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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 1,633 △11.3 △126 ― △128 ―

17年９月中間期 1,842 △5.6 △143 ― △144 ―

18年３月期 4,014 △161 △182

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △32 ― △3 68

17年９月中間期 △352 ― △54 98

18年３月期 △552 △81 75

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 8,698,801株 17年９月中間期 6,402,381株 18年３月期 6,754,372株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 2,717 1,074 39.6 123 55

17年９月中間期 2,112 753 35.7 117 67

18年３月期 2,497 1,106 44.3 127 22

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,698,372株 17年９月中間期 6,400,552株 18年３月期 8,699,572株

②期末自己株式数 18年９月中間期 405,628株 17年９月中間期 399,448株 18年３月期 404,428株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 3,630 △130 △50

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）　　5円75銭

３．配当状況

・現金配当
 

１株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 0.00 0.00 0.00

19年３月期（実績） 0.00 －
0.00

19年３月期（予想） － 0.00
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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  169,015   125,376    274,965   

２　受取手形 ※４ 209,213   184,257    162,984   

３　売掛金  546,518   652,419    800,560   

４　たな卸資産  680,537   768,189    638,726   

５　短期貸付金  122,830   199,000    137,077   

６　その他 ※３ 30,981   54,792    30,611   

貸倒引当金  △126,506   △101,034    △121,503   

流動資産合計   1,632,589 77.3  1,883,001 69.3 250,411  1,923,422 77.0

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 128,189   122,244    122,964   

(2）土地  150,010   133,110    133,110   

(3）その他 ※２ 33,009   34,483    33,436   

有形固定資産合計  311,208  14.7 289,838  10.7 △21,370 289,511  11.6

２　無形固定資産  14,816  0.7 9,638  0.3 △5,178 12,220  0.5

３　投資その他の資産            

 　　 子会社株式  ―   336,800    211,800   

 長期営業債権  223,142   252,611    221,642   

破産更生債権等  20,349   7,141    10,012   

その他  175,175   215,512    186,001   

貸倒引当金  △264,740   △277,304    △272,264   

投資損失引当金  ―   ―    △84,800   

投資その他の資産合
計

 153,925  7.3 534,760  19.7 380,834 272,391  10.9

固定資産合計   479,951 22.7  834,238 30.7 354,286  574,122 23.0

資産合計   2,112,541 100.0  2,717,239 100.0 604,698  2,497,545 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形  189,321   282,273    140,397   

２　買掛金  326,700   218,308    347,286   

３　短期借入金 ※１ 445,000   755,000    470,000   

４　未払法人税等  6,643   5,620    10,347   

５　賞与引当金  32,502   29,173    27,241   

６　返品引当金  172,235   144,124    189,339   

７　その他  109,118   136,112    133,971   

流動負債合計   1,281,522 60.6  1,570,614 57.8 289,091  1,318,583 52.8

Ⅱ　固定負債            

１　繰延税金負債  6,321   10,045    9,864   

２　退職給付引当金  47,476   55,490    48,034   

３　役員退職慰労引当金  16,100   700    7,800   

４　その他  7,951   5,713    6,511   

固定負債合計   77,849 3.7  71,949 2.6 △5,899  72,211 2.9

負債合計   1,359,372 64.3  1,642,564 60.4 283,192    
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   676,000 32.0  ― ― ―  952,480 38.1

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  236,500   ―    510,676   

２　その他資本剰余金  245,808   ―    245,808   

資本剰余金合計   482,308 22.8  ― ― ―  756,484 30.3

Ⅲ　利益剰余金            

　　中間（当期）未処理
損失

 △305,828   ―    △506,029   

利益剰余金合計   △305,828 △14.4  ― ― ―  △506,029 △20.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  9,214 0.4  ― ― ―  14,378 0.6

Ⅴ　自己株式   △108,524 △5.1  ― ― ―  △110,564 △4.4

資本合計   753,169 35.7  ― ― ―  1,106,750 44.3

負債資本合計   2,112,541 100.0  ― ― ―  2,497,545 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   ― ―  952,480 35.1 ―  ― ―

