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１.　18年 1月期の連結業績（平成17年 ２月 １日 ～ 平成18年 １月31日）
(1)　連結経営成績 (百万円未満切り捨て)

％ ％ 百万円 ％
18年 1月期
17年 1月期

％ ％ ％
18年 1月期 40
17年 1月期

(注)　①　持分法投資損益             18年 １月期      － 百万円      17年 １月期      － 百万円
     　②　期中平均株式数（連結）　 18年 １月期　34,301,229 株　　17年 １月期　34,300,954 株
     　③　会計処理の方法の変更　　 有
     　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、対前期増減率

(2)　連結財政状態 (百万円未満切り捨て)

％ 円 銭
18年 1月期
17年 1月期

(注)　期末発行済株式数（連結）　　18年 １月期  34,301,954 株　　17年 １月期 34,300,954 株

(3)　連結キャッシュ･フローの状況 (百万円未満切り捨て)

18年 1月期
17年 1月期

(4)　連結範囲及び持分法の適用に関する事項
      連結子会社数　１社       持分法適用非連結子会社数　－社       持分法適用関連会社数　－社

(5)　連結範囲及び持分法の適用の異動状況
      連結（新規）　－社       （除外）　－社       持分法（新規）　－社       （除外）　－社

２. 　19年 1月期の連結業績予想（ 平成18年 ２月 １日  ～  平成19年 １月31日 ）
　

中 間 期
通　 　期

（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）     － 円  － 銭 

※当社は、平成18年４月１日をもって子会社を吸収合併する予定であり、当該合併に伴い、当社は連結決算会社ではなくなるため、｢次期

   の見通し｣における業績については、非連結で記載しております。詳細は添付資料の13ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況１．企業集団の状況１．企業集団の状況１．企業集団の状況

当社は、トイザラス・インクを中心とする企業集団に属しております。

　当企業集団は世界各地において、玩具、育児用品、子供衣料、文房具、スポーツ用品等のベビー・子供用品全般を取り扱う

小売販売店舗「トイザラス」及び｢ベビーザラス｣を展開しております。

　当社は、トイザラス・インクの関連会社であり、トイザラス・グループの知的財産管理会社であるトイザラス・サービス・

インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シー（以下、「ライセンサー」）との間で、登録商標の使用許諾

に関するライセンス契約を締結し、その対価としてのロイヤリティを支払っております。その一方で、日本国内における広告

宣伝及び広報活動を通じたトイザラスシステムの名声の高揚を目的として、ライセンサーとマーケティングサポート契約を締

結し、その対価を受け取っております。加えて、トイザラス・インクとの間でメンテナンス・アンド・サポート契約を締結し、

トイザラス・グループで共有するインフォメーションシステムに係るメンテナンス及び業務支援サービス等の提供を受け、そ

の対価としてのサービス料を支払っております。

　また、国内におけるインターネットによる玩具等の販売事業を100％子会社であるトイザらス・ドット・コム　ジャパン株

式会社において営んでおります｡これにより、同社の事業と店舗における販売を行なう当社事業との連携を一層強化し、国内

における日本トイザらスのブランド高揚と、さらなる顧客満足度の向上を目指しております。

さらに、日本マクドナルド株式会社との間で、同社が開発、所有する小売店事業の効率的な営業に関する専門知識・技術及

び小売店事業開発に関する用地選択並びに不動産開発ノウハウの提供を受ける旨の「サービス契約」を締結し、その対価とし

てのロイヤリティを支払っております。

なお、当社とこれら関連当事者との資本関係及び取引関係の概要は以下のとおりであります。

商品の流れ ※１　連結子会社 ※４　法人主要株主

役務提供の流れ ※２　その他の関係会社 ※５　法人主要株主の子会社

資本関係 ※３　その他の関係会社の子会社

トイザラス・インク※２

日本マクドナルドホールディングス㈱※４

ジェフリー･インターナ
ショナル･エル･エル・シー

ト イ ザ ラ ス ･
サービス･インク

ティーアールユー･ジャパン･
ホールディングス･インク※２

日本マクドナルド㈱※５（ライセンサー）※３

商
標
権
・
営
業
権
使
用
許
諾
・

経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供

TRU(HK)Limited※３

顧　　　　　　客

日本トイザらス株式会社（ライセンシー）
トイザらス・
ドット・コム

ジャパン㈱※１

サ
|

ビ
ス
の
提
供

マ
|

ケ
テ
ィ
ン
グ
サ
ポ
|
ト
の
提
供

イ
ン
フ
ォ
メ
|

シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
係
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

及
び
業
務
支
援
サ
|

ビ
ス
等
の
提
供

サ
|

ビ
ス
の
提
供

- 2 -



２．経営方針２．経営方針２．経営方針２．経営方針

（１） 会社の経営の基本方針

　　　　　　当社は、お客様に夢を提供し、豊かで楽しい暮らし作りのお手伝いをすることを経営理念としております。「エブリ

　　　　　デー・ロープライス」、「豊富な品揃え」、「完全在庫」を運営ポリシーとして、お客様のニーズにお応えすべく、

「トイザらス」店舗並びに「ベビーザらス」店舗を全国に展開することで、楽しさとお客様の利益を追求し、社会と株

主に貢献することを基本的な経営方針としております。

（２） 会社の利益配分に関する基本方針

　　　　　　当社は、安定的な利益還元を行なうことを基本方針とする一方、企業体質を強化し、安定した収益基盤を確保するた

めに内部留保を充実させることが必要であると考えております。この方針に基づき、株主配当につきましては各決算期

の財政状態や経営環境等を総合的に勘案して決定してまいりたいと考えております。また、内部留保資金につきまして

は財務体質の強化を図るとともに運転資金に充当し、事業活動の深耕に努めてまいります。

（３） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

株式の投資単位の引下げは、株式の流動性を高め、広い範囲で投資家を株式市場へ参加を促すための有効な施策であ

ると考えており、さらに、小売業を営む当社にとっては、安定株主確保の観点からも、株式の投資単位を個人投資家に

とって取引可能な水準に保つことは重要であると認識しております。

しかしながら、当社では、平成13年11月20日に株式分割を実施しており、それ以降、株式の投資単位は、ジャスダッ

ク証券取引所において投資単位の引下げの目安と定める「投資単位50万円未満」という基準を大きく下回った水準にあ

ることから、現時点では、投資単位の引下げについて何らかの措置を講じる必要性はないものと認識しております。

本件につきましては、株価の上昇に伴い、当社株式の投資単位がジャスダック証券取引所の定める基準を大幅に上回

った水準で推移するようになった場合に、改めて施策の検討をしてまいりたいと考えております。

（４） 目標とする経営指標

　　　　　　当社は、会社全体の業績指標としてＥＶＡ®を採用しております。ＥＶＡ®を継続的に増加させることが企業価値の

増大につながり、株主だけでなくすべてのステークホルダーの中長期的な利益とも合致するものと考えております。ま

た、本来の事業活動における経営の効率性を示す売上高営業利益率を主要な経営指標の一つに掲げ、販売力の強化及び

物流網の整備等により、中期的には６％台への改善を目指しております。

（５） 中長期的な会社の経営戦略

　　　　　　当社は、安定した成長の継続に向けて、０歳～15歳の年齢層をコアターゲットに、さらに競合他社との差別化を図り、

お客様に支持される店舗作りを目指し、今後も年平均10店舗以上という出店を着実に推し進め、店舗網の拡大を図って

まいります。

既存のトイザらス店舗におきましても、お客様にとって見やすく、選びやすく、わかりやすい売場環境を提供する新

店舗形態“コンセプト・ジャパン”への改装を行なってまいります。また、これまでの単一業態から複数業態への転換

を図るべく、「21世紀は子供の世紀にしたい」という理念のもと、『ママとベビーの快適・発見スペース』として、０

歳（マタニティー）～３歳までのお子様のいらっしゃるお客様に、より良い育児のための新しいスタンダードを提案す

るベビー総合専門店「ベビーザらス」単独店の多店舗展開を積極的に行ない、ベビー市場におけるナンバー・ワンのベ

ビー総合専門店を目指して、当社の第２の成長の柱として育ててまいります。

（６） 会社の対処すべき課題

魅力的なショッピングとドキドキわくわくのエンターテインメント体験を提供するという、当社のブランド・コンセ

プトのもと、引き続き０歳～15歳の年齢層をコアタ－ゲットに、今後も安定した成長の継続を目指し、次の課題を最優

　　　　　　先に取り組んでまいります。

① トイザらス店舗につきましては、新型店舗の本格的導入へ向けた新店舗フォーマットの構築を図るとともに、ベビ

ーザらス店舗につきましては、安定的な成長を具現化するべく出店を加速し、日本トイザらスのブランド高揚と、さ

らなる顧客満足度の向上に努めます。

②　出店用地の選定・開発を効率的に行なうべく最善を尽くし、来期はトイザらス店舗５店舗、ベビ－ザらス店舗５店

舗の出店を計画しております。今後も年平均10店舗以上の出店を着実に推し進め、店舗網の拡充を図ります。また、

トイザらス店舗の立地移転（リロケ－ション）も継続して実施し、収益の改善に努めます。

- 3 -



③　厳しい消費環境においても、当社グループの強みであります「豊富な品揃え」をさらに強化するべく、自社ブラン

ド商品と当社だけの限定商品の積極的投入を引き続き行ない、競合他社との差別化の柱として取り組み利益率の向上

を図ります。

④　物流の効率的運営を追求するべく次期物流とシステムの開発を行ない、複数業態への対応と在庫回転率の向上に努

めます。

⑤　インターネットショッピングサイトにつきましては、仕入購買業務、在庫管理、物流その他の管理業務を一元化す

ることにより、当社グループ全体の資産効率及び業務効率の改善が図れることから、当社の100％子会社であるトイ

ザらス・ドット・コム ジャパン株式会社を2006年４月１日付で当社に吸収合併する予定です。このことにより、組

織面での連携ならびに販売促進活動の連携を深め、クリック・アンド・モルタル（インタ－ネットと店舗網）の相乗

効果をより一層発揮し、最大限の効率化ならびに企業価値のさらなる向上を図ります。

（７） 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

（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、激しく変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を確立し、経営の健全性及び透明性を高める

ために、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実・強化は経営の最重要課題の一つであると考えております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営組織その他コーポレート・ガバナンスの体制の状況

①　会社の機関及び内部統制システムの状況

当社は、従来からの監査役制度を引き続き採用するとともに、執行役員制度を導入し、取締役会が選任した執行

役員が適切に委譲された権限の下で業務執行を行ない、取締役会及び執行役員会等を通じて、取締役会及び監査役

が業務執行のモニタリングを行なっております。取締役会は６名の取締役で構成されており、うち１名は社外取締

役であります。社外取締役に対する専従スタッフはおりませんが、経営企画室及び財務本部で適宜対応しておりま

す。監査役会は３名の監査役（うち１名が常勤）で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役は定期

的に監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行ない、業務執行の適法性をチェックするとともに、

会計監査人との連携強化を図り、経営の透明性の向上に努めております。常勤監査役は、取締役会及び執行役員会

のみならず、社内におけるその他の重要会議にも適宜出席し、取締役の業務執行を十分監視できる体制となってお

ります。また、会計監査人である新日本監査法人には、通常の会計監査を通じ、経営の透明性に関する適切な助言

を受けております。さらに、当社は法律事務所から必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制については下図のとおりです。

