商品グループ名 前期比

金額 構成比 金額 構成比

愛情シリーズ 1,250,009 45.4% 1,103,935 48.5% 88.3%

知育シリーズ 544,622 19.8% 570,504 25.1% 104.8%

ベビーシリーズ 324,146 11.8% 279,849 12.3% 86.3%

屋内遊具シリーズ 171,993 6.2% 70,666 3.1% 41.1%

自転車シリーズ 161,097 5.8% 59,106 2.6% 36.7%

バストーイ・季節物シリーズ 238,933 8.6% 131,370 5.8% 55.0%

新規シリーズ・その他 65,380 2.4% 60,062 2.6% 91.9%

合 計 2,756,180 100.0% 2,275,492 100.0% 82.6%

自2004年1月21日
至2005年1月20日

自2005年1月21日
至2006年1月20日

( (） ）

当29期を主に支えた以下３つのシリーズの販売状況は次の通りです。

＜愛情シリーズ＞

当上期までは昨年に続き2割縮小を余儀なくされていた当シリーズは、新たに獲得した女児の個人視聴率の高い番組

でのイメージ広告投資の効果が10月頃より見え始めました。

年末商戦に入って、前項の中国生産事情も影響した中国孫請け工場の破綻が突発し、商品供給に影響したものの、

年末年始のセルアウトは良好と確認され、当期最終月1月度では前年実績を越える等、これまでの縮小トレンドが下げ

止まる傾向を示しております。

＜知育シリーズ＞

ここ数年の類似品の続出や価格競争が著しいエリアである当シリーズは、価格競争の影響を激しく受けていた「やり

たい放題ビッグ版」が第4四半期では前年実績を3割以上越えていく等、消費者の購買意識の変化が感じられました。

独自に開発した“つかまり立ち月齢8ヶ月のニッチ市場”では「熱中知育シリーズ」の 2品が当期も良好に回転しまし

た。

又、当社オリジナルであった磁石付つみき「ピタゴラスつみき」のリニューアル発売で、類似商品の戦いに健闘し、

当期中の売上規模は小さいながらも30期以降の当該商品のシリーズ化の手がかりにつなげました。

＜ベビーシリーズ＞

当期の乳児玩具「ノンキャラ良品シリーズ」では、低単価商品群において多くの他社新製品の売り場進出を受け、年

末販売期間では高額品のメリー＆ジムが競合他社の品種増に苦戦し、当期シリーズ全体で前期比 15%減となりまし

た。しかし当期最終月では前年同月比82%増を示し依然消費者をひきつける十分な回転を維持している様子です。

上記3シリーズ以外でお知らせする事としては、

“自転車シリーズ”では、当29期において重点新製品「イチ押し！三輪」が、既に流通段階の反応も良く期待され

ていましたが、3回の発売延期によって、当期中の発売を断念しました。

“屋内遊具シリーズ”は、「木登り知育ジム」を百貨店、専売店限定商品として発売し、店頭祭事や全国 1万箇所の

保育園へのダイレクトメールによるパブリシテイ効果を狙い、テレビ宣伝に依存しない新しい消費者コミュニケー

ションにも挑戦しました。

“新規シリーズ”は、女児の独占欲を満たすハイテク人形「 WHO?ちゃん」の業界発表まで行いましたが、開発の

遅れから発売延期を余儀なくされました。



4.　来期30期の経営課題

前述ご説明したような経営環境は、今日も続いております。しかし、当29期は「無理な計画で行き詰まりを早めな

い方針」などと言っておれないぎりぎりの実績結果に至ったと認識しております。25年続けてきた余裕の経営は当29
期を持って終わり、来期30期以後は変化した現実に対する新しい認識に立ち経営の再構築をお約束致します。幸い、

