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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （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 2,568 － △308 － △344 －
17年９月中間期 － － － － － －
18年３月期 － － －

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年９月中間期 △181 － △20 83 － －
17年９月中間期 － － － － － －
18年３月期 － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △115百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 8,698,801株 17年９月中間期 －株 18年３月期 6,754,372株

③会計処理の方法の変更 無

④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。

⑤平成17年９月中間期は、連結子会社がないため中間連結財務諸表は作成しておりません。

⑥平成18年３月期は、期末日が連結子会社の支配獲得日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみが連結対象であるため作成しておりません。

(2）連結財政状態 （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 3,610 1,158 28.6 118 63
17年９月中間期 － － － － －
18年３月期 3,473 1,213 34.9 139 45

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

②平成17年９月中間期は、連結子会社がないため中間連結財務諸表は作成しておりません。

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年９月中間期 △324 △250 423 282
17年９月中間期 － － － －
18年３月期 － － － －

（注）①平成17年９月中間期は、連結子会社がないため中間連結財務諸表は作成しておりません。

②平成18年３月期は、期末日が連結子会社の支配獲得日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみが連結対象であるため作成しておりません。

(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 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ２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） ２社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（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 6,300 △200 △50

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）　　5円75銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の5ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社、子会社３社及び関連会社２社で構成されております。カー用品、生活雑貨、家電、アウ

トドアスポーツに至るまでの幅広い領域の事業を展開しております。

　また、当社グループは、当社の議決権所有割合の13.88％を所有する株式会社タカラトミー（東証１部：7867　

代表取締役社長富山幹太郎／東京都葛飾区　以下タカラトミー）を中心とする企業グループに属しております。タ

カラトミーグループは、玩具を中核の事業領域としておりますが、当社グループは、タカラトミーの関連会社とし

て、玩具とは異なる切り口での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の発展を目指してお

ります。

 当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

２．経営方針

(1)会社の経営の基本方針

　当社グループは、遊び心をキーワードとしたライフエンターテインメントビジネスとして、従来のカー用品事業

の安定基盤構築を推進するとともに、平成17年４月にタカラより事業移管を受けたキャラクター雑貨事業を拡充す

ることにより両基幹事業の業容拡大をベースとした経営数値の底上げを図り、更には新しい周辺事業領域の展開も

視野に入れつつ新しい企業像を確立することにより固有の価値を創造し、株主・顧客をはじめステークホルダーの

皆様に認知され、満足していただけることを基本方針といたしております。

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

　当社は、誠に遺憾ながら平成14年３月期から平成18年３月期まで無配を続けており、平成19年３月期においても

最終赤字を見込んでおります。現状では会社体質強化のため内部留保に努めることが不可欠と判断いたしておりま

すが、早期に収益基盤を確立するため全社一丸となって会社業績の向上を期す所存であります。それにより株主へ

の利益還元を第一とし、将来の事業展開と経営体質強化のための必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継

続できるようにすることを目指しております。
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　また、当社は、従業員等のモチベーションのアップによる会社業績の向上が株価に反映されることにより株主の

皆様の利益に直結するとの意図のもとに、当社役員及び従業員等に対し旧商法の規定に基づくストックオプション

の付与を行っております。

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の流動性向上と個人株主の増加を重要課題と認識いたしておりますが、最近の当社株価水準か

らして、当社といたしましては現状のところ投資単位の引下げの措置を必要とするには至っていないと考えており

ます。但し、将来におきましては必要に応じ引下げも検討していく所存であります。

 

(4)目標とする経営指標 

　目標とする経営指標としては、売上高経常利益率5％、株主資本当期純利益率10％の2つの経営指標を掲げており

ます。

 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

　当社は、経営の基本方針に基づき、開発部門の強化を図り、エンターテインメント性を付加し他社に先駆けたカー

用品と雑貨の新製品を間断なく開発・投入して他社との差別化を推進し、カー用品事業の安定化と新規事業である

雑貨事業の育成と早期の拡充を柱とした業容拡大による業績の向上と収益力の回復に注力してまいります。具体的

には、目標とする経営指標を達成し、これにより安定した経営基盤を再構築し、株主や顧客の皆様の信頼を得て、

事業展開のための内部留保に留意しつつ株主の皆様への積極的な利益還元を目指してまいります。

 

(6)会社の対処すべき課題 

　当社が関係するカー用品業界は、新車標準装備アイテムが増加するなど、マーケットが伸びないという厳しい経

営環境が続いております。当社としては、こうした環境下、利益を出せる体質にするために改革をしていく必要に

迫られております。このような状況下、当社が対処すべき課題は、①現行事業の再構築、②財務体質の改善・強化、

③グループ経営移行のための管理体制の強化、④人材の育成があげられます。

 ① 現行事業の再構築

　厳しい事業環境下、利益が出る体質を構築するために、改革を行ってまいります。その一環として、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おります。