（内部統制）

当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制

（法律顧問）

法律事務所

（会計監査）

会計監査人

監査役／監査役会 取締役会

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

助言・指導助言・指導助言・指導助言・指導内部牽制内部牽制内部牽制内部牽制

（業務執行体制）

社長（CEO）

部長会執行役員会

執行役員

内部監査室 リスク・マネジメ
ントコミティー

事業部門

本社／物流ｾﾝﾀｰ 店舗

（内部統制）

当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制

（法律顧問）

法律事務所

（会計監査）

会計監査人

監査役／監査役会 取締役会

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

助言・指導助言・指導助言・指導助言・指導内部牽制内部牽制内部牽制内部牽制

（内部統制）（内部統制）

当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制当社のコーポレート・ガバナンス体制

（法律顧問）

法律事務所

（法律顧問）（法律顧問）

法律事務所

（会計監査）

会計監査人

（会計監査）

会計監査人

監査役／監査役会 取締役会

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

監査役／監査役会 取締役会監査役／監査役会 取締役会

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

助言・指導助言・指導助言・指導助言・指導助言・指導助言・指導助言・指導助言・指導内部牽制内部牽制内部牽制内部牽制内部牽制内部牽制内部牽制内部牽制

（業務執行体制）

社長（CEO）

部長会執行役員会

執行役員

内部監査室 リスク・マネジメ
ントコミティー

事業部門

本社／物流ｾﾝﾀｰ 店舗

（業務執行体制）

社長（CEO）

部長会執行役員会

執行役員

内部監査室 リスク・マネジメ
ントコミティー

事業部門

本社／物流ｾﾝﾀｰ 店舗

事業部門

本社／物流ｾﾝﾀｰ 店舗
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② リスク管理体制の整備の状況

当社では、常務取締役を長とするリスク・マネジメントコミティーを組織し、企業を取り巻くさまざまなリス

クに該当する事態が生じた場合には、このリスク・マネジメントコミティーが迅速かつ適切な対処方針を検討す

ることとしております。さらに、リスク・マネジメントコミティーは、発生したリスクが会社の将来に大きな影

響を与えるおそれのあるものと判断した場合には、その上部組織であり、社長をその長とするクライシス・マネ

ジメントコミティーに報告することとし、クライシス・マネジメントコミティーでは、報告されたリスクの評価

を実施し、当該リスクが会社の将来に大きな影響を与えるものと判断した場合には、速やかに緊急対策本部を設

置し、当該リスクへの対応を命じる体制を敷いております。

また、当社は、厳格で厳密な倫理基準に従い事業を遂行することを経営倫理に関する基本方針と定め、この方

針に基づいた倫理基準及び事業活動の方針を明確にした倫理規程を制定しております。当社では、社員に対して

倫理規程に定める方針を理解させるため、倫理規程に関する質疑や倫理規程に反する行為に対する異議申し立て

を受け付けるための専用窓口として社内オンブズマンを任命し、その任に当たらせております。

さらに、当社では、平成18年４月１日に施行される公益通報者保護法への対応を図るとともに、潜在的なリス

クを抽出し、いち早くその改善に着手するために、平成17年10月から内部通報制度「トイザらス・ハローコー

ル」を導入いたしました。この制度は、内部通報に関する専用相談窓口を社外の第三者に委託し、社員が自ら知

り得た会社の潜在的リスクやトラブルについて安心して相談できるように配慮したものであり、会社に対して将

来大きな損害を与えるような問題の発生を未然に防止する機能を果たしております。

当社のリスク・マネジメント体制については下図のとおりです。

③ 内部監査及び会計監査の状況

当社では、監査対象となるその他の部門から完全に独立した内部監査室を設置し、３名の専任スタッフが配さ

れております。内部監査室は、定期的に業務遂行状況のモニタリングを実施するとともに、各部の内部統制制度

の調整を図っております。また、内部監査室は、監査役及び会計監査人との連絡・調整機能を担っており、会計

監査及び業務監査に関する情報の共有と意見交換を実施しており、監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に

連携し、業務執行に対するモニタリングを行なっております。

当社のリスク・マネジメント体制当社のリスク・マネジメント体制当社のリスク・マネジメント体制当社のリスク・マネジメント体制

ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度

社内オンブズマン

内部監査室長 人事担当部門長

内部通報制度内部通報制度内部通報制度内部通報制度

事務局

トイザらス・ハローコール

報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談

関係者

関連部門

指　示指　示指　示指　示

結果報告結果報告結果報告結果報告

緊急対策本部
ｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰ

報　告報　告報　告報　告 指　示指　示指　示指　示

現地対策本部

部門長

社員／スタッフ

本社／物流ｾﾝﾀｰ 店舗

報　告報　告報　告報　告

報　告報　告報　告報　告

報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談 報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談

ﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰ

リスク・マネジメント
コミティー

報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示

関係者

関連部門

指　示指　示指　示指　示

報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示 報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示

社長（CEO）

指　示指　示指　示指　示

当社のリスク・マネジメント体制当社のリスク・マネジメント体制当社のリスク・マネジメント体制当社のリスク・マネジメント体制

ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度

社内オンブズマン

内部監査室長 人事担当部門長

ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度

社内オンブズマン

内部監査室長 人事担当部門長

社内オンブズマン

内部監査室長 人事担当部門長

内部通報制度内部通報制度内部通報制度内部通報制度

事務局

トイザらス・ハローコール

報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談

関係者

関連部門

指　示指　示指　示指　示

結果報告結果報告結果報告結果報告

内部通報制度内部通報制度内部通報制度内部通報制度

事務局

トイザらス・ハローコール

報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談

関係者

関連部門

関係者

関連部門

指　示指　示指　示指　示

結果報告結果報告結果報告結果報告

緊急対策本部
ｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰ

報　告報　告報　告報　告 指　示指　示指　示指　示

現地対策本部

緊急対策本部
ｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰ

報　告報　告報　告報　告 指　示指　示指　示指　示

現地対策本部

緊急対策本部
ｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰ

報　告報　告報　告報　告 指　示指　示指　示指　示

現地対策本部

部門長

社員／スタッフ

本社／物流ｾﾝﾀｰ 店舗

報　告報　告報　告報　告

報　告報　告報　告報　告

報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談 報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談

ﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰ

リスク・マネジメント
コミティー

報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示

関係者

関連部門

指　示指　示指　示指　示

部門長

社員／スタッフ

本社／物流ｾﾝﾀｰ 店舗

社員／スタッフ

本社／物流ｾﾝﾀｰ 店舗

報　告報　告報　告報　告

報　告報　告報　告報　告

報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談 報告／相談報告／相談報告／相談報告／相談

ﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾐﾃｨｰ

リスク・マネジメント
コミティー

報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示

関係者

関連部門

関係者

関連部門

指　示指　示指　示指　示

報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示 報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示

社長（CEO）

指　示指　示指　示指　示

報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示

報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示 報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示

報　告報　告報　告報　告

指　示指　示指　示指　示

社長（CEO）

指　示指　示指　示指　示

社長（CEO）

指　示指　示指　示指　示
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当社は、新日本監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が商法及び証券取引法に基づく会計監査を実施して

おります。

当期において業務を執行し公認会計士の氏名及び当社に係る継続年数、監査業務に係る補助者の構成は、以下

のとおりです。（平成18年３月16日現在）

業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数

指定社員　業務執行役員　　二村　隆章　９年※

指定社員　業務執行役員　　宮入　正幸　６年

※ 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行

 社員の交替制度を導入しており、平成18年１月期会計期間をもって交替する予定となっております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　３名　　会計士補　９名　　その他　２名

④ 役員報酬の内訳

取締役３名に支払った報酬総額　　　102百万円

監査役３名に支払った報酬総額　　　 14百万円

　合計　                          116百万円

 （注） 報酬総額には、利益処分による役員賞与が含まれております。

⑤ 監査報酬の内容

当社の会計監査人である新日本監査法人に対する監査報酬の内容は、以下のとおりであります。

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬※     39百万円

それ以外の報酬                                                                        ―        

　合計                                                                           39百万円

※上記の報酬には、アニュアルレポートの英文財務諸表の監査に係る監査報酬が含まれております。

ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要

社外監査役の森内憲隆氏が所属するアンダーソン・毛利・友常 法律事務所に適宜法律相談を行なっております

が、取引価格等につきましては一般的取引条件によっております。

ｃ．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間の実施状況

効率的な業務執行を図るために週１回以上の執行役員会を開催するとともに、当該業務執行の効果的な監督を行

なうために月１回以上の取締役会を開催しております。

また、リスク・マネジメントコミティーを月１回以上開催し、各部におけるリスク管理の状況について確認し、

その結果を執行役員会に報告しております。

さらに、当社では、前述のとおり平成18年４月１日に施行される公益通報者保護法への対応を図るとともに、

潜在的なリスクを抽出し、いち早くその改善に着手するため、平成17年10月に内部通報制度「トイザらス・ハロー

コール」を導入しております。

（８） 親会社等に関する事項

ａ．親会社等の商号等

 （注） １. 親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数である。

２. ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インクは、平成17年７月22日にティーアールユー・

    インクが所有していた当社株式のすべてを譲り受けております。

親会社等

ティーアールユー・ジャ
パン・ホールディング
ス・インク

属性

上場会社が他の会社の関
連会社である場合における
当該他の会社

トイザラス・インク 同上     47.96 （47.96）   なし

親会社等の議決権所有割
合（％）

    47.96

親会社等が発行する株券が上場さ
れている証券取引所等

  なし
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ｂ．親会社のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由

（商号）

トイザラス・インク

（理由）

ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インクが保有する当社株式の間接所有者であり、且つ経営

ノウハウの提供を受けているためであります。

ｃ．親会社等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親会社等との関係

当社では、トイザラス・インクから、同社の役員及び従業員３名を当社取締役として受け入れております。また、

当社では、トイザラス・インクの関連会社であるトイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショ

ナル・エル・エル・シーとの間でライセンス契約を締結し、トイザラス・インクが保有する登録商標の使用及び同

ライセンス契約に定めるコンセプトにしたがった小売店舗の営業権について日本国内における独占的な使用許諾を

受けております。何らかの理由により当該契約が破棄された場合には、当社としては事実上現業態における存続性

を失うリスクがあります。さらに、当社では、両社との間で、マーケティングサポート契約を締結し、トイザラス

ブランドの価値向上のため、日本国内における広告宣伝及び広報活動等に関して支援を受けております。

　　　　　　ｄ．親会社等との取引に関する事項

｢関連当事者との取引｣に関する注記に記載しております。

（９） 内部管理体制の整備・運用状況

ａ．内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

当社では、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの一環として、内部管理体制強化のための牽制組

織の整備を図っております。

当社における業務部門及び管理部門は、４本部ならびに社長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）もしくは取締役兼ＣＦ