国内景気は上向き、当社主力商品のニーズも期初から力強く回復しつつあります。

発売計画は従来の倍の時間を取り、品質管理体制も抜本的にシステムを改善する一方、買付け与信も販売与信並み

に厳しく管理する事で、執行役は言うまでも無く、全社あげて「もう後がない」の決意で望みます。

2.　財政状態

1.　当期末の資産、負債、資本の概況

当期末における総資産は前期より1億75百万円減少し、23億39百万円となりました。資産の部においては、流動資産

が1億27百万円減少しました。現金及び預金が主に売上減に伴う売掛金回収額の減少から74百万円減少し、たな卸資産

が商品仕入の減少および在庫品の消化により、前期より54百万円減少しました。

固定資産は、当期は新製品開発を控えたことから金型等有形固定資産が15百万円減少しています。また、保有して

いた株式のほとんどを売却したことで、投資有価証券の内株式については59百万円減少しています。なお、当期より会

計基準の変更に伴い、前期まで出資金として表示しておりました投資組合への出資金が投資有価証券と合算して記載さ

れています。

負債の部につきましては、70百万円減少しました。主に未払法人税等の減少によるものです。

以上の結果、株主資本比率は84.4％と前年よりさらに1.7ポイント程上回りました。

2.　たな卸資産の状況

当社は常に在庫を適正に保つ方針でおります。毎期末時点において次期に商品力が衰えそうなものは有税で償却

を行っており、当期末においては13百万円の償却を行いました。

3.　設備投資の状況

当期の設備投資金額は、37,622千円で、その内訳は次のとおりとなっています。

金型・製版　　　 37,037千円 工具器具備品　　　  585千円

設備の除却は、金型・製版について6,042千円、工具器具備品について335千円行っています。

4.　当期のキャッシュ・フローの概況

（営業活動によるキャッシュ・フローについて）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の減少に伴う売掛債権の減少により、前期より3億56百万円と大幅

に減少し62百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フローについて）

投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等設備の取得、株式会社バンダイの株式を新規取得した一方、投資有

価証券の売却による収入があったことで前期より97百万円増加し、38百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フローについて）

財務活動によるキャッシュ・フローは、前期および前々期の配当金支払いによりマイナス1億73百万円となり、前

期より22百万円程の増加となりました。

以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期より73百万円減少し14億78百万円となりました。



3.　経営数値の推移

1． 営業成績及び財産の状況の推移

第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

(2002年1月期) (2003年1月期) (2004年1月期) (2005年1月期) (2006年1月期)

売 上 高 （千円） 2,626,833 3,089,296 3,129,393 2,756,180 2,275,492

営 業 利 益 （千円） 92,957 456,658 441,664 279,485 54,937

経 常 利 益 （千円） 326,014 259,471 363,205 290,034 131,217

当 期 純 利 益 （千円） 171,200 147,409 220,423 209,436 77,734

1株当たり当期純利益 （円） 38.32 33.53 50.61 48.08 17.84

総 資 産 （千円） 2,659,885 2,605,508 2,692,096 2,513,307 2,338,595

純 資 産 （千円） 2,036,196 2,049,666 2,062,370 2,078,172 1,973,939

区 分

（注）1. 1株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均株式数により算出しております。

2. 第25期より決算期を毎年3月20日から、毎年1月20日に変更しています。そのため、第25期は、2001年3月21

日から2002年1月20日までの10ヶ月決算となっております。

2.　株式について　　過去5年の株価の推移

寄値(円) 高値(円) 安値(円) 引値(円) 出来高 (千株) 株主数 (名)

2001年3月21日～2002年1月20日 805 805 450 510 574 1,099

2002年1月21日～2003年1月20日 470 640 420 484 560 1,065

2003年1月21日～2004年1月20日 493 880 445 823 739 1,154

2004年1月21日～2005年1月20日 810 1,190 700 1,050 1,453 1,339

2005年1月21日～2006年1月20日 1,050 1,235 899 984 1,684 1,418

Ⅳ.　利益処分について

＜配当の推移＞

第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

2002年1月 2003年1月 2004年1月 2005年1月 2006年1月

1株当たり配当額（円） 17.86 50.00 45.00 40.00 30.00(予)

配当総額　（千円） 79,790 217,775 195,998 174,220 130,755(予)

配当利回り 3.43% 10.33% 5.47% 3.81% 3.05%(予)

株主資本比率　（％） 76.6% 78.7% 76.6% 82.7% 84.4%

2頁の「Ⅱ.経営方針」に記載のとおり、当社は公開以来、配当は業績連動とすることを基本方針としております。

当期業績につきましては、減収減益となり、配当原資としております1株当たり当期純利益も17円84銭と大幅に減

少しました。

一方、当社はこれまで当社の規模からすると多額の内部留保を株主の皆様にはご容赦願いながらも、IT技術を使う

等の新しい事業のニュースをお知らせすることもなく今日まで過ぎてきました。今後もしばらくはこの状況に変化は

ないと考えており、配当原資とすべき利益の出にくい当期のような機会に内部留保の一部を取崩し、配当金として株

主の方々に還元させて頂く予定でおります。1株当たりの配当金額は30円00銭で決算取締役会議において決定する予

定でおります。

　