 　２　資本剰余金            

 　　(1）資本準備金  ―   510,676    ―   

 　　(2）その他資本剰余　
　
         金

 ―   245,808    ―   

 　　　資本剰余金合計   ― ―  756,484 27.8 ―  ― ―

 　３　利益剰余金            

 　　(1）その他利益剰余
　　　 　金

 ―       ―   

 　　　　繰越利益剰余金  ―   △538,066    ―   

 　　　利益剰余金合計   ― ―  △538,066 △19.8 ―  ― ―

 　４　自己株式   ― ―  △110,865 △4.1 ―  ― ―

 　　　　株主資本合計   ― ―  1,060,032 39.0 ―  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等            

 　１　その他有価証券　　
　　　
　　　 評価差額金

  ― ―  14,642 0.6 ―  ― ―

 　　評価・換算差額等　　
　　 合計

  ― ―  14,642 0.6 ―  ― ―

 　　純資産合計   ― ―  1,074,675 39.6 ―  ― ―

 　　負債純資産合計   ― ―  2,717,239 100.0 ―  ― ―
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,842,184 100.0  1,633,166 100.0 △209,018  4,014,409 100.0

Ⅱ　売上原価   1,294,835 70.3  1,045,650 64.0 △249,184  2,822,770 70.3

返品引当調整
前売上総利益

  547,349 29.7  587,515 36.0 40,166  1,191,639 29.7

返品引当金戻
入額

  143,683 7.8  189,339 11.5 45,656  143,683 3.6

返品引当金繰
入額

  172,235 △9.3  144,124 △8.8 △28,110  189,339 △4.7

売上総利益   518,797 28.2  632,730 38.7 113,932  1,145,983 28.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  662,480 36.0  759,202 46.4 96,722  1,307,133 32.6

営業損失   143,682 △7.8  126,471 △7.7 17,210  161,149 △4.0

Ⅳ　営業外収益            

受取利息  279   1,575    117   

その他 ※１ 7,845 8,124 0.4 9,668 11,243 0.7 3,119 17,800 17,917 0.4

Ⅴ　営業外費用            

支払利息  4,116   6,870    9,139   

その他 ※２ 5,310 9,426 0.5 6,126 12,997 0.8 3,570 30,274 39,414 1.0

経常損失   144,984 △7.9  128,224 △7.8 16,759  182,646 △4.5

Ⅵ　特別利益 ※３  41,748 2.3  99,828 6.1 58,080  67,178 1.7

Ⅶ　特別損失
※４
※５

 244,220 13.3  ― ― △244,220  428,832 10.7

税引前中間(当
期）純損失

  347,456 △18.9  28,396 △1.7 319,059  544,300 △13.5

法人税、住民
税及び事業税

 4,546   3,641    7,902   

法人税等調整額  ― 4,546 0.2 ― 3,641 0.2 △905 ― 7,902 0.2

中間(当期）純
損失

  352,002 △19.1  32,037 △1.9 319,965  552,202 △13.7

前期繰越利益   46,173   ―    46,173  

中間(当期）未
処理損失

  305,828   ―    506,029  
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　(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
952,480 510,676 245,808 756,484 △506,029 △506,029 △110,564 1,092,371

中間会計期間中の変動額

中間純損失     △32,037 △32,037  △32,037

自己株式の取得       △301 △301

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― ― △32,037 △32,037 △301 △32,338

平成18年９月30日　残高

（千円）
952,480 510,676 245,808 756,484 △538,066 △538,066 △110,865 1,060,032

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
14,378 14,378 1,106,750

中間会計期間中の変動額

中間純損失   △32,037

自己株式の取得   △301

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
263 263 263

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
263 263 32,074

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,642 14,642 1,074,675
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　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当中間会計期間
（自　平成18年4月1日
至　平成18年9月30日）