Ｏ（最高財務責任者）が直轄する４部門によって構成されており、本部については、その責任者である本部長とし

て、執行役員制度の導入によって職務権限を移譲された執行役員がその任にあたっております。

当社の業務部門及び管理部門の配置状況ならびに内部牽制の状況は下図のとおりです。

　　　　　　

　　　　　　

当社の業務部門および管理部門の配置状況当社の業務部門および管理部門の配置状況当社の業務部門および管理部門の配置状況当社の業務部門および管理部門の配置状況

ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯ
またはまたはまたはまたは
ＣＦＯＣＦＯＣＦＯＣＦＯ
がががが
直轄直轄直轄直轄
するするするする
部門部門部門部門

内部内部内部内部
監査室監査室監査室監査室

社長兼ＣＥＯ

人事・人事・人事・人事・
総務部総務部総務部総務部

社長兼ＣＥＯ

ロジスティッロジスティッロジスティッロジスティッ
クス部クス部クス部クス部

社長兼ＣＥＯ

経営経営経営経営
企画室企画室企画室企画室

取締役
兼ＣＦＯ

４４４４
本本本本
部部部部

店舗運営店舗運営店舗運営店舗運営
本部本部本部本部

執行役員

マーチャンマーチャンマーチャンマーチャン
ダイズ本部ダイズ本部ダイズ本部ダイズ本部

執行役員

店舗開発・店舗開発・店舗開発・店舗開発・
建設本部建設本部建設本部建設本部

常務取締役
兼執行役員

財務本部財務本部財務本部財務本部

取締役
兼ＣＦＯ

社長兼ＣＥＯ 執行役員会執行役員会執行役員会執行役員会

［参考］

「業務部門」を示す

「管理部門」を示す

内部監査内部監査内部監査内部監査

法務統制法務統制法務統制法務統制

管理統制管理統制管理統制管理統制

当社の業務部門および管理部門の配置状況当社の業務部門および管理部門の配置状況当社の業務部門および管理部門の配置状況当社の業務部門および管理部門の配置状況
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直轄直轄直轄直轄
するするするする
部門部門部門部門

内部内部内部内部
監査室監査室監査室監査室

社長兼ＣＥＯ

人事・人事・人事・人事・
総務部総務部総務部総務部

社長兼ＣＥＯ

ロジスティッロジスティッロジスティッロジスティッ
クス部クス部クス部クス部

社長兼ＣＥＯ

経営経営経営経営
企画室企画室企画室企画室

取締役
兼ＣＦＯ

内部内部内部内部
監査室監査室監査室監査室

社長兼ＣＥＯ

内部内部内部内部
監査室監査室監査室監査室

社長兼ＣＥＯ

人事・人事・人事・人事・
総務部総務部総務部総務部

社長兼ＣＥＯ

人事・人事・人事・人事・
総務部総務部総務部総務部

社長兼ＣＥＯ

ロジスティッロジスティッロジスティッロジスティッ
クス部クス部クス部クス部

社長兼ＣＥＯ

ロジスティッロジスティッロジスティッロジスティッ
クス部クス部クス部クス部

社長兼ＣＥＯ

経営経営経営経営
企画室企画室企画室企画室

取締役
兼ＣＦＯ

経営経営経営経営
企画室企画室企画室企画室

取締役
兼ＣＦＯ

４４４４
本本本本
部部部部

店舗運営店舗運営店舗運営店舗運営
本部本部本部本部

執行役員

マーチャンマーチャンマーチャンマーチャン
ダイズ本部ダイズ本部ダイズ本部ダイズ本部

執行役員

店舗開発・店舗開発・店舗開発・店舗開発・
建設本部建設本部建設本部建設本部

常務取締役
兼執行役員

財務本部財務本部財務本部財務本部

取締役
兼ＣＦＯ

４４４４
本本本本
部部部部

４４４４
本本本本
部部部部

店舗運営店舗運営店舗運営店舗運営
本部本部本部本部

執行役員

店舗運営店舗運営店舗運営店舗運営
本部本部本部本部

執行役員

マーチャンマーチャンマーチャンマーチャン
ダイズ本部ダイズ本部ダイズ本部ダイズ本部

執行役員

マーチャンマーチャンマーチャンマーチャン
ダイズ本部ダイズ本部ダイズ本部ダイズ本部

執行役員

店舗開発・店舗開発・店舗開発・店舗開発・
建設本部建設本部建設本部建設本部

常務取締役
兼執行役員

店舗開発・店舗開発・店舗開発・店舗開発・
建設本部建設本部建設本部建設本部

常務取締役
兼執行役員

財務本部財務本部財務本部財務本部

取締役
兼ＣＦＯ

財務本部財務本部財務本部財務本部

取締役
兼ＣＦＯ

社長兼ＣＥＯ 執行役員会執行役員会執行役員会執行役員会社長兼ＣＥＯ 執行役員会執行役員会執行役員会執行役員会

［参考］

「業務部門」を示す

「管理部門」を示す

［参考］

「業務部門」を示す「業務部門」を示す

「管理部門」を示す「管理部門」を示す

内部監査内部監査内部監査内部監査内部監査内部監査内部監査内部監査

法務統制法務統制法務統制法務統制法務統制法務統制法務統制法務統制

管理統制管理統制管理統制管理統制管理統制管理統制管理統制管理統制

当社の業務部門及び管理部門の配置状況当社の業務部門及び管理部門の配置状況当社の業務部門及び管理部門の配置状況当社の業務部門及び管理部門の配置状況

- 7 -



当社では、業務部門としては３本部及び１部門、また、管理部門としては１本部及び３部門があり、管理部門に

属する各部門が独立して業務執行状況の牽制を行なう体制が保たれております。

当社では、「組織規程」によって、当社の組織機構の基本方針を明確に定めており、また、「業務分掌規程」に

よって、本部及び部門が分担すべき業務の範囲及び分掌の明確化を図り、具体的な業務分掌の項目については課単

位で明記しております。さらに、「決裁規程」によって、当社の業務執行の手続について明らかにしており、当規

程において当社の決裁事項を詳細に定めております。

当社における業務執行上の重要事項に関する決裁書については、人事・総務部が事務局として決裁書の記載内容、

決裁者及び審議者の適否等について事前確認を行なったうえで回付することとしております。さらに、当社が発行

もしくは受理する文書に対する印章の押印についても、人事・総務部が事務局として提出先と文書内容の確認、印

章の適否等について事前確認を行なっております。

また、財務本部では、経理に関する基準を定めた「経理規程」及び各細則に基づいて、当社の財政状態及び経営

成績の正確かつ真実な報告を実現するため、日常の取引すべてについて管理統制を行なっております。

さらに、内部監査室では、「内部監査規程」に基づき、業務執行の内容が定められた経営方針、経営計画、経営

諸基準に照らして合理的、効率的かつ有効的であるかを客観的に評価し、その結果及び意見を経営に反映させるこ

とにより、経営の改善・向上を図ることを目的として内部監査を実施しております。内部監査の内容は、あらかじ

め定められた監査計画にしたがって実施しております。2005年度においては、

①　内部統制監査：

１) 会社リスクの棚卸と評価を行なうことを通じて、現状における執行部門のリスク対応状況を検証

２) 執行部門における内部統制の整備状況の検証

② 業務監査：

本社、物流センター及び店舗を対象にした内部統制の実行状況の検証

③ システム監査：

情報システムにおける情報セキュリティーの整備状況の検証

を監査計画の基本フレームワークに据え、１年を通じて内部監査を実施してまいりました。

ｂ．内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間（最近事業年度の末日から遡って１ヵ年）における実施状況