Ⅴ．リスク情報

＜貸倒リスクについて＞

当社では貸倒による損益への影響を最小限にとどめるために、与信管理を徹底する一方、貸倒引当を十分に行い、

取引信用保険を付保しています。

　玩具業界全体において、大手問屋等の経営破綻や集約化は、ほぼ淘汰されて来つつあるように見受けられ、当社に

おいても今後は大幅な保険費用の発生や貸倒損失による利益への影響は、縮小に向かうと見ていますが、当面はまだ

リスクに対する注意が必要と考えます。



＜流通の集約化と販路の偏りのリスク＞

　当社の日本トイザらス株式会社への販売シェアは、過去の一時の高比率からは若干下がりつつありますが、当期も

当社販売シェアの30％以上を占めており、その偏りのリスクがあります。

＜為替先物予約にかかるリスクについて＞

為替予約残高につきましては、期末日の市場レートによる時価評価損益が営業外損益に反映されます。

保有している米ドル建ての為替予約について、昨年来より市場が円安になったタイミングで徐々に売却を行い、当

期は期初の為替予約残高2百万ドルをいったん全て売却しました。また、前期末時点での26百万円の評価損が当期に

洗替え処理され、営業外収益として計上されています。

なお、当期最終月度において次期発売の新製品買付けに備えるため、1百万ドルを新たに予約いたしました。

また、余資運用の一環としてノルウェー・クローネの先物為替予約を行い、その時価評価益2百万円が為替予約評

価益に含まれ、営業外収益に計上されています。

＜投資有価証券にかかるリスクについて＞

当社は、投資有価証券の減損処理について、時価のあるものについては期末時点で帳簿価格より30％以上下落して

いるもののうち、市場価格が帳簿価格まで明らかに回復すると判断されるもの以外は、全て行うこととしておりま

す。

　また、時価のないもののうち、MBLベンチャーキャピタル株式会社および株式会社レクメドの2社が共同業務執行

組合員を務める民法上の任意組合であるライフサイエンス投資事業組合へ1億円の投資をしています。当期で10年間

の投資期間の半分を経過します。株式公開企業も次第に出てきており、前期には分配金も発生しましたが、先行して

発生する管理費等の損失累計額は現時点で30百万円程となっています。

＜中国生産リスクについて＞

OEM生産委託商品のほとんどがローテク商品である当社にとって、近年に見られる中国産業構造における著しい変

化は、中国国内の人材流動を引き起こし、それに伴う不良率の悪化や製品化の納期遅れ等の影響を受けています。現

在は生産の9割強が中国生産に依存しており、製品コストの実現性の点で生産基地をすぐに変更できないのが実状で

す。現在も当買付先の与信管理面での対策をとっておりますが、当面リスクが避けられない状況です。

Ⅵ.　次期四半期業績予想

＜2007年1月期第１四半期（2006年1月21日～2006年4月20日）の業績予想について＞

現在の第1四半期売上の見通しは、前年同期間と比べ明らかな回復を見込める一方で、前期ご報告に申し上げた通

り、中国製造の新製品立ち上げの遅れが当第１四半期後半にも数点影響しており、現時点で前年同期間対比105％を見

通しています。しかし、新製品の進行が当社が予定していた通りとなり、上方への修正となるべく努力をして参る所

存です。



Ⅶ.　財務諸表

　　