前事業年度
（自　平成17年4月1日
至　平成18年3月31日）

　当社は、当中間会計期間においても、126百万円の営業

損失及び32百万円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・

フローは引き続きマイナスとなりました。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

当社は、当該状況を解消すべく、以下も含めた経営改革を

実行してまいります。

 当社は、当事業年度において、161百万円の営業損失及び

552百万円の当期純損失を計上し、4期連続で営業キャッ

シュ・フローもマイナスとなりました。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

当社は、当該状況を解消すべく、以下も含めた経営改革を

実行してまいります。

  １．収益性の改善

（1）カーライフ事業部は、人員の効果的な再配置により、

営業利益段階で黒字化を達成することは出来ましたが、計

画していました売上には至りませんでした。更なる販売強

化に努めるとともに、製品アイテム数の削減による効率化

も継続してまいります。

（2）今期特販事業部を新設いたしましたが人員の拡充が

計画通り進まず、計画しておりました売上には至りません

でした。今後は、カーライフ事業部における特販チームと

して、カーライフ事業部とのシナジーを効かせ引き続きベ

ンダー事業の差別化と拡大およびOEM事業の拡大を図って

まいります。

（3）e-LIFE事業部（旧雑貨事業部）は、人員補強により

売上高は前年に比べ伸張したものの、新製品の投入が遅れ

るなど計画していた売上高には至りませんでした。今後は、

新製品を計画通り市場に投入することで売上の達成に努め

てまいります。

（4）引き続き、人件費を含めた経費の削減に努めてまい

ります。

  ２．資金の安定化

前期に債務超過に陥りました子会社であるタカラインデッ

クスeRラボ株式会社は、平成18年5月の第三者割当増資254

百万円（当社割当額125百万円）により債務超過を解消す

るとともに、当社は、同社へ195百万円の貸付を行い資金

の安定化をはかりました。

  ３．事業の再構築のための外部支援受け入れ

株式会社リヴァンプと平成18年3月31日に締結した業務委

託契約に基づき、株式会社リヴァンプより取締役1名他を

受け入れました。当該取締役は、グループ会社を統括し、

グループ全体の戦略を担う経営戦略室を担当しております。

引き続きリヴァンプの企業ネットワーク及び人的ネット

ワークを活用し、リヴァンプの支援の下で事業の再構築を

進めてまいります。

中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を反映しておりません。

  １．収益性の改善

（1）カーライフ事業部の損益改善のために、営業人員を

効果的に他の事業部に再配置し、現状の売上高で営業利益

が出る体制にいたします。また、製品アイテム数の削減に

より効率化を図ります。

（2）売上高拡大のために、特販事業部を新設しベンダー

事業の差別化と拡大およびOEM事業の拡大を図ります。

（3）雑貨事業部の強化のために、カーライフ事業部から

人員を補強し売上高の拡大を目指します。

（4）人件費を含めた経費削減を進めてまいります。

  ２．資金の安定化

債務超過に陥った子会社であるタカラインデックスｅＲラ

ボ株式会社の財務支援を行うために、平成18年5月16日に

第三者割当増資125百万円を引受け、その後平成18年6月19

日に一時的に同子会社へ125百万円を貸付けております。

当該資金は、株式会社タカラトミーから平成18年5月17日

に調達した借入金300百万円で賄い、残額50百万円および

同貸付金の回収後資金は運転資金として活用する予定であ

ります。また、タカラインデックスｅＲラボ株式会社が企

画している新規事業については、外部資金を導入すること

により資金の安定化を進めてまいります。

  ３．グループ経営管理体制の充実

平成18年2月に子会社化したグループ会社3社を統括し、グ

ループ全体の戦略を担当する経営戦略室を新たに設置し、

グループのシナジー効果を出すための経営管理体制を新た

に構築するとともに、迅速な意思決定を行ってまいります。

  ４．事業の再構築のための外部支援受け入れ 

株式会社リヴァンプと平成18年3月31日に経営改革支援に

関する業務委託契約を締結し、リヴァンプの企業ネット

ワーク及び人的ネットワークを活用し、リヴァンプの支援

の下で事業の再構築を進めてまいります。

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を反映しておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

 　　　子会社株式

 　　　　　――――――

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

 　　　子会社株式

 　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

 　　　子会社株式

 　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2)デリバティブの評価基準及び評価

方法 

 ―――――――

(2)デリバティブの評価基準及び評価

方法 

 ―――――――

(2)デリバティブの評価基準及び評価

方法 

 時価法によっております。

　　