当社では、「倫理規程」において厳密で厳格な倫理基準に従い事業を遂行することを経営倫理の基本方針に据え

ていることから、コンプライアンスを重視しており、研修もしくは社内イントラを活用した教育等を通じて、内部

統制の一環として法令及び企業倫理の遵守を徹底してまいりました。具体的な取り組みとして、平成17年４月１日

に施行された個人情報保護法に先立ち、全社員に対して個人情報保護法に関する教育を実施いたしました。また、

店舗勤務の社員向けには商取引において必要となる法務知識の教育を実施いたしました。

内部監査につきましては、実地監査を計41回実施し、職務分担・業務分掌の状況や業務執行のプロセス等の内部

管理体制に関する監査を実施したほか、個人情報保護法に基づく管理体制の監査では、社内のみならず委託先も含

めて個人情報の管理・運用状況の監査を実施いたしました。さらに、グループ企業に対して、情報セキュリティー

の管理体制に関するシステム監査を実施いたしました。

（10） その他、会社の経営上重要な事項

特記すべき事項はありません。

- 8 -



３．経営成績及び財政状態３．経営成績及び財政状態３．経営成績及び財政状態３．経営成績及び財政状態

（１） 経営成績

　　　　　　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資が増加するとともに雇用と所得情勢も改

　　　　　善される等、ゆるやかな回復基調で推移してまいりました。

　　　　　小売業界におきましては、景気回復に伴う所得情勢の改善が家計部門にも波及し、個人消費も底堅く推移してまいり

ましたが、業種・業態を超えた企業間競争や価格競争は一層激化しており、当社を取り巻く経営環境は、依然として予

断を許さない厳しい状況が継続しております。

このような状況の中で、当社は「お客様に“夢”を提供し、豊かで楽しい暮らし作りのお手伝いをする。また、楽し

さとお客様の利益を追求した企業活動を通じて、社会と株主に貢献する。」という経営理念のもと、設立以来の「エブ

リデー・ロープライス」、「豊富な品揃え」、「完全在庫」の運営ポリシーを徹底し、さらなるお客様の支持を得るべ

く努力してまいりました。しかしながら、年間を通じて大型ヒット商品に恵まれず、さらに上半期にはテレビゲーム・

ソフトの売上が当初予想を下回って推移したこと、下半期には１年の売上に占める割合の大きいクリスマスシーズンに

男児・女児玩具の売上が振るわなかったこと等が主な要因となり、これらの結果、当連結会計年度における連結業績は、

売上高は1,828億79百万円（前年同期比1.2％減）、経常利益は29億69百万円（前年同期比46.6％減）となりました。ま

た、将来を見据えた施策として実施した、リロケーションに伴う名張店及び千葉中央店に関する店舗閉鎖損失９億73百

万円や、財務体質改善の一環である長期借入金の一部早期弁済に伴う清算金15億４百万円等を計上したため、当期純損

失は４億59百万円（前年同期は当期純利益21億36百万円）となりました。

（トイザらスの概況）

店舗展開につきましては、店舗網の拡大を着実に行ない、当連結会計年度末における「トイザらス」店舗数は新規開

店した多摩店（東京都）、府中駅前店（東京都）、山口店（山口県）、山陰初出店の鳥取店（鳥取県）の４店舗を加え、

147店舗となりました。３月18日（金）～９月25日（日）の期間限定で、2005年日本国際博覧会ささしまサテライト会場

内に出店した当社が初めて手がけるキャラクターをテーマにした小規模単独店舗「トイザらスポケパークストア」はお

客様からご好評をいただくなかで期間末日に閉店し、新型店舗の展開へ向けたノウハウを蓄積いたしました。また、新

規出店の店舗を中心に導入を進めている知育玩具専門コーナー「イマジナリウム」について、低年齢層の情操教育に対

するお客様の関心の高まりや、知育玩具の需要の広がりを捉え、トイザらス既存店舗への導入も順次進めており、当連

結会計年度末における「イマジナリウム」導入店舗数は129店舗となりました。

商品面では、大型ヒット商品に恵まれない中、コンビ株式会社との共同開発による知育玩具「ちょうだいなくん」や、

空気の弾を飛ばして遊ぶバズーカー砲型の玩具「エアーズーカー」、人工知能搭載の恐竜型ロボット「ロボザウルス－

TR441J」、宙返り等のアクロバティックな飛行を可能とした「R/C 複葉機 ステラノーヴァ号」の販売等、トイザらス限

定販売となるオリジナル商品の拡充を図り、競合他社との差別化と売上総利益率の向上を同時に実現するため引き続き

品揃えに注力してまいりました。

企画面では、出版社、メーカー等各社の協力を得て、「コロコロコミック、ちゃお　キャラクターワールド in トイ

ザらス」、「ワクワクどきどき おえかきコンテスト」、「スター・ウォーズ エピソード３ カウントダウンプレミアム

イベント」、６回目を迎えた「トイザらス カーニバル in としまえん」や絵本の読みきかせイベント「たのしいおはな

し会」等、当社ならではの様々なイベントやキャンペーンを実施してまいりました。また、全国に玩具・子供用品専門

店を展開する当社の規模と専門性を背景に実現した初企画である単独メーカーの商品のみを限定して掲載するチラシの

発行等も実施し、集客力の強化に継続して努めてまいりました。

店舗売場展開面では、「トイザらスお台場店」内の日本一のゾイド専門コーナー「ZOIDS SHOP」と、「トイザらス相

模原店」内のリニューアルオープンしたウルトラマン専門コーナーにおいて積極的にリバイバル商品を取り揃えてまい

りました。また、幅広い世代に人気となっている脳トレーニンググッズを集めたコーナー「IQショップ」のトイザらス

全店での展開や、世界中で絶大な支持を得ているミニカーとプレイセットのブランド「Hot Wheels」の日本初となる公

式インショップ「Hot Wheels Concept Shop」を｢トイザらス池袋サンシャインシティ店｣内に設置する等の取り組みも行

ない、子供のみならず大人も楽しめる売場展開を実現し、購買層の拡大に努めてまいりました。

接客サービス面では、店舗スタッフが講師役になりお客様にご参加いただく「バルーン教室」の継続実施や、マジッ

クの技術を習得した店舗スタッフがマジシャンとなる「マジックショー」を新たな試みとして導入する等、大人も子供

も楽しめるイベントを随時開催し、来店への動機付けを図り、売上の拡大に努めてまいりました。

（ベビーザらスの概況）

店舗展開につきましては、安定的な成長を具現化するべく出店を加速し当連結会計年度末における「ベビーザらス」

店舗数は、新規開店した川越店（埼玉県）、関西初出店の阪急宝塚店（兵庫県）、東大阪店（大阪府）、くずは店（大

阪府）、初のトイザらスとの複合店舗である熊本店（熊本県）、HAT神戸店（兵庫県）、北海道初出店の札幌店（北海

道）の７店舗を加え、15店舗となりました。
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商品面では、ベビー用品全般を取り扱う「ブルーイン」、知育玩具を取り扱う「イマジナリウム」等の自社ブランド

商品やベビー向け玩具ブランド「Sassy」と当社とのダブルブランド商品等、当社限定となるオリジナル商品の販売を充

実させるとともに、海外ブランド商品の拡充や人気商品を確実に確保することにも努め、他社との競争力強化を図って

まいりました。

企画面では、子育てアドバイザーによる「育児相談会」、栄養士との個別面談形式による「栄養相談会」、まだこと

ばの話せない赤ちゃんと手話を使ってコミュニケーションをとる方法を学ぶ「ベビーサイン教室」等、当社ならではの

様々なイベントを実施してまいりました。また、安産祈願のお寺として有名な大本山中山寺（兵庫県）とタイアップし

て「ベビーザらス」の告知や、出産準備のアドバイス等を行なう「プレママスクール」を開催する等の企画も実施して

まいりました。さらに、安産祈願の「戌の日」には妊婦の方々向けのお買い得商品をご提供する等、集客力の強化に継

続して努めてまいりました。

接客サービス面では、専門知識を豊富に持ち、ベビー用品や育児の適切な情報をご提供する「ベビーズ・スペシャリ

スト」の育成を継続して推進し、各種サービスのご案内や商品選びのアドバイス等、お客様の快適なショッピングをサ

ポートしてまいりました。また、「ベビーズ・スペシャリスト」がお客様と個別対応で店内をご案内しながら、お客様

それぞれのライフスタイルに合わせた商品選びのお手伝いをすることを目的とする「プレママ・ストアツアー」を継続

して実施し、気軽に相談を受け付けるサービスを提供することで、産前産後における来店の動機付けを図ってまいりま

した。さらに、出産準備品の情報提供や、病産院とのコミュニケーションを通じて、妊婦の方々へのベビーザらス店舗

でのイベント情報、商品情報、育児情報の提供を行ない育児支援にも注力してまいりました。

店舗売場展開面では、オリジナルベビーカーがオーダーできる「ベビーカー工房 by Aprica」や赤ちゃんの情操教育

や能力開発を促すグッズを世界から集めて提供する「イマジナリウム・ベビー」等をはじめとする専門コーナーを継続

して設置してまいりました。また、赤ちゃんがお風呂好きになるようなお風呂玩具等、あらゆるお風呂グッズを取り揃

えた「バス・ショップ」を新規導入し、ショッピング環境の充実を図ってまいりました。

（トイザらス･ドット･コムの概況）

当社の100％子会社で国内最大級の玩具・子供用品、TVゲーム、ベビー用品等のインターネットショッピングサイトを

展開するトイザらス･ドット･コム ジャパン株式会社は、「クリック・アンド・モルタル」（インターネットと店舗網）

の相乗効果を発揮し、販路の拡大だけでなく、国内における日本トイザらスのブランド高揚と、さらなる顧客満足度の

向上を目指してまいりました。

当連結会計年度におきましては、日本最大級のペット用品販売サイトを目指し、約500アイテムのペット用品の販売を

開始し、オンラインショッピングの利便性を追求するとともに、“ペットと共に暮らすもっと楽しい、もっとおしゃれ

なライフスタイル”を提案してまいりました。

また、「トイザらス・オンラインショッピング」及び「ベビーザらス・オンラインショッピング」の顧客登録数が

100万人を突破したことを記念する「100万人ユーザー達成」キャンペーンを実施し、さらなる新規顧客の開拓にも努め

てまいりました。

なお、これらの取り組みにより、当連結会計年度末の顧客登録数は130万人を超え、順調に拡大しております。

（その他の概況）

インフラ面では、新設した「札幌デポ」の本格稼動により、市川、神戸とあわせて三つの物流拠点網を構築し、着実

な出店と確実な商品供給を維持し、日々増加する物流に対処するとともに、物流のさらなる円滑化に努めてまいりまし

た。

利益面では、引き続きオリジナル商品の積極的投入等による売上総利益率の改善や、電子入札購買等による販売費及

び一般管理費の節減に努めてまいりました。

社会貢献活動につきましては、玩具や売上金の一部の寄付を継続して実施しております。また、全国のトイザらスと

ベビーザらス店舗では、望ましい勤労観、職業観の育成を図るという職場体験の目的に賛同し、多くの小・中学生を受

け入れ、店舗近隣の方々とのコミュニケーションを図りながら地域に根ざした店舗運営を実施しております。
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（２） 財政状態

① 財政状態と流動性分析

当連結会計年度末の総資産は1,050億25百万円となり前年同期比６億20百万円の減少となりました。これは、主に流

動資産中の繰延税金資産が２億29百万円、有形固定資産が３億75百万円増加した一方、長期前払費用が３億91百万円、

敷金及び保証金が４億13百万円減少したこと等によるものであります。

負債合計は714億18百万円となり前年同期比８億76百万円の増加となりました。これは主に未払法人税等が15億16百

万円減少したものの、短期借入金が８億70百万円、店舗閉鎖損失引当金が７億40百万円増加したこと等によるものであ

ります。

資本合計は336億６百万円となり前年同期比14億97百万円の減少となりました。これは、主に配当金の支払及び当期

純損失の計上により利益剰余金が14億98百万円減少したこと等によるものであります。

以上より、流動比率は61.9％と前年同期比0.3ポイントの上昇となりました。株主資本比率は32.0％と前年同期比1.2

ポイントの減少となりました。

② キャッシュ・フロー分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前年同期比16百万円減少し、７億４百

万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、40億42百万円（前年同期に比べ143億３百万円の収入増）となりました。これは

主に、減価償却費36億７百万円、差入保証金と相殺した賃借料10億54百万円があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は45億24百万円（前年同期に比べ１億91百万円の支出減）となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出36億59百万円、敷金及び保証金の差入による支出８億74百万円があったこと等による

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は４億65百万円（前年同期に比べ143億70百万円の収入減）となりました。これは主

に、配当金の支払10億25百万円があった一方、借入金の増加14億90百万円があったこと等によるものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記の通りであります。

（注）株主資本比率：株主資本／総資産

　　　時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）によっております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としており

　ます。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

　シュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。

※平成16年１月期については、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、債務償還年数及びインタ

　レスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

※平成17年１月期については、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カ

　バレッジ・レシオは記載しておりません。

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 5.1

債務償還年数 － － 9.6

時価ベースの株主資本比率 65.6% 54.2% 52.9%

株主資本比率 31.9% 33.2% 32.0%

平成16年１月期 平成17年１月期 平成18年１月期
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（３） 事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には、主として以下のようなものがあります。

なお、当社グループの事業等においてはこれら以外にも様々なリスクを伴っており、ここに記載されたものがリスク

のすべてではありません。また文中において将来について記載した事項は、当連結会計年度末現在において判断したも

のであります。

①　ライセンス契約について

当社グループはトイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーとライセ

ンス契約を締結しております。当契約では、第三者による当社の株式の取得が３分の１以上となった場合、現行の契

約を破棄することができるとしており、その場合は当社グループの現業態に影響を及ぼす可能性があります。

②　同業他社との競争激化及び消費動向による影響について

小売業界では厳しい経営環境が続き、低価格販売による企業間競争が激化しております。当社グループでは大型店

舗の出店により店舗網の拡大を図ることに加え、インターネットによる通信販売を展開し、品揃えの充実さや販売力

の強化を図っておりますが、当社グループの経営成績は同業他社との競争激化や消費動向による影響を受ける可能性

があります。

③　出店政策について

当社グループは、主に店舗の土地及び建物を賃借する方式で出店しており、出店時に土地等所有者に対して、敷金

・保証金及び建設協力金として資金の差入れを行なっており、建設協力金等は一括または当社が支払う賃借料との相

殺等により回収しております。

新規出店に際しては、対象物件の権利関係等の確認を行い、出店先の財務内容に応じて抵当権を設定する等、現状

できる限りの保全対策を行なっておりますが、土地及び建物の所有者である法人・個人が破綻等の状況に陥り、店舗

の継続的使用や債権の回収が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、締結して

いる土地及び建物に係る長期賃貸借契約のうち、当社の事情により中途解約する場合には、敷金・保証金等の一部ま

たは全部を放棄する可能性があります。

④　法的規制等について

当社グループは、主として全国的に店舗を展開する玩具の小売業を営んでおり、積極的に店舗網の拡大を図ってお

ります。

店舗の出店に際しては、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」が平成12年５月31日に

廃止され、平成12年６月１日より「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という。）が施行されました。