 (1）貸借対照表 

（単位 　千円）

増 減 額

区 分 金額 構成比 金額 構成比

（ 資産の部 ） % %

Ⅰ. 流動資産

1． 現金及び預金 1,552,412 1,478,054 △74,358

2． 受取手形 49,700 21,370 △28,330

3． 売掛金 349,609 374,461 24,853

4． たな卸資産 184,227 130,293 △53,935

5． 前渡金 6,531 20,428 13,897

6． 前払費用 9,452 9,625 173

7． 繰延税金資産 22,530 9,867 △12,663

8． 為替予約 - 917 917

9． 未収消費税 - 2,545 2,545

10． その他 6,158 4,083 △2,075

貸倒引当金 △3,982 △2,312 1,670

流動資産合計 2,176,638 86.6 2,049,332 87.6 △127,306

Ⅱ. 固定資産

1.  有形固定資産

(1) 建物 36,908 36,908

減価償却累計額 △14,732 22,177 △15,796 21,112 △1,064

(2) 車両運搬具 9,482 - 9,482 -

減価償却累計額 △8,721 761 △8,848 633 △128

(3) 工具器具備品 523,008 - 485,680 -

減価償却累計額 △449,054 73,954 △425,378 60,303 △13,651

(4) 土地 6,984 6,984 -

有形固定資産合計 103,876 4.1 89,033 3.8 △14,844

2.  無形固定資産

(1) 商標権 117 17 △100

(2) ソフトウェア 369 71 △298

(3) 電話加入権 698 698 -

無形固定資産合計 1,185          0.1 787              0.1 △398

3.  投資その他の資産

(1) 投資有価証券 75,436         86,331          10,895

(2) 関係会社株式 -                26,130          26,130

(3) 出資金 72,682         -                  △72,682

(4) 繰延税金資産 25,846         24,422          △1,424

(5) 保証金・敷金 29,125         28,925          △200

(6) 保険積立金 28,518         31,439          2,921

(7) 為替予約 -                2,197            2,197

投資その他の資産合計 231,608       9.2 199,444        8.5 △32,164

固定資産合計 336,670       13.4 289,264        12.4 △47,406

資産合計 2,513,307    100.0 2,338,595      100.0 △174,712

2005年1月期 2006年1月期

(2005年1月20日現在) (2006年1月20日現在)



（単位　千円）

増 減 額

区　　　　　分 金額 構成比 金額 構成比

（ 負債の部 ） % %

Ⅰ. 流動負債
１．支払手形 138,049        110,267        △27,782

２．買掛金 26,804          61,228          34,425

３．未払金 8,119            22,229          14,111

４．未払費用 77,516          72,368          △5,148

５．未払法人税等 101,023        44,414          △56,609

６．未払消費税等 4,046            -                 △4,046

７．預り金 2,547            4,149           1,602

８．為替予約 11,259          -                 △11,259

９．その他 1,183            -                 △1,183

流動負債合計 370,546        14.7 314,656        13.5 △55,890

Ⅱ. 固定負債

１．未払取締役退職慰労金 50,000          50,000          -

２．為替予約 14,588          -                 △14,588

固定負債合計 64,588          2.6 50,000          2.1 △14,588

負債合計 435,135        17.3 364,656        15.6 △70,478

（ 資本の部 ）

Ⅰ．資本金 ※1 238,800        9.5 238,800        10.2 -

Ⅱ. 資本剰余金

１．資本準備金 162,700        162,700        -

２．その他資本剰余金

(1)自己株式処分差益 12                12                -

資本剰余金合計 162,712        6.5 162,712        7.0 -

Ⅲ. 利益剰余金
１．利益準備金 59,700          59,700          -

２．任意積立金

　別途積立金 1,000,000      1,000,000     -

３．当期未処分利益 643,470        546,865        △96,606

利益剰余金合計 1,703,170      67.8 1,606,565     68.7 △96,606

Ⅳ その他有価証券評価差額金 15,382          0.6       7,755           0.3 △7,627

Ⅴ 自己株式 ※2 △41,892       △1.7    △41,892       △1.8   -

資本合計 ※3 2,078,172      82.7 1,973,939     84.4 △104,233

負債 資本合計 2,513,307      100.0 2,338,595     100.0 △174,712

2005年1月期 2006年1月期

(2005年1月20日現在) (2006年1月20日現在)

　　　

　　　