(3）たな卸資産

　総平均法による原価法によって

おります。

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

主な耐用年数：

建物

３年～50年

工具器具及び備品

２年～15年

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却をしております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、回収不能見込額を計上し

ております。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

ａ　一般債権

　貸倒実績率法によっておりま

す。

  ａ　一般債権

同左　

  ａ　一般債権

 同左　

ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生債

権等

　個別の債権ごとに回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生

    債権等

 同左

ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生

    債権等

 同左
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づいて計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）返品引当金

　販売した製品の返品による損失

に備えるため、経験率に基づいて

算出した返品見込額のうちの売買

利益相当額並びに損傷製品につい

ては廃棄処分見込額又は再生時に

生ずる解体損失見込額を引当計上

しております。

(3）返品引当金

同左

(3）返品引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に充てるため

当中間会計期間末における退職給

付債務額（簡便法による）から、

特定退職金共済制度による給付額

を控除した残高を計上しておりま

す。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に充てるため

期末における退職給付債務額（簡

便法による）から、特定退職金共

済制度による給付額を控除した残

高を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を引当計上しております。

　平成17年６月21日開催の定時株

主総会において、本総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃

止し、本総会において再任される

各取締役及び監査役に対し、本総

会終結の時までの在任期間に対応

した役員退職慰労金の打ち切り支

給を決議いたしました。また、再

任される役員に対する役員退職慰

労金は、それぞれの退任時に支給

することといたしました。

　これにより、定時株主総会終結

時より役員退職慰労引当金の繰入

を取り止めるとともに、定時株主

総会時における役員退職慰労引当

金残高22,000千円のうち、当期中

に5,900千円の目的取崩を実施し、

支給予定額16,100千円を引当計上

しております。

 　(6）　　―――――――

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を引当計上しております。

　平成17年６月21日開催の定時株

主総会において、本総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃

止し、本総会において再任される

各取締役及び監査役に対し、本総

会終結の時までの在任期間に対応

した役員退職慰労金の打ち切り支

給を決議いたしました。また、再

任された役員に対する役員退職慰

労金は、それぞれの退任時に支給

することといたしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 　(6）　　―――――――

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額を引当計上しております。

　平成17年６月21日開催の定時株

主総会において、本総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃

止し、本総会において再任される

各取締役及び監査役に対し、本総

会終結の時までの在任期間に対応

した役員退職慰労金の打ち切り支

給を決議いたしました。また、再

任される役員に対する役員退職慰

労金は、それぞれの退任時に支給

することといたしました。

　これにより、定時株主総会終結

時より役員退職慰労引当金の繰入

を取り止めるとともに、定時株主

総会時における役員退職慰労引当

金残高22,000千円のうち、当期中

に14,200千円の目的取崩を実施し、

支給予定額7,800千円を引当計上し

ております。

(6）投資損失引当金

　子会社の投資に係る損失に備え

るため当該会社の財政状態を勘案

して、必要額を計上しております。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

するものと認められるもの以外の

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。

４　リース取引の処理方法

同左

４　リース取引の処理方法

同左

５　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない預入日から３ヶ月以内に

満期日の到来する定期預金からなり

ます。

 ５　　　 ―――――――  ５　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない預入日から３ヶ月以内に

満期日の到来する定期預金からなり

ます。

６　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜き方式によっておりま

す。

６　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

６　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（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）

　当中間会計期間より、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

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。

 当期より、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」（企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これにより営業損失は1,791千円減少、

経常損失は3,006千円減少し、税引前中

間純損失は239,900千円増加しておりま

す。

これにより営業損失は2,296千円減少、

経常損失は3,000千円減少し、税引前当

期純損失は239,905千円増加しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

 なお、減損損失累計額については、各

資産の金額から直接控除しております。

   

 ――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 ―――――――――

 

 　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は1,074,675千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表） ――――――――