「大店立地法」では、売場面積1,000㎡を超える新規出店について、都市計画、交通、地域環境等の観点から地元自

治体による出店の規制が行なわれております。

当社グループが今後出店を予定している1,000㎡を超える新規出店につきましては、「大店立地法」による影響を

受ける可能性があります。

⑤　個人情報漏洩による影響について

平成17年４月１日に個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）が全面施行され、個人情報

を取扱う企業等は、一定の義務を負うこととなりました。

当社グループはトイザらス・カードの会員をはじめ、インターネットによる販売顧客や店舗内での顧客に関する多

くの個人情報を保有しております。個人情報に関する取り扱いにつきましては、もとよりその管理を徹底しており、

また「個人情報保護法」施行に伴い、さらに社内管理体制の充実と教育を推進し万全を期しておりますが、不測の事

故または事件によって情報漏洩が発生した場合は、損害賠償の発生など当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。

⑥　自然災害等による影響について

当社グループは主として店舗による事業展開を行なっているため、地震・洪水・台風等の不測の災害によって店舗

等の事業所が損害を受けた場合や営業継続が困難となった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑦　情報セキュリティについて

当社グループが活用している情報システムについて、何らかの原因もしくは理由により、システムの稼動停止、顧

客情報・個人情報等の流出が万一発生した場合には、当社の信用低下及び当社の企業イメージの悪化につながり、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　人材の確保について

当社グループでは、全国的に展開している店舗における玩具の小売業と、インターネットによる通信販売業をその

主たる事業としており、これら事業の展開においては、マーケティング、マーチャンダイジング、販売等さまざまな

分野において専門的な知識とノウハウを保有する創造的な人材を確保することが重要であります。当社としては、

これらの必要な人材を十分に確保できなかった場合には、当社の業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
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（４） 次期の見通し

日本経済は、引き続き企業収益が高水準で推移するものと見込まれており、そのもとで設備投資や雇用及び所得情勢

が緩やかな増加を続け、個人消費も底堅く推移するものと思われます。しかし、原油価格のさらなる上昇に伴う内外経

済への影響や、定率減税の縮小、社会保障負担の増加等の将来不安が個人消費へ与える影響等、本格的な景気回復へ向

けての懸念材料が払拭されるには至っておりません。さらに小売業界におきましては、業種・業態を超えた企業間競争

や価格競争が一層激化するものと予想され、引き続き楽観視できない経営環境が継続するものと思われます。

こうした環境のなかで、当社は今後も安定した成長に向けて、引き続き０歳～15歳の年齢層をターゲットに「トイザ

らス」、「ベビーザらス」の店舗と「トイザらス・オンラインショッピング」、「ベビーザらス・オンラインショッピ

ング」との連携を一層強化し、お客様に支持されるような企業価値の最大化を目指してまいります。

店舗展開につきましては、通期合計で「トイザらス」店舗の新規出店５店舗、「ベビーザらス」店舗の新規出店５店

舗の積極的な店舗網拡大を予定しております。引き続き「トイザらス」店舗のリロケーションも予定しており、既存店

の収益改善に努めるとともに、お客様の利便性の向上を図ってまいります。

オンラインショッピングにつきましては、当社の100％子会社であるトイザらス・ドット・コム ジャパン株式会社を

平成18年４月１日付で当社に吸収合併する予定であり、このことにより、クリック・アンド・モルタル（インタ－ネッ

トと店舗網）の相乗効果をより一層発揮し、最大限の効率化ならびに企業価値のさらなる向上を図ってまいります。

接客サービス面につきましては、「マジックショー」、「バルーン教室」等のイベント開催や、「プレママ・ストア

ツアー」等のコンサルティング機能の強化により集客力の向上を図ってまいります。また、商品面では、メーカー、お

取引先各社様との連携を一層強固なものとし、自社ブランド商品と当社だけの限定商品を継続して積極的に投入し、競

合他社との差別化と売上総利益率の向上を推進してまいります。

以上の活動を通じた当社の次期の業績は、売上高1,890億円（前年同期比3.3％増）、経常利益は35億円（前年同期比

17.9％増）、当期純利益は７億円（前年同期比11億59百万円増）を予想しております。

※当社は、平成18年４月１日をもって子会社を吸収合併する予定であり、当該合併に伴い、当社は連結決算会社ではな

くなるため、「次期の見通し」における業績については、非連結で記載しております。
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    ４．連結財務諸表等４．連結財務諸表等４．連結財務諸表等４．連結財務諸表等

　　(１)連結貸借対照表

注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ  流動資産

1. 現金及び預金 720,987 704,920

2. 売掛金 1,770,380 1,900,819

3. たな卸資産 25,160,238 25,211,981

4. 繰延税金資産 763,877 993,678

5. その他 4,193,577 4,192,130

貸倒引当金 △      836 △    1,256

32,608,224 30.9 33,002,273 31.4 394,049

Ⅱ  固定資産

1.  有形固定資産

(1) 建物及び構築物 31,982,249 33,951,196

減価償却累計額 9,295,179 22,687,069 10,925,950 23,025,246

(2) 機械装置及び運搬具 2,129,534 2,166,532

減価償却累計額 588,452 1,541,082 722,051 1,444,481

(3) 工具器具備品 15,843,160 16,450,381

減価償却累計額 5,965,676 9,877,484 6,481,123 9,969,258

(4) 建設仮勘定 149,126 191,455

34,254,761 32.4 34,630,441 33.0 375,680

2.  無形固定資産

(1) 連結調整勘定 1,738,611 1,647,105

(2) ソフトウェア 1,302,938 1,285,398

(3) その他 82,365 82,365

3,123,916 3.0 3,014,870 2.9 △  109,046

3.  投資その他の資産

(1) 投資有価証券 2,205 1,900

(2) 長期前払費用 5,016,392 4,625,196

(3) 繰延税金資産 509,130 410,798

(4) 敷金及び保証金 28,734,381 28,750,719

(5) その他 2,206,059 1,510,696

貸倒引当金 △  809,461 △  921,629

35,658,706 33.7 34,377,681 32.7 △1,281,024

73,037,384 69.1 72,022,993 68.6 △1,014,390

105,645,608 100.0 105,025,267 100.0 △  620,341資産合計

有形固定資産合計

無形固定資産合計

投資その他の資産合計

増減
（千円）

対前年比

流動資産合計

固定資産合計

当連結会計年度

区　　　　分

(平成18年１月31日)

金額 （千円）

前連結会計年度

(平成17年１月31日)

金額 （千円）
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注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ  流動負債

1. 買掛金 25,333,401 25,330,540

2. 短期借入金 19,930,000 20,800,000

3. 880,000 880,000

4. 未払金 2,505,903 2,455,993

5. 未払法人税等 2,258,871 742,293

6. 賞与引当金 355,534 203,337

7. 店舗閉鎖損失引当金 - 740,000

8. その他 1,672,616 2,197,582

52,936,327 50.1 53,349,747 50.8 413,420

Ⅱ  固定負債

1. 長期借入金 16,520,000 17,140,000

2. 退職給付引当金 355,174 347,808

3. 役員退職慰労引当金 229,432 254,456

4. その他 500,802 326,669

17,605,409 16.7 18,068,935 17.2 463,526

    70,541,736 66.8 71,418,682 68.0 876,946

（少数株主持分）

少数株主持分 - - - - -

（資本の部）

Ⅰ ※２ 6,034,099 5.7 6,034,099 5.7 -

Ⅱ 9,503,578 9.0 9,503,578 9.0 -

Ⅲ 19,827,855 18.8 18,328,942 17.5 △1,498,913

Ⅳ 455 0.0 273 0.0 △      181

Ⅴ ※３ △  262,117 △ 0.3 △  260,310 △ 0.2 1,807

   35,103,872 33.2 33,606,584 32.0 △1,497,287

105,645,608 100.0 105,025,267 100.0 △  620,341

対前年比

増減
（千円）

一年以内返済予定長期借入金

流動負債合計

区　　　　分 金額 （千円）

当連結会計年度

(平成18年１月31日)

負債合計

負債、少数株主持分及び資本合計

自己株式 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

その他有価証券評価差額金

資本合計

固定負債合計

金額 （千円）

前連結会計年度

(平成17年１月31日)
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　　(２)連結損益計算書

注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

Ⅰ 185,175,381 100.0 182,879,691 100.0 △2,295,690

Ⅱ 128,179,175 69.2 127,130,008 69.5 △1,049,167

56,996,206 30.8 55,749,683 30.5 △1,246,522

Ⅲ ※１ 50,715,908 27.4 52,335,198 28.6 1,619,289

6,280,297 3.4 3,414,485 1.9 △2,865,812

Ⅳ

1． 476,423 374,303

2． 165,189 187,098

3． 106,059 120,329

4． 95,249 842,921 0.4 105,432 787,165 0.4 △   55,756

Ⅴ

1． 893,464 775,782

2． 88,892 81,915

3． 375,694 112,167

4． 95,640 111,571

5． 104,954 1,558,645 0.8 151,004 1,232,442 0.7 △  326,203

5,564,573 3.0 2,969,207 1.6 △2,595,365

Ⅵ

1． - 23,822

2． 金利スワップ中途解約清算益 - - - 15,536 39,358 0.0 39,358

Ⅶ

1． ※２ 73,089 229,992

2． ※３ - 33,927

3． 店舗閉鎖損失 ※４ 774,121 233,555

4． - 740,000

5． 本社移転損失 ※５ 132,536 -

6． 災害損失 ※６ 147,913 17,779

7．
- 90,869

8． - 1,127,660 0.6 1,504,904 2,851,028 1.6 1,723,368

4,436,913 2.4 157,537 0.0 △4,279,375

2,407,469 748,462

△  107,376 2,300,092 1.2 △  131,345 617,117 0.3 △1,682,975

当期純利益又は当期純損失（△） 2,136,820 1.2 △  459,579 △ 0.3 △2,596,399

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

税金等調整前当期純利益

経常利益

固定資産売却損

長期借入金早期弁済清算金

店舗閉鎖損失引当金繰入額

新勤務時間管理方式の導
入に伴う損失

固定資産除却損

対前年比

増減
（千円）

販売費及び一般管理費

その他

区　　　　分

受取利息

賃貸料収入

業務受託料

売上高

営業外収益

特別損失

特別利益

過年度受取利息

その他

営業外費用

支払利息

賃貸費用

貸倒引当金繰入額

売上総利益

営業利益

支払保証料

売上原価

至 平成18年１月31 日

金額 （千円）

前連結会計年度

自 平成16年２月 １ 日

当連結会計年度

自 平成17年２月 １ 日
至 平成17年１月31 日

金額 （千円）
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　　(３)連結剰余金計算書

注記
番号

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 9,503,578 9,503,578

Ⅱ　資本剰余金期末残高 9,503,578 9,503,578

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 18,750,063 19,827,855

Ⅱ　利益剰余金増加高

   当期純利益 2,136,820 2,136,820 - -

Ⅲ　利益剰余金減少高

1. 当期純損失 - 459,579

2. 配当金 1,029,028 1,029,028

3. 役員賞与 30,000 10,000

4. 自己株式処分差損 - 1,059,028 305 1,498,913

Ⅳ　利益剰余金期末残高 19,827,855 18,328,942

区　　　　分

前連結会計年度

自 平成16年２月 １ 日
至 平成17年１月31 日

金額 （千円）

対前年比

増
減

金額 （千円）

自 平成17年２月 １ 日

当連結会計年度

至 平成18年１月31 日
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　　(４)連結キャッシュ・フロー計算書