（2）損益計算書 （単位　 千円）

自 2004年1月21日 自 2005年1月21日 増 減 額

至 2005年1月20日 至 2006年1月20日   

区　　　　　　　分 金　　額 百分比(%) 金　　額 百分比(%) 金額

Ⅰ. 売　　上　　高 2,756,180 100.0 2,275,492 100.0 △480,688 

Ⅱ. 売　上　原　価 ※ 1
1． 商品期首たな卸残高 209,533   184,227    

2． 当期商品仕入高 ※ 2 1,277,769 1,103,297 

3． 他勘定受入高 ※ 3 69,179     57,017     

合計 1,556,481 1,344,542 

4． 他勘定振替高 ※ 4 10,429     13,080     

5． 商品期末たな卸残高 ※1※2 184,227   1,361,825 49.4 130,293    1,201,169 52.8 △160,656 

売　上　総　利　益 1,394,354 50.6 1,074,323 47.2 △320,032 

Ⅲ. 販売費及び一般管理費
1． 広告宣伝費 333,840   296,218    

2． 販売促進費 57,038     60,259     

3． 運賃 155,989   136,472    

4． 役員報酬 69,384     72,100     

5． 給与手当 199,088   184,125    

6． 従業員賞与 3,300       530          

7． 法定福利費 27,708     25,692     

8． 福利厚生費 10,709     10,325     

9． 減価償却費 2,627       2,272       

10． 賃借料 33,922     33,857     

11． 支払手数料 50,856     48,666     

12． 研究開発費 ※ 5 81,519     66,650     

13． その他 88,887     1,114,869 40.5 82,220     1,019,385 44.8 △95,484  

営　業　利　益 279,485   10.1 54,937     2.4 △224,548 

Ⅳ. 営　業　外　収　益

1． 受取利息 11           23           

2． 受取配当金 755         1,082       

3． 為替予約評価益 15,951     28,962     

4． 投資有価証券売却益 -             49,776     

5． 出資金運用益 1,725       -             

6． その他 2,813       21,254     0.8 2,329       82,171     3.6 60,917     

Ⅴ. 営　業　外　費　用

1． 為替差損 8,392       2,927       

2． 投資運用損失 -             2,858       

3． たな卸資産廃棄損 ※ 6 2,296       -             

4． その他 17           10,705     0.4 106          5,891      0.2 △4,814   

経　常　利　益 290,034   10.5 131,217   5.8 △158,817 

Ⅵ. 特　別　利　益
1． 貸倒引当金戻入益 31,415     1,588       

2． 退職給付引当金戻入益 41,133     72,548     2.7 -             1,588      0.0 △70,960  

Ⅶ. 特　別　損　失

1． 固定資産除却損 ※ 7 -             -             -  335          335         0.0 335         -            

税  引  前  当  期  純  利  益 362,582   13.2 132,470   5.8 △230,112 

法人税、住民税及び事業税 101,272   35,416     

法人税等調整額 51,874     153,147   5.6 19,320     54,736     2.4 △98,411  

当  期  純  利  益 209,436   7.6 77,734     3.4 △131,702 

前  期  繰  越  利  益 434,035   469,130   35,096     

当  期  未  処  分  利  益 643,470   546,865   △96,606  

2006年1月期2005年1月期

( ）( )



（3） キャッシュ･フロー計算書 　　（単位  千円）

2005年1月期 2006年1月期

自2004年1月21日 自2005年1月21日 増減額

至2005年1月20日 至2006年1月20日

区　　　　　　　分 金　　額

Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 362,582 132,470 △230,112

減価償却費 66,869 46,486 △20,383

貸倒引当金の減少額 △31,415 △1,670 29,746

退職給付引当金の減少額 △97,080 - 97,080

受取利息及び受取配当金 △766 △1,105 △339

為替差損（△益） △158 0 158

投資有価証券売却益 - △49,776 △49,776

有形固定資産除却損 3,958 6,378 2,420

出資金運用益 △1,725 - 1,725

投資運用損失 - 2,858 2,858

為替予約評価益 △15,951 △28,962 △13,011

売上債権の減少額 285,271 3,478 △281,794

たな卸資産の減少額 25,306 53,935 28,629

前渡金の減少（△増加）額 4,019 △13,897 △17,916

未払消費税等の減少額 △9,173 △4,046 5,127

未収消費税等の増加額 - △2,545 △2,545

仕入債務の増加（△減少）額 △14,361 6,642 21,003

その他資産負債の増減額 △33,932 4,473 38,405

小計 543,446 154,720 △388,726

利息及び配当金の受取額 766 1,105 339

法人税等の支払額 △126,623 △94,092 32,532

営業活動によるキャッシュ・フロー 417,589 61,733 △355,855

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △65,396 △30,730 34,667

投資有価証券の取得による支出 △28 - 28

関係会社株式の取得による支出 - △22,312 △22,312

投資有価証券の売却による収入 - 91,360 91,360

その他の投資に係る収入 7,000 - △7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,424 38,318 96,742

Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入 1,602 - △1,602

別段預金の払出による収入（△預入による支出） △1,057 900 1,958

配当金の支払額 △195,550 △174,283 21,267

財務活動によるキャッシュ・フロー △195,006 △173,383 21,623

Ⅳ. 現金及び現金同等物に係る換算差額 158 △0 △158

Ⅴ. 現金及び現金同等物の増加額 164,317 △73,332 △237,649

Ⅵ. 現金及び現金同等物の期首残高 1,386,687 1,551,003 164,317

Ⅶ. 現金及び現金同等物の期末残高　　　　　　　※1 1,551,003 1,477,672 △73,332

金　　額 金　　額

( ） ( ）



　　　