 　前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「短期貸付金」（前中間会計期間　

　　8,400千円）は、資産総額の100分の５超となったため、

当中間会計期間より区分掲記しております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　担保資産

担保に供されている資産

※１　担保資産

担保に供されている資産

※１　担保資産

担保に供されている資産

建物 27,641 千円

土地 63,707  

合計 91,348  

建物 26,441 千円

土地 63,707  

合計 90,148  

建物 26,938 千円

土地 63,707  

合計 90,645  

上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容

運転資金

（短期）借入金
250,000 千円

短期借入金 250,000 千円 運転資金

（短期）借入金
250,000 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

342,465 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

     364,611 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

  348,582 千円

※３　消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産「その他」に含めて表

示しております。 

※３　消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産「その他」に含めて表

示しております。 

 ※３　　　――――――――

 ※４　　　――――――――

 

※４　中間期末日満期手形

　　 　中間期末日満期手形の会計処理は、手

     形交換日をもって決済処理しておりま

     す。なお、当中間会計期間の末日は金融

     機関の休日であったため、次の中間期末

     日満期手形が中間期末残高に含まれてお

     ります。

受取手形 65,485 千円

 

 ※４　　　――――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益その他の主要項目 ※１　営業外収益その他の主要項目 ※１　営業外収益その他の主要項目

受取配当金 983 千円

賃貸収入 4,977  

版権収入 1,334  

受取配当金 905 千円

賃貸収入 4,747  

保険払戻益 1,932  

受取配当金 1,854 千円 

賃貸収入 9,885  

※２　営業外費用その他の主要項目 ※２　営業外費用その他の主要項目 ※２　営業外費用その他の主要項目

賃貸費用 1,719 千円

為替差損 3,022  

固定資産除却損 471  

賃貸費用 1,666 千円

為替差損 2,291  

保険解約損 1,338  

買収関連費用 20,000 千円 

賃貸費用 3,576  

為替差損 366  

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 41,748 千円 投資損失引当金戻入益 84,800 千円

貸倒引当金戻入益 12,695  

投資有価証券売却益 8,257 千円

貸倒引当金戻入益 58,921  

※４　特別損失の主要項目  ※４　　　―――――――― ※４　特別損失の主要項目

減損損失 242,906 千円

投資有価証券評価損 1,164  

減損損失 242,906 千円

投資損失等引当金

繰入額
106,358  

棚卸資産処分損 66,428  

商号変更費用 11,529  

投資有価証券売却損 1,609  

 ※５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。

用途 場所 種類
金額

(千円)

事業用

資産

 

 

 

大阪府 土地 92,640

豊中市 建物 3,002

 構築物 11

 
工具器具備

品
134

 電話加入権 362

  リース資産 4,564

  　計 100,715

賃貸用

不動産

 

 

東京都  土地 111,709

世田谷区

他１件
建物 1,127

 　計 112,836

遊休資

産

 

栃木県 土地 24,385

下都賀郡 建物 3,880

 構築物 758

  
工具器具備

品等
330

  計 29,354

　減損損失の算定にあたっては、事業用資産に

ついては本支店・営業所別、賃貸用不動産およ

び遊休資産については個別物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。 

　近年、土地の市場価格の下落により、上記資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しました。

　なお、回収可能価額は、事業用資産、遊休資

産については、不動産鑑定評価書を基準とした

正味売却価額で、賃貸用不動産については、不

動産収益率を4.5%と見込んだ使用価値により測

定しております。

 ※５　　　――――――――  ※５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。

用途 場所 種類
金額

(千円)

事業用

資産

 

 

 

大阪府 土地 92,640

豊中市 建物 3,002

 構築物 11

 
工具器具備

品
134

 電話加入権 362

  リース資産 4,564

  　計 100,715

賃貸用

不動産

 

 

東京都  土地 111,709

世田谷区

他１件
建物 1,127

 　計 112,836

遊休資

産

 

栃木県 土地 24,385

下都賀郡 建物 3,880

 構築物 758

  
工具器具備

品等
330

  計 29,354

　減損損失の算定にあたっては、事業用資産に

ついては本支店・営業所別、賃貸用不動産およ

び遊休資産については個別物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。 

　近年、土地の市場価格の下落により、上記資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しました。

　なお、回収可能価額は、事業用資産、遊休資

産については、不動産鑑定評価書を基準とした

正味売却価額で、賃貸用不動産については、不

動産収益率を4.5%と見込んだ使用価値により測

定しております。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 15,410 千円

無形固定資産 4,536  

有形固定資産 16,028 千円

無形固定資産 2,581  

有形固定資産 36,727 千円

無形固定資産 7,133  

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 404,428 1,200 ― 405,628

合計 404,428 1,200 ― 405,628

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,200株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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①　リース取引