注記
番号

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 　 　 4,436,913 　 157,537
減価償却費 　 　 3,396,864 　 3,607,319
連結調整勘定償却額 　 　 91,505 　 91,505
繰延資産償却額 　 　 19,973 　 -
長期前払費用償却額 　 　 18,156 　 19,437
賃借料との相殺による保証金返還額 　 　 848,514 　 1,054,439
過年度受取利息 　 　 - △ 23,822
有形固定資産除売却損 　 　 53,801 　 211,597
店舗閉鎖損失 　 　 350,993 　 200,276
本社移転損失 　 　 84,301 　 -
災害損失 　 　 67,381 　 -
店舗閉鎖損失引当金の増減額 　 　 - 　 740,000
貸倒引当金の増減額 　 　 374,672 　 112,588
賞与引当金の増減額 △ 211,530 △ 152,196
退職給付引当金の増減額 △ 13,663 △ 7,365
役員退職慰労引当金の増減額 　 25,776 　 25,023
受取利息及び受取配当金 △ 10,116 △ 5,139
支払利息 　 893,464 　 775,782
売上債権の増減額 　 1,088,925 △ 130,439
たな卸資産の増加額 △ 1,486,833 △ 59,192
仕入債務の減少額 △ 15,834,960 △ 2,860
未払金の減少額 △ 213,837 △ 53,432
役員賞与の支払額 △ 30,000 △ 10,000
その他 ※２ 　 565,805 　 719,101

小計 △ 5,483,892 　 7,270,160 　
利息及び配当金の受取額 　 10,127 　 5,139 　
利息の支払額 △ 907,628 △ 796,445 　
法人税等の支払額 △ 3,880,180 △ 2,436,628 　

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 10,261,573 　 4,042,226 　
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 △ 4,274,806 △ 3,659,348 　
有形固定資産の売却による収入 　 - 　 1,792 　
無形固定資産の取得による支出 △ 585,253 △ 446,030 　
敷金及び保証金の差入による支出 △ 1,556,729 △ 874,562 　
敷金及び保証金の回収による収入 　 1,737,080 　 457,190 　
その他投資の取得による支出 △ 35,751 △ 3,330 　

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,715,459 △ 4,524,288 　 191,171
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

短期借入金の純増減額 　 16,744,000 　 870,000 　
長期借入による収入 　 - 　 11,500,000 　
長期借入金の返済による支出 △ 880,000 △ 10,880,000 　
自己株式の売却による収入 　 - 　 1,502 　
配当金の支払額 △ 1,027,441 △ 1,025,506 　

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 14,836,558 　 465,995 △
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 　 - 　 - 　 　 -
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 140,474 △ 16,066 　 　 124,408
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 　 861,462 　 720,987 △ 140,474
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 　 　 720,987 　 　 704,920 △ 16,066

14,370,563

12,754,052

14,303,800

至 平成18年１月31 日

金額 （千円）

対前年比

増減
（千円）

当連結会計年度

自 平成17年２月 １ 日

区　　　　分 金額 （千円）

前連結会計年度

自 平成16年２月 １ 日
至 平成17年１月31　日
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項 (1)  連結子会社の数　１社 (1)  連結子会社の数　１社
(2)  連結子会社の名称 (2)  連結子会社の名称
　　 トイザらス・ドット・コム　ジャパン株式会社 　　 トイザらス・ドット・コム　ジャパン株式会社

２．持分法の適用に関する事 持分法の適用会社はありません。          同　　　左
　　項

３．連結子会社の事業年度等 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。          同　　　左
    に関する事項

４．会計処理基準に関する事
　　項

  (1) 重要な資産の評価基準  イ　有価証券  イ　有価証券
      及び評価方法      その他有価証券      その他有価証券

       時価のあるもの        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額          同　　　左
         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）によっております。
 ロ　デリバティブ  ロ　デリバティブ
     時価法によっております。          同　　　左
 ハ　たな卸資産  ハ　たな卸資産
     商品      商品
       移動平均法による原価法によっております。          同　　　左
   （会計処理方法の変更）
       従来、連結子会社におけるたな卸資産の評価基準
       及び評価方法につきましては、売価還元法による
       原価法を採用しておりましたが、当連結会計年度
       より移動平均法による原価法に変更いたしました。
       この変更は、当該連結子会社の支配権獲得後最初
       に開始する連結会計年度の期首において、当社に
       おけるグループ会計方針の統一を図り、当社グル
       ープの財政状態及び経営成績をより適正に表示す
       るために行なったものであります。
       なお、この変更による損益への影響は軽微であり
       ます。
     貯蔵品      貯蔵品
       最終仕入原価法による原価法によっております。          同　　　左

  (2) 重要な減価償却資産の  イ　有形固定資産  イ　有形固定資産
      減価償却の方法      当社は残存価額を零とする当社の定めた見積耐用年          同　　　左

     数による定額法によっております。
     なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物及び構築物　15～20年
       工具器具備品　  ５～15年
 ロ　無形固定資産  ロ　無形固定資産
     ソフトウェア（自社利用）については、社内におけ          同　　　左
     る見込利用可能期間（５年）による定額法によって
     おります。
 ハ　長期前払費用  ハ　長期前払費用
     均等償却しております。          同　　　左

  (3) 繰延資産の減価償却方  連結子会社の創立費及び開業費は商法の規定に基づき毎
      法  期均等償却（５年）しております。

  (4) 重要な引当金の計上基  イ　貸倒引当金  イ　貸倒引当金
      準      債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に          同　　　左

     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勘案し回収不能
     見込額を計上しております。
 ロ　賞与引当金  ロ　賞与引当金
     従業員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に          同　　　左
     対応する支給見込額を計上しております。
 ハ　退職給付引当金  ハ　退職給付引当金
     当社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計          同　　　左
     年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
     に基づき計上しております。
     数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時にお
     ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
     （12年）による定額法により、それぞれの発生の翌
     連結会計年度より費用処理することとしております。
 ニ　役員退職慰労引当金  ニ　役員退職慰労引当金
     当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規          同　　　左
     に基づく期末要支給額を計上しております。
 ホ  ホ　店舗閉鎖損失引当金

     当連結会計年度中に閉店もしくは翌期以降に閉店す
     ることが確定した店舗について、今後発生が見込ま
     れる店舗閉鎖損失に備えるため、当該見込額を計上
     しております。

項　　　　　目
当連結会計年度

自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日

前連結会計年度
自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日
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  (5) 重要な外貨建の資産又 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場によ          同　　　左
      は負債の本邦通貨への り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
      換算の基準 す。

  (6) 重要なリース取引の処 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの          同　　　左
      理方法 以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

  (7) 重要なヘッジ会計の方  イ　ヘッジ会計の方法  イ　ヘッジ会計の方法
      法      繰延ヘッジ処理によっております。          同　　　左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象  ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象
     ヘッジ手段：金利スワップ          同　　　左
     ヘッジ対象：借入金
 ハ　ヘッジ方針  ハ　ヘッジ方針
     金利の相場変動リスクの低減を目的として行なっ          同　　　左
     ております。
 ニ　ヘッジ有効性評価の方法  ニ　ヘッジ有効性評価の方法
     ヘッジ手段とヘッジ対象の負債に関する重要な条          同　　　左
     件が同一である場合には、ヘッジ開始時及びその
     後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想
     定することができるため、ヘッジに高い有効性が
     あると判断した取引については有効性の評価を省
     略しております。

  (8) その他連結財務諸表作  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理
      成のための重要な事項    税抜方式によっております。          同　　　左

５．連結子会社の資産及び負 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価          同　　　左
　　債の評価に関する事項 評価法によっております。

６．連結調整勘定の償却に関 連結調整勘定は20年間で均等償却することとしておりま          同　　　左
　　する事項 す。

７．利益処分項目等の取扱い 連結剰余金計算書は、連結会社の連結会計年度中に確定          同　　　左
　　に関する事項 した利益処分又は損失処理に基づいて作成しております。

８．連結キャッシュ・フロー 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び          同　　　左
　　計算書における資金の範 現金同等物）は、手許資金及び随時引き出し可能な預金
　　囲 であります。

項　　　　　目
当連結会計年度

自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日

前連結会計年度
自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日
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（会計方針の変更）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」(企業会計審議会　平成14年８月９日))及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成
15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）が平成16年３月31日に
終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになっ
たことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用
しております。
　この変更に伴う連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

　「地方税法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日以後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、当連結会計年度から
「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に計上しております。
　この結果、販売費及び一般管理費が171,587千円増加し、営業利益、
経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額減少しておりま
す。

当連結会計年度
自 平成17年２月 １ 日
至 平成18年１月31 日

前連結会計年度
自 平成16年２月 １ 日
至 平成17年１月31 日

前連結会計年度
自 平成16年２月 １ 日
至 平成17年１月31 日

当連結会計年度
自 平成17年２月 １ 日
至 平成18年１月31 日
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注　記　事　項
（連結貸借対照表関係）

　１. 保証債務 　１. 保証債務
ローンコミットメント ローンコミットメント
ケー・ケー・ファンディング・コーポレーション ケー・ケー・ファンディング・コーポレーション

3,351,785 千円 3,122,321 千円

※２. 当社の発行済株式総数は、普通株式 34,445,982株であります。※２. 当社の発行済株式総数は、普通株式 34,445,982株であります。

※３. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 145,028株でありま※３. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 144,028株でありま
す。 す。

（連結損益計算書関係）

※１. 販売費及び一般管理費項目のうち重要な費目及び金額は次 ※１. 販売費及び一般管理費項目のうち重要な費目及び金額は次
のとおりであります。 のとおりであります。
従業員給与賞与 11,512,926 千円 従業員給与賞与 11,804,276 千円
賞与引当金繰入額 355,534 千円 賞与引当金繰入額 203,337 千円
退職給付費用 330,583 千円 退職給付費用 337,374 千円
役員退職慰労引当金繰入額 47,855 千円 役員退職慰労引当金繰入額 25,023 千円
賃借料 15,821,168 千円 賃借料 16,523,563 千円
連結調整勘定償却額 91,505 千円 連結調整勘定償却額 91,505 千円

※２. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
建物 9,326 千円 建物 13,417 千円
構築物 3,845 千円 構築物 13,616 千円
工具器具備品 59,917 千円 工具器具備品 139,380 千円
計 73,089 千円 機械装置 2,799 千円

ソフトウェア 60,778 千円

計 229,992 千円

※３. ※３. 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
工具器具備品 33,927 千円

※４. 店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 ※４. 店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。
建物除却損 254,808 千円 建物除却損 138,100 千円
構築物除却損 11,041 千円 構築物除却損 2,198 千円
工具器具備品除却損 72,055 千円 工具器具備品除却損 22,432 千円
店舗撤去費用 76,309 千円 店舗撤去費用 17,041 千円
商品廃棄損 13,087 千円 商品廃棄損 7,449 千円
解約違約金 339,001 千円 解約違約金 30,000 千円
その他 7,816 千円 その他 16,331 千円

計 774,121 千円 計 233,555 千円

※５. 本社移転損失の内訳は、次のとおりであります。 ※５.