（4）利益処分計算書（案） （単位　 千円）

　

2005年1月期 2006年1月期

区　　　分 (2005年4月13日) (2006年4月13日)

Ⅰ. 当期未処分利益 643,470 546,865

Ⅱ. 利益処分額

1. 配当金 174,340 174,340 130,755 130,755

Ⅲ. 次期繰越利益 469,130 416,110

金額（千円） 金額（千円）

　　



（重要な会計方針）

項　　　　目

1. 有価証券の評価基準及び その他有価証券 同左

評価の方法 時価のあるもの

　…決算期末日の市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

　…移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資

（証券取引法第2条第2項により

有価証券とみなされるもの）に

ついては、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法

によっております。

2. デリバティブの評価基準 時価法 同左

及び評価の方法

3. たな卸資産の評価基準及び 移動平均法による原価法 同左

評価の方法

4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産

定率法によっています。なお、耐用

年数は以下のとおりです。

建物…47年

車両運搬具…6年

工具器具備品

事務用器具…4～8年

金型等…2年

同左

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産

定額法によっています。 同左

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準に

よっています。ただし、ソフトウェ

ア（自社利用分）については、社内

おける利用可能期間（5年）に基づ

く定額法

至2006年1月20日至2005年1月20日

2006年1月期2005年1月期

自2005年1月21日自2004年1月21日 （ )( )



項　　　　目

5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を

検討して回収不能見込額を計上して

います。

同左

(2) 退職給付引当金

従来、従業員の退職金の支給に備え

るため、従業員が会社都合により退

職した場合の期末退職金要支給額を

退職給付引当金として計上しており

ましたが、当期に退職一時金制度を

廃止したことに伴い、従業員の退職

給付債務を精算することにしまし

た。退職一時金制度廃止に伴う取崩

額と従業員に対する精算額（自己都

合要支給額相当額）との差額

41,133千円は退職給付引当金戻入

益として、特別利益の部に計上して

います。

6. キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

手許現金、要求払預金および取得日

から3ヶ月以内に満期日又は償還日

の到来する流動性の高い容易に換金

可能かつ、価格の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資

からなっております。

同左

7. その他財務諸表作成のための基

本となる事項

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっています。

同左

至2006年1月20日至2005年1月20日

2006年1月期2005年1月期

自2005年1月21日自2004年1月21日

（追加情報）

（ )( )



（表示方法の変更）

貸借対照表関係

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年6月9日に公布され、同年

12月1日より適用されたこと、及び「金融商品会計

に関する実務指針」（企業制度委員会報告第14号）

が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、投

資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされ

るもの）を前会計期間まで投資その他の資産の「出

資金」として表示しておりましたが、当会計期間よ

り「投資有価証券」に含めて表示しております。

　なお、当会計期間の「投資有価証券」に含まれる

当該出資の額は、69,681千円です。

損益計算書関係

上記変更に伴い、営業外費用の「出資金運用損」

は、「投資運用損失」として表示することに変更し

ました。

（追加情報）

損益計算書

「地方税等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当期から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会

計基準委員会実務対応報告第12号)に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割については、販売費及び

一般管理費のその他に計上しております。この結

果、販売費及び一般管理費が3,004千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少

しております。

自2005年1月20日 自2006年1月20日

2006年1月期

自2005年1月21日

2005年1月期

自2004年1月21日

至2005年1月20日 至2006年1月20日

2005年1月期 2006年1月期

自2004年1月21日 自2005年1月21日（ ） （ ）

（ ） ）（ ）



（注記事項）

　