 ② 財務体質の改善・強化

　当社グループの事業拡大のためには、手元流動資金の確保が必要となります。そのために、資金調達を行い、手

元流動性を高めてまいります。

 ③ グループ経営移行のための管理体制の強化

　当社は、タカラトミーの関連会社として、玩具とは異なる切り口での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の発展を目指し、同事業の拡大に相乗効果を発揮できる企業を子会社化し、当社をその中核企

業としたライフエンターテインメント事業のグループを形成しております。これらグループ会社の統括及びグルー

プ全体の管理については、経営戦略室を中心として、グループのシナジー効果を出せる体制を構築するとともに、

迅速な意思決定を行ってまいります。

 ④ 人材の育成

　当社は、人が財産であり、人材の育成と登用が今後の当社発展のための重要課題であると認識しております。そ

のため、人事制度の改革を進め、目標と成果に応じた公正な人事評価制度を導入し、従業員の活性化を進めてまい

ります。

 

(7)親会社等に関する事項  

①親会社等の商号等 

 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が

上場されてる証券取引所等

 株式会社タカラトミー
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 

13.88

（－）

 株式会社東京証券取引所　

 市場第一部

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（）内は、間接所有割合で内数であります。 

②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 

 当社は、タカラトミーの関連会社であり、同社は当社の議決権の13.88％を所有しております。同社を中心とする

企業グループは、玩具を中核の事業領域としておりますが、当社グループは、タカラトミーの関連会社として、そ
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の他の事業の位置づけとなっております。タカラトミーグループに属することによる事業上の制約、リスクについ

ては特になく、同社グループのネットワークを活用することにより、当社の業績拡大を図る上でプラス要素となっ

ております。

　人的関係においては、事業シナジー効果を高めるため及び監査体制の充実のため、同社代表取締役副社長１名及

び監査役１名が当社の取締役及び監査役を兼務しておりますが、同社からの提案に関しては、特別利害関係者を除

外して決議することはもちろんのこと、必要に応じて外部機関による客観的評価を得た上で、取締役会において審

議しており、経営の独立性が保たれているものと認識しております。

 （役員の兼務状況）

役職 氏名
  親会社等又はそのグループ

  企業での役職
就任理由

　取締役会長 佐藤　慶太 
  株式会社タカラトミー

  代表取締役副社長 

  経営情報の交換等により事業シナジー効

  果を高めるため当社から就任を依頼 

　監査役 野上　順
  株式会社タカラトミー

　監査役

  当社の監査体制充実のため当社から就任

　を依頼

 　　　（注）　当社の取締役７名、監査役４名のうち、親会社等との兼任役員は当該２名のみであります。

③親会社等との取引に関する事項

　タカラトミーからの借入については、市場金利を勘案して交渉のうえ一般的取引条件と同様に決定しております。

また、同様にタカラトミーからの商品の購入についても、市場価格を勘案して当社の希望価格を提示し、価格交渉

のうえ一般的取引条件と同様に決定しております。

 

(8)その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態

 (1) 経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高による材料価格の高騰、ゼロ金利解除等の国内経済に及ぼす

懸念材料がありましたが、好調な企業収益により設備投資が堅調に推移し、また、個人消費も緩やかに増加するな

ど景気は回復基調で推移しました。当社の主力市場のカー用品業界においては、新車標準装備アイテム増加の影響

でアフターマーケットは依然厳しい状況が続いております。このような状況の下で、当社グループは、収益力の回

復を図るべく事業の再構築、財務体質の強化、グループ経営管理体制の強化等に取り組んでおりますが、当中間連

結会計期間における業績は、売上高2,568百万円、経常損失344百万円となり、連結子会社であるタカラインデック

スｅＲラボ株式会社における償却済資産の精算益、タカラインデックスｅＲラボ株式会社及び持分法適用会社であ

る株式会社ＳＥＥＢＯＸの持分変動利益等の特別利益を計上した結果、中間純損失は181百万円となりました。

 

　事業別の業績は、次のとおりであります。

〔カー用品事業〕　

　「ローリングイルミ」、「リボンステッカー」等が話題となり、併せてアクセサリー等の新製品が好調に推移し

たものの、当社主力製品である「ウインドーフィルム」、「ドレスアップカーテン」等が計画比未達となり、総じ

て低調な結果となりました。これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は1,125百万円、営業利益は97百万円と

なりました。

〔雑貨事業〕

　「キックボード」、「ヒーリーズ」等のアウトドア用品や曲に合わせてタップを踏んで踊る「リトルタップス」

が好調に推移したものの、新規製品の開発が予定通り進まず、強力なヒット製品を生み出すことができなかったこ

とから当初計画比大幅な未達を余儀なくされました。これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は1,283百万円、

営業損失は113百万円となりました。

〔家電事業〕

　主力製品である「加湿器