建物除却損 50,120 千円
工具器具備品除却損 24,881 千円
固定資産除却費用 57,533 千円

計 132,536 千円

※６. 災害損失は新潟県中越地震に伴い発生したもので、その内 ※６. 災害損失は福岡県西方沖等の地震に伴い発生したもので、
訳は次のとおりであります。 その内訳は次のとおりであります。
原状回復費用等 81,197 千円 原状回復費用等 17,557 千円千円
商品廃棄損 66,716 千円 その他 222 千円

計 147,913 千円 計 17,779 千円

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

前連結会計年度
（平成17年１月31日）

当連結会計年度
自 平成17年２月 １ 日
至 平成18年１月31 日

前連結会計年度
自 平成16年２月 １ 日
至 平成17年１月31 日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ ※１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 れている科目の金額との関係

（平成17年１月31日現在） （平成18年１月31日現在）
現金及び預金勘定 720,987 千円 現金及び預金勘定 704,920 千円

現金及び現金同等物 720,987 千円 現金及び現金同等物 704,920 千円

※２. 保証金（建設協力金）に関する会計処理に伴い生じた受取 ※２.          同　　　左
利息及び長期前払賃借料の償却額は、相殺の上、その差額を
営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表
示しております。

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

当連結会計年度
自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日

前連結会計年度
自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日
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（有価証券関係）

前連結会計年度　（平成17年１月31日）
有価証券
その他有価証券で時価のあるもの

種類

株式

合計

当連結会計年度　（平成18年１月31日）
有価証券
その他有価証券で時価のあるもの

種類

株式 　 　 460

合計 　 　 460

（デリバティブ取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

差額 （千円）

765

765

差額 （千円）

1,440

1,440

連結貸借対照表計上額 （千円）

2,205

2,205

連結貸借対照表計上額 （千円）

1,900

1,900

取得原価 （千円）

取得原価 （千円）

1,440

1,440
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（退職給付関係）

１. 採用している退職給付制度の概要
    当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。

２. 退職給付債務に関する事項

（1） 退職給付債務 △ 1,919,808 千円 △ 2,092,459 千円

（2） 年金資産 　 1,393,879 千円 　 1,883,239 千円

（3） 未積立退職給付債務（1）＋（2） △ 525,928 千円 △ 209,219 千円

（4） 未認識数理計算上の差異 　 170,754 千円 △ 138,589 千円

（5） 連結貸借対照表計上額純額（3）＋（4） △ 355,174 千円 △ 347,808 千円

（6） 前払年金費用 　 ― 千円 　 ― 千円

（7） 退職給付引当金（5）－（6） △ 355,174 千円 △ 347,808 千円

３. 退職給付費用に関する事項

（1） 勤務費用 　 295,884 千円 　 308,088 千円

（2） 利息費用 　 34,242 千円 　 38,396 千円

（3） 期待運用収益（減算）　 △ 22,103 千円 △ 27,877 千円

（4） 数理計算上の差異の費用処理額 　 22,559 千円 　 18,767 千円

（5） 退職給付費用 　 330,583 千円 　 337,374 千円

４. 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

（1） 退職給付見込額の期間配分方法

（2） 割引率（％）

（3） 期待運用収益率（％）

（4） 数理計算上の差異の処理年数（年）

　ら費用処理することとしております。

12年

前連結会計年度
（平成17年１月31日）

（発生時における従業員の平均残存勤務期
　間以内の一定の年数による定額法により、
　それぞれの発生年度の翌連結会計年度か

2.0%

同　左

期間定額基準

2.0%

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

期間定額基準

2.0%

前連結会計年度
（平成17年１月31日）

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

前連結会計年度
自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日

当連結会計年度
自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日

2.0%

12年
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（税効果会計関係）

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 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

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

未払費用 　 102,659 千円 未払費用 　 145,613 千円

未払事業税 　 195,195 千円 未払事業税 　 84,862 千円

未払事業所税 　 62,165 千円 未払事業所税 　 66,477 千円

未払償却資産税 　 137,244 千円 未払償却資産税 　 135,263 千円

商品評価損 　 120,847 千円 商品評価損 　 158,405 千円

賞与引当金 　 143,778 千円 商品廃棄損 46,326 千円

その他 　 19,411 千円 賞与引当金 　 82,229 千円

小計 781,300 千円 店舗閉鎖損失引当金 299,256 千円　

評価性引当額 △ 8,366 千円 その他 　 14,023 千円

繰延税金資産（流動）合計 　 772,934 千円 小計 　 1,032,457 千円

評価性引当額 △ 23,950 千円

繰延税金負債（流動） 　 繰延税金資産（流動）合計 　 1,008,506 千円

前払労働保険料 △ 9,056 千円

繰延税金負債（流動）合計 △ 9,056 千円 繰延税金負債（流動）

繰延税金資産（流動）の純額 763,877 千円 前払労働保険料 △ 11,917 千円

その他 △ 2,910 千円

繰延税金資産（固定） 　 繰延税金負債（流動）合計 △ 14,828 千円

貸倒引当金 　 296,892 千円 繰延税金資産（流動）の純額 　 993,678 千円　　
減価償却超過額 　 214,652 千円　　
退職給付引当金 　 143,632 千円 繰延税金資産（固定）　　
役員退職慰労引当金 　 92,782 千円 貸倒引当金 　 153,043 千円

税務上の繰越欠損金 　 879,863 千円 減価償却超過額 　 242,088 千円

その他 　 38,534 千円 退職給付引当金 　 140,653 千円

小計 　 1,666,358 千円 役員退職慰労引当金 　 102,902 千円

評価性引当額 △ 880,816 千円 税務上の繰越欠損金 　 981,753 千円

繰延税金資産（固定）合計 　 785,541 千円 その他 　 9,080 千円

　 小計 　 1,629,522 千円

繰延税金負債（固定） 　 評価性引当額 △ 984,111 千円

敷金及び保証金 △ 98,090 千円 繰延税金資産（固定）合計 　 645,410 千円

特別償却準備金 △ 177,277 千円 　

その他有価証券評価差額金 △ 309 千円 繰延税金負債（固定）

その他 △ 733 千円 敷金及び保証金 △ 86,057 千円

繰延税金負債（固定）合計 △ 276,411 千円 特別償却準備金 △ 147,118 千円

繰延税金資産（固定）の純額 　 509,130 千円 その他有価証券評価差額金 △ 186 千円

その他 △ 1,248 千円

繰延税金資産の純額 1,273,007 千円 繰延税金負債（固定）合計 △ 234,611 千円

　 繰延税金資産（固定）の純額 　 410,798 千円

繰延税金資産の純額 1,404,476 千円

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 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
間の差異の主な項目別の内訳 間の差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 41.38 ％ 法定実効税率 40.44 ％
（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.77 ％ 交際費等永久に損金に算入されない項目 125.45 ％

住民税均等割 5.53 ％ 住民税均等割 149.05 ％

情報通信機器等に係る法人税額の特別控除 △  1.81 ％ 情報通信機器等に係る法人税等の特別控除 △ 53.05 ％

評価性引当額の変動額 3.41 ％ 更正取消による影響 △  5.90 ％

連結調整勘定の償却額 0.85 ％ 評価性引当額の変動額 112.19 ％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.49 ％ 連結調整勘定の償却額 23.49 ％

その他 0.22 ％ その他 0.06 ％

税効果会計適用後の法人税等負担率 51.84 ％ 税効果会計適用後の法人税等負担率 391.73 ％

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成17年１月31日） （平成18年１月31日）
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（セグメント情報）

１. 事業の種類別セグメント情報

  前連結会計年度及び当連結会計年度において、店舗事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、

  営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の

  記載を省略しております。

２. 所在地別セグメント情報

  前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当

  事項はありません。

３. 海外売上高

  前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度　（自　平成16年２月１日　 至　平成17年１月31日）
（１） 親会社及び法人主要株主等

当社借入に対す
る債務被保証

13,920,000 ― ―

保証料の支払 71,113 未払費用 56,958

当社借入に対す
る債務被保証

3,480,000 ― ―

保証料の支払 17,778 未払費用 14,239

（注）１. 日本マクドナルドホールディングス株式会社の議決権の被所有割合は、直接被所有｢10.58％｣の他に、退職給付信託契約上、日
 本マクドナルドホールディングス株式会社がマスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託日本マクドナルド口）に対し、
 当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する所有割合｢2.75％｣があります。

２. 当社の銀行借入等に対してトイザラス・インク及び日本マクドナルドホールディングス株式会社は債務保証を行なっておりま
 す。債務保証に対して担保の提供は行なっておりませんが､保証料の支払を行なっております。保証率は総貸出し枠に対し0.1
 ％、実行額に対し0.4％であります。

３. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（２） 役員及び個人主要株主等

森内　憲隆 ― ― 当社監査役 なし ― ― 業務の委託 2,822 未払金 2,157

（注）１. 第三者（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）の代表者として行なった取引であり、価格等は一般的取引条件によっており
 ます。

２. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております｡

（３） 兄弟会社等

トイザラス・
サービス・イ
ンク

米国ニュー
ジャージー州

100米ドル
知的財産の
管理

なし なし なし

ジェフリー・
インターナ
ショナル・エ
ル・エル・
シー

米国ニュー
ジャージー州

100米ドル
知的財産の
管理

なし なし なし

日本マクドナ
ルド㈱

東京都新宿区 500百万円
ハンバー
ガーレスト
ランの経営

なし なし
不動産サー
ビス提供

ロイヤリティの
支払

907,070 未払金 83,657

（注）１. トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するロイヤリティ支払及びマー
 ケティングサポートフィーの受取は、トイザラスシステムを使用するための対価の支払及び同システムを使用してマーケティ
 ング活動を行なうことに対する補助の受取であるため、当該取引金額及び当該残高については両者の純額で表示しております。