（貸借対照表関係）

2005年1月期 2006年1月期

(2005年1月20日現在） (2006年1月20日現在）

※1 会社が発行する株式の総数 ※1 会社が発行する株式の総数

普通株式 17,937.5千株 普通株式 17,937.5千株

発行済株式総数 発行済株式総数

普通株式 4,437.5千株 普通株式 4,437.5千株

※2 自己株式の保有数 ※2 自己株式の保有数

普通株式 79千株 普通株式 79千株

※3 ※3

（損益計算書関係）

2005年1月期 2006年1月期

自 自

至 至

※1 ※1

※2 ※2

※3 他勘定受入高の内訳 ※3 他勘定受入高の内訳

減価償却費 64,242千円 減価償却費 44,214千円

有形固定資産除却損 3,778千円 有形固定資産除却損 6,042千円

商品廃棄損 1,159千円 商品廃棄損 6,761千円

※4 ※4

10,396千円 13,072千円

32千円 8千円

※5 ※5

※6 ※6

※7 ※7

たな卸資産の評価替

期末たな卸商品の一部について売却可能額まで評価替を実
施し、売上原価に算入しています。（当期評価損計上額は
21,250千円です。）

たな卸資産の評価替

工具器具備品のうち、社内使用の事務機器の除却を行いまし
たため、固定資産除却損として335千円を特別損失に計上して
います。

期末たな卸商品の一部について売却可能額まで評価替を実施
し、売上原価に算入しています。（当期評価損計上額は
13,390千円です。）

たな卸廃棄損は部材のうち商品未投入分の廃棄によるもの
です。

他勘定振替高の内訳

販売促進費

販売費及び一般管理費｢その他」

研究開発費の総額は66,650千円であり、販売費及び一般管理
費に含まれています。

当期商品仕入高および商品期末たな卸残高には部品が含ま
れております。

当期商品仕入高および商品期末たな卸残高には部品が含まれ
ております。

販売費及び一般管理費｢その他」

他勘定振替高の内訳

販売促進費

研究開発費の総額は81,519千円であり、販売費及び一般管
理費に含まれています。

2005年1月21日2004年1月21日

2006年1月20日

資産の時価評価により、純資産額が52千円増加しています。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号により、配当
に充当することが制限されています。

資産の時価評価により、純資産額が4,736千円増加しています。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号により、配当に
充当することが制限されています。

2005年1月20日
（ ）（ ）

　

（キャッシュ・フロー計算書関係）

2005年1月期 2006年1月期

自　2004年1月21日 自　2005年1月21日

至　2005年1月20日 至　2006年1月20日

※ 1 ※ 1

現金及び預金勘定 1,552,412千円 現金及び預金勘定 1,478,054千円

別段預金 △1,409千円 別段預金 △383千円

現金及び現金同等物 1,551,003千円 現金及び現金同等物 1,477,672千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲
載されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表
に掲載されている科目の金額との関係

( ))(

（リース取引関係）

　　リース取引については、重要性がないため、記載を省略しています。



（有価証券関係）

前事業年度末（2005年1月20日現在）
　1.その他有価証券で時価のあるもの （単位　千円）

取得原価 貸借対照表計上額 差額

貸借対照表計上額が、取得原価を超えるもの

株式 49,473 75,408 25,935

小計 49,473 75,408 25,935

貸借対照表計上額が、取得原価を超えないもの

株式 - - -

小計 - - -

合計 49,473 75,408 25,935

（注）期末時価が帳簿価格の30％を超える下落があった場合は、明らかに回復の可能性がある場合を除き

　　　減損処理を行うこととしています。当期は、減損処理を行ったものはありません。

　2.その他有価証券で時価のないもの （単位　千円）

貸借対照表計上額

非上場株式（店頭売買株式を除く） 28

合計 28

　　　

当事業年度末（2006年1月20日現在）
　1.その他有価証券で時価のあるもの （単位　千円）

取得原価 貸借対照表計上額 差額

貸借対照表計上額が、取得原価を超えるもの

株式 29,676 42,751 13,075

小計 29,676 42,751 13,075

貸借対照表計上額が、取得原価を超えないもの

株式 - - -

小計 - - -

合計 29,676 42,751 13,075

（注）期末時価が帳簿価格の30％を超える下落があった場合は、明らかに回復の可能性がある場合を除き

　　　減損処理を行うこととしています。当期は、減損処理を行ったものはありません。

　　　

　2.その他有価証券で時価のないもの （単位　千円）

貸借対照表計上額

非上場株式（店頭売買株式を除く） 28

投資事業有限責任組合出資 69,681

合計 69,709

　3.当期中に売却したその他有価証券 （単位　千円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 91,360 49,776 -