 　 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成17年９月30日現在）

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券で時価のあるもの    

株式 74,732 90,268 15,536

合計 74,732 90,268 15,536

 （注）　「債券」「その他」の有価証券はありません。

その他有価証券で時価のある株式について1,164千円減損処理を行っております。

 

２　時価評価されていない有価証券（平成17年９月30日現在）

その他有価証券

重要性が乏しいため記載を省略しております。

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

③　デリバティブ取引

　前中間会計期間において、当社はデリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。

④　持分法損益等

　前中間会計期間及び前事業年度は、関連会社がないため、記載しておりません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 117円67銭    123円55銭    127円22銭

１株当たり中間（当期）純損失 54円98銭   3円68銭 　81円75銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、１株当たり中間純

損失を計上することとなっ

たため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、１株当たり中間純

損失を計上することとなっ

たため記載しておりません。

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、１株当たり当期純

損失を計上することとなっ

たため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純損失金

額
   

中間（当期）純損失金額（千円） 352,002 32,037 552,202

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純損

失金額（千円）
352,002 32,037 552,202

普通株式の期中平均株式数（株） 6,402,381 8,698,801 6,754,372

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要

平成12年６月28日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（自己株式取得方式）

普通株式　　60,000株  

  

 

平成16年６月24日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（新株予約権）

普通株式　　 285,000株

平成12年６月28日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（自己株式取得方式）

平成18年６月28日付で行

使期間終了済

 

平成16年６月24日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

普通株式　　 238,000株

 

平成12年６月28日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（自己株式取得方式）

普通株式　51,000株  

 

 

平成16年６月24日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（新株予約権）

普通株式 　　244,000株

 

 ―

 

平成17年６月21日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（新株予約権）

潜在株式の数  86,000株

 

 