２. 取引条件ないし取引条件の決定方針等
（1）トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するロイヤリティの支払は、
     商標を認知する小売店舗における総収入の３％であります。
（2）トイザラス・サービス・インク及びジェフリーインターナショナル・エル・エル・シーに対するマーケティングサポート
     フィーの受取は、ライセンス契約で定義された総収入の１％であります。
（3）日本マクドナルド株式会社に対するロイヤリティの支払は、サービス契約で定義された総収入の0.5％であります。

３. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

ロイヤリティの
支払及びマーケ
ティングサポー
トフィーの受取

318,694未払金3,628,283

その他の
関係会社
の子会社

その他の
関係会社
の子会社

法人主要
株主の子
会社

取引金額
（千円）

事業の内容
又は
職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

属性
会社等
の名称

住所
資本金又は
出資金

科目
期末残高
（千円）役員の兼任

等
事実上の関係

関係内容

取引の内容

事業の内容
又は
職業

住所
資本金又は
出資金

会社等
の名称

属性

役員

期末残高
（千円）

取引の内容
取引金額
（千円）

科目

関係内容

役員の兼任
等

事実上の関係

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

その他の
関係会社

法人主要
株主

住所 取引の内容

24,113百万円 持株会社
（被所有）
直接10.58

日本マクドナ
ルドホール
ディングス㈱

東京都新宿区 転籍３名

属性
会社等
の名称

資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

（被所有）
間接47.96

兼任２名
経営ノウハ
ウ提供

関係内容議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

役員の兼任
等

事実上の関係

トイザラス・
インク

米国ニュー
ジャージー州

30百万米ドル 持株会社

当社借入に
対する債務
保証

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）
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（関連当事者との取引）

当連結会計年度　（自　平成17年２月１日　 至　平成18年１月31日）
（１） 親会社及び法人主要株主等

当社借入に対す
る債務被保証

5,216,000 ― ―

保証料の支払 65,532 未払費用 52,671

当社借入に対す
る債務被保証

1,304,000 ― ―

保証料の支払 16,383 未払費用 13,167

（注）１. 日本マクドナルドホールディングス株式会社の議決権の被所有割合は、直接被所有｢10.41％｣の他に、退職給付信託契約上、日
 本マクドナルドホールディングス株式会社がマスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託日本マクドナルド口）に対し、
 当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する所有割合｢2.75％｣があります。

２. 当社の銀行借入等に対してトイザラス・インク及び日本マクドナルドホールディングス株式会社は債務保証を行なっておりま
 す。債務保証に対して担保の提供は行なっておりませんが､保証料の支払を行なっております。保証率は総貸出し枠に対し0.1
 ％、実行額に対し0.4％であります。

３. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（２） 役員及び個人主要株主等

森内　憲隆 ― ― 当社監査役 なし ― ― 業務の委託 6,933 未払金 545

（注）１. 第三者（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）の代表者として行なった取引であり、価格等は一般的取引条件によっており
 ます。

２. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております｡

（３） 兄弟会社等

トイザラス・
サービス・イ
ンク

米国ニュー
ジャージー州

100米ドル
知的財産の
管理

なし なし なし

ジェフリー・
インターナ
ショナル・エ
ル・エル・
シー

米国ニュー
ジャージー州

―
知的財産の
管理

なし なし なし

日本マクドナ
ルド㈱

東京都新宿区 100百万円
ハンバー
ガーレスト
ランの経営

なし なし
不動産サー
ビス提供

ロイヤリティの
支払

897,590 未払金 82,101

（注）１. トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するロイヤリティ支払及びマー
 ケティングサポートフィーの受取は、トイザラスシステムを使用するための対価の支払及び同システムを使用してマーケティ
 ング活動を行なうことに対する補助の受取であるため、当該取引金額及び当該残高については両者の純額で表示しております。

２. 取引条件ないし取引条件の決定方針等
（1）トイザラス・サービス・インク及びジェフリー・インターナショナル・エル・エル・シーに対するロイヤリティの支払は、
     商標を認知する小売店舗における総収入の３％であります。
（2）トイザラス・サービス・インク及びジェフリーインターナショナル・エル・エル・シーに対するマーケティングサポート
     フィーの受取は、ライセンス契約で定義された総収入の１％であります。
（3）日本マクドナルド株式会社に対するロイヤリティの支払は、サービス契約で定義された総収入の0.5％であります。

３. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

当社借入に
対する債務
保証

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

トイザラス・
インク

米国ニュー
ジャージー州

― 持株会社
（被所有）
間接47.96

兼任３名
経営ノウハ
ウ提供

関係内容議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

役員の兼任
等

事実上の関係
属性

会社等
の名称

資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

その他の
関係会社

法人主要
株主

住所 取引の内容

24,113百万円 持株会社
（被所有）
直接10.41

日本マクドナ
ルドホール
ディングス㈱

東京都新宿区 転籍３名

属性

役員

期末残高
（千円）

取引の内容
取引金額
（千円）

科目

関係内容

役員の兼任
等

事実上の関係

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

事業の内容
又は
職業

住所
資本金又は
出資金

会社等
の名称

科目
期末残高
（千円）役員の兼任

等
事実上の関係

関係内容

取引の内容

その他の
関係会社
の子会社

その他の
関係会社
の子会社

法人主要
株主の子
会社

取引金額
（千円）

事業の内容
又は
職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

属性
会社等
の名称

住所
資本金又は
出資金

ロイヤリティの
支払及びマーケ
ティングサポー
トフィーの受取

312,766未払金3,590,362
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 円 銭 １株当たり純資産額 円 銭

１株当たり当期純利益金額 円 銭 １株当たり当期純損失金額 円 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である
ため記載しておりません。

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益又は当期純損失（△） （千円）

　普通株主に帰属しない金額（千円）

  （うち、利益処分による役員賞与金）

　普通株主に係る当期純利益又は普通株式に係る当期純損失（△） 

　期中平均株式数（株）

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（千円）

  （うち、新株予約権（株））

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

―旧商法第280条ノ19第１項の規定による新株引受権の目的となる株
　式の数

―商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定による新株予約権の数 個 個

10,000

2,136,820

至 平成18年１月31日

△ 459,579

13

自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日

　普通株式増加数（株）

　　　　―

　　　　―

△ 459,579

　　　　―

34,300,954

　　　　―

70,000

　　　　―

34,301,954

　（千円）
2,126,820

(10,000)

1,023

―

当連結会計年度
自 平成17年２月１日

61

0062

88

12

前連結会計年度

当連結会計年度
自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日

前連結会計年度
自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日

73979

40

(70,000) 　　　　―

8,315

140,700 株 133,500 株

5,621
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（重要な後発事象）

   当社が賃借している店舗建物の所有者である株式会社セブンピラ １. 増資引受
 ーズに対し､京都地方裁判所において平成17年３月１日付で破産手続    平成18年２月20日開催の取締役会決議に基づき、平成18年３
 開始の決定がなされました｡同社に対する当社の債権は、敷金693百  月15日にトイザらス・ドット・コム　ジャパン株式会社の増資
 万円であります。  引受を行ないました。

 ①　増資引受の目的
     平成18年４月１日を期日とする当社と子会社であるトイザ
     らス・ドット・コム　ジャパン株式会社との合併に先立ち、
     トイザらス・ドット・コム　ジャパン株式会社の現状の債
     務超過状態を解消することを目的として、同社の増資を引
     受けることにより同社の資本を増強させるものであります。
 ②　増資引受額
     22億円

２. 子会社の合併
   子会社であるトイザらス・ドット・コム　ジャパン株式会社
   と当社は平成18年４月１日を合併期日として合併することに
   合意し、平成18年２月20日に合併契約書を締結いたしました。
 ①　合併の目的
     仕入購買業務、在庫管理、物流その他の管理業務を一体化
     することにより、当社グループ全体の資産効率及び業務効
     率の改善を図るものであります。
 ②　合併方式
     当社日本トイザらス株式会社を存続会社とする吸収合併
     （簡易合併)方式で、トイザらス・ドット・コム　ジャパ
     ン株式会社は解散します。
 ③　合併比率
     当社日本トイザらス株式会社は、トイザらス・ドット・
     コム　ジャパン株式会社の全株式を所有しており合併によ
     る新株式の発行及び資本金の増加ならびに合併交付金の支
     払は行ないません。
 ④　合併期日
     平成18年４月１日
 ⑤　その他重要な事項
     抱合株式償却により、利益剰余金が12億円減少する見込で
     あります。

前連結会計年度
自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日

当連結会計年度
自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日
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５．商品別売上高及び仕入実績５．商品別売上高及び仕入実績５．商品別売上高及び仕入実績５．商品別売上高及び仕入実績
（１）商品別売上高

　　　　　期　　　別

　　品　　　目 金額 （千円） 金額 （千円） 金額 （千円）

玩具 41,328,758 22.3 37,534,383 20.5 △ 3,794,375 -9.2

ベビー用品 49,943,113 27.0 52,520,856 28.7 2,577,743 5.2

スポーツ用品・自転車 13,441,424 7.3 12,159,326 6.6 △ 1,282,098 -9.5

エンタテインメント 52,757,429 28.5 53,079,564 29.1 322,135 0.6

そ の 他 26,188,387 14.1 25,792,375 14.1 △   396,012 -1.5

小計 183,659,113 99.2 181,086,505 99.0 △ 2,572,608 -1.4

1,516,267 0.8 1,793,185 1.0 276,918 18.3

185,175,381 100.0 182,879,691 100.0 △ 2,295,690 -1.2

 （注）１． 数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。
２． 上記金額には消費税等は含まれておりません。
３． 上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。

               ベビー用品･･････････紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料
            　 エンタテインメント･･テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル
               その他･･････････････教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上等

（２）商品別仕入高

　　　　　期　　　別

　　品　　　目 金額 （千円） 金額 （千円） 金額 （千円）

玩具 28,405,248 22.0 24,816,500 19.6 △ 3,588,748 -12.6

ベビー用品 34,721,168 26.9 36,835,169 29.1 2,114,001 6.1

スポーツ用品･自転車 8,056,862 6.2 7,310,341 5.8 △   746,521 -9.3

エンタテインメント 41,814,335 32.3 41,529,803 32.8 △   284,532 -0.7

そ の 他 16,343,414 12.6 16,125,937 12.7 △   217,477 -1.3

129,341,029 100.0 126,617,752 100.0 △ 2,723,277 -2.1

　(注) １． 数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。
２． 金額は仕入価格によって表示しております。
３． 上記金額には消費税等は含まれておりません。
４． 上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。

               ベビー用品･･････････紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料
               エンタテインメント･･テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル
               その他･･････････････教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上原価等

構成比
（％）

構成比
（％）

増減率
（％）

前連結会計年度
自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日

当連結会計年度
自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日

増減

合計

 賃貸料収入

合計

構成比
（％）

自 平成16年２月１日
前連結会計年度

至 平成17年１月31日

商品売上高

当連結会計年度
増減

商品仕入高

構成比
（％）

増減率
（％）

自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日
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