（デリバティブ取引関係）

　1.　取引状況に関する事項

2005年1月期 2006年1月期

自　2004年1月21日 自　2005年1月21日

至　2005年1月20日 至　2006年1月20日

（１）取引の内容 （１）取引の内容

  当社は、為替予約取引を利用しております。 同                    左

（２）取引に対する取組方針 （２）取引に対する取組方針

  当社は、将来のたな卸資産の購入計画に基づき、その範

囲内で行うこととし、投機目的のための先物為替予約取引

は行わない方針です。

　当社は、基本方針として将来のたな卸資産の購

入計画の範囲内で先物為替予約を行うこととして

おります。また、一定の限度額を設け余資の運用

を行っております。

（３）取引の利用目的 （３）取引の利用目的

  当社は、たな卸資産の購入に係る将来の為替レートの変

動リスクを回避する目的で包括的な先物為替予約取引を

行っております。

  当社は、たな卸資産の購入に係る将来の為替

レートの変動リスクを回避する目的で包括的な先

物為替予約取引を行っております。また、余資運

用を目的に先物為替予約取引を一部利用しており

ます。

（４）取引に係るリスクの内容 （４）取引に係るリスクの内容

   当社の行っている先物為替予約取引は為替相場の変動に

よるリスクを有しております。予約先はいずれも信用度の

高い銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクは

ほとんどないと判断しております。

同                    左

（５）取引に係るリスクの管理体制 （５）取引に係るリスクの管理体制

  デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定

され、取引の実行及び管理は経理部が行っております。取

引権限および取引限度額を定めた社内管理規程を設け、取

引結果は毎月役員会に報告されております。

同                    左

（６）その他 （６）その他

「取引の時価等に関する事項」についての「契約額等」

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリブ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

同                    左

( () )

　2.　取引の時価等に関する事項

前事業年度末（2005年1月20日現在）
（単位　千円）

区分 種類 契約額等 時価 評価損益

うち１年超

市場取引 為替予約

以外の取引 買建

米ドル 246,293 134,963 220,446 △25,847

合 計 246,293 134,963 220,446 △25,847

（注）時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関から提示された価格です。

当事業年度末（2006年1月20日現在）
（単位　千円）

区分 種類 契約額等 時価 評価損益

うち１年超

市場取引 為替予約

以外の取引 買建

米ドル 112,220 -　 113,137 917

ノルウェークローネ 92,660 92,660 94,857 2,197

合 計 204,880 92,660 207,994 3,114

（注）時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関から提示された価格です。



（税効果関係）

（流動の部）

繰延税金資産

貸倒引当金超過額 4,973千円 17千円

商品評価損 8,670千円 6,110千円

未払事業税 8,851千円 3,740千円

その他 36千円 -

繰延税金資産合計 22,530千円 9,867千円

（固定の部）

繰延税金資産

未払役員退職慰労金 20,347千円 20,347千円

投資有価証券 4,750千円 4,750千円

出資金運用損否認額 6,299千円 -

減価償却超過額 358千円 -

無形固定資産 4,574千円 4,574千円

その他 72千円 72千円

繰延税金負債（固定）との相殺 △10,553千円 △5,320千円

繰延税金資産合計 25,846千円 24,422千円

繰延税金負債

投資有価証券評価差額金 10,553千円 5,320千円

繰延税金資産（固定）との相殺 △10,553千円 △5,320千円

繰延税金負債合計 - -

繰延税金資産合計 48,376千円 34,289千円

同左

2006年1月期

（2006年1月20日現在）

2005年1月期

（2005年1月20日現在）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生
の主な原因別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後

の法人税等の負担率との差異の原因

となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との差異が法定実

効税率の百分の五以下であるため注

記を省略しております。

（持分法損益等）

　　該当事項は、ありません。

（関連当事者との取引）

　 該当事項は、ありません。

（1株当たり情報）

2005年1月期 2006年1月期

自　2004年1月21日 自　2005年1月21日

至　2005年1月20日 至　2006年1月20日

1株当たり純資産額 476円81銭 1株当たり純資産額 452円89銭

1株当たり当期純利益 48円08銭 1株当たり当期純利益 17円84銭

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

47円96銭 潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

17円79銭

( ) ( )



2005年1月期 2006年1月期

項目 自2004年1月21日 自2005年1月21日

至2005年1月20日 至2006年1月20日

損益計算書上の当期純利益（千円） 209,436           77,734                 

普通株式に係る当期純利益（千円） 209,436           77,734                 

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,355.8 4,358.5

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

の算定に用いられた当期純利益調整

額の主要な内訳（千円）

- - -

当期純利益調整額（千円） - -

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株）

自己株式譲渡方式によるストックオプション 11                    10                        

普通株式増加数（千株） 11                    10                        

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式

の概要

 2000年6月15日定時株主総会

決議ストックオプション（自己

株式譲渡方式）　28千株

 2000年6月15日定時株主総会

決議ストックオプション（自己

株式譲渡方式）　28千株

( ） ）(

（重要な後発事象）

　　該当事項は、ありません。

（役員の異動）

　　5頁「指名委員会における取締役候補の指名について」をご参照下さい。　