 ―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

事業再構築について

平成17年11月30日の取締役会におい

て、事業再構築方針のもと、以下の

Ⅰ～Ⅳについて決議いたしました。
 
 Ⅰ．業務提携基本合意書の締結

　当社は、当社のライフエンター

テインメント事業と同事業の主要

部門である雑貨事業の拡大の一環

として、相互の商材・キャラク

ター等の供給先、販売先として協

調し販売シェア拡大とノウハウ共

有によるシナジーが見込める３社

との業務提携の基本合意書を締結

することを決議し、同日基本合意

書を締結いたしました。 

　業務提携先と主な事業内容につ

いては次のとおりです。

1) ㈱セガトイズ

玩具製品の企画、開発及び販売

2) ㈱ネクストジャパン

時間消費型会員制複合レジャー

施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」直

営店舗及びフランチャイズ本部

の運営

3) システムサービス㈱

玩具・雑貨の卸売業、アミュー

ズメントセンター経営
 
Ⅱ．第三者割当による新株式発行に関

する計画

　当社の企業体力の強化と当社連

結グループとしての収益力強化の

ために、臨時株主総会の特別決議

を前提とした第三者割当による新

株式発行に関する計画を決議いた

しました。

　発行要領については次のとおり

であります。

1) 発行新株式数（普通株式）

 2,304,000株

2) 発行価額　 １株につき 239円

3) 発行価額の総額 

 550,656,000円

4) 資本組入額  １株につき120円

5) 割当先 

① ㈱セガトイズ
（業務提携先）

209,000株

② ㈱ネクストジャパン
（業務提携先）

419,000株

 　　　　―――――――― （１）平成17年６月21日開催の第43期

　　　定時株主総会決議に基づき、平

　　　成18年４月28日開催の取締役会

　　　において、当社の取締役、監査

　　　役及び従業員に対し、ストック

　　　オプションとして新株予約権86

　　　個を付与いたしました。内容は

　　　以下のとおりであります。

　　①新株予約権の目的となる株式の

　　　種類及び数

　　　普通株式　　86,000株

　　②新株予約権の発行価額

　　　無償

　　③権利行使時の1株当たり払込金額

　　　426円

　　④新株予約権の行使期間

　　　平成19年6月22日から平成21年6

　　　月21日までとする。

（２）平成18年３月22日開催の取締役

　　　会決議に基づき、平成18年４月7

　　　日に子会社であるタカラインデ

　　　ックスｅＲラボ株式会社へ20百

　　　万円を貸付けております。

（３）平成18年4月28日開催の取締役会

　　　において、子会社であるタカラ

　　　インデックスｅＲラボ株式会社

　　　の第三者割当増資125百万円の引

　　　受け並びに同子会社へ125百万円

　　　を貸付けることを決議し、平成

　　　18年５月16日に同子会社の第三

　　　者割当増資125百万円を引受け、

　　　その後平成18年6月19日に一時的

　　　に同子会社へ125百万円を貸付け

　　　ております。

（４）平成18年４月28日開催の取締役

　　　会において、株式会社タカラト

　　　ミーから300百万円を借入れるこ

　　　とを決議し、平成18年５月17日

　　　に同社から300百万円を借入れて

　　　おります。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 
③ システムサービス㈱
（業務提携先）

419,000株

④ FPFテクノロジー投資事業組合

419,000株

⑤ 投資事業有限責任組合ジェフ
リーズ・ジャパン・エクイ
ティ・ファンド

419,000株 

⑥ 日本マスター・トラスト信託銀
行（信託口）

249,000株 

⑦ 日本トラスティ・サービス信託
銀行（信託口）

79,000株 

⑧ Nominee Morgan Stanley&Co.
 International Limited

55,000株 

⑨ 資産管理サービス信託銀行（証
券投資信託口）

36,000株 

6) 資金の使途

　タカラ子会社の取得費用と

運転資金に充当する予定であ

ります。

7) 発行条件

　平成18年２月開催予定の臨時

株主総会の決議を発行条件とい

たします。
 

Ⅲ．タカラ子会社を当社の子会社と

することに関する基本合意書の

締結

　タカラグループのなかで当社事

業に相乗効果を発揮できるタカラ

の子会社を当社の子会社とするこ

とにつきタカラと協議することの

基本合意書を締結することを決議

し、同日基本合意書を締結いたし

ました。

　タカラ子会社の名称と主な事業

内容、平成17年３月期売上高・当

期純損失、平成17年３月31日現在

の資産合計・負債合計・資本合計

は次のとおりです。

1) アステージ㈱

DIY・園芸用品等の企画販売

売上高　　　4,596百万円

当期純損失　　359百万円

資産合計　　3,602百万円

負債合計　　3,144百万円

資本合計　　  457百万円
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 
2) ㈱エー・ジー

玩具・ホビー用品・家庭用品の

輸入製造卸及び輸入業

売上高　　　2,196百万円

当期純損失　　106百万円

資産合計　　1,209百万円

負債合計　　1,136百万円

資本合計　　 　72百万円

3) プラマイゼロ㈱

家電・雑貨の企画・製造・販売 

売上高　　　　217百万円 

当期純損失　　694百万円

資産合計    　406百万円

負債合計　　　641百万円

資本合計  　△235百万円

4) タカラインデックスラボ㈱

商品及びビジネスモデルの企画

開発

売上高　　　　 10百万円

当期純損失　　 52百万円

資産合計     　89百万円

負債合計　　　  0百万円

資本合計     　89百万円
 

Ⅳ．新設分割による持株会社体制を

前提とする企業再編方針

　当社は、ライフエンターテイン

メント事業を独自に展開する企業

としてタカラグループのなかで相

乗効果を発揮できる企業を結集し、

当社連結グループ化する予定でお

りますが、統一された経営方針の

もとでグループ事業を統括し、運

営の効率化を図る組織として、現

在の当社から事業部門を担う事業

会社を新設分割にて完全子会社化

し、当社を持株会社化することに

より、各社における意思決定の迅

速化、各事業の経営成績の明確化、

事業の参入・撤退等事業再編の決

定の容易さ等の利点を活かすこと

を目指す方針を決議いたしまし

た。 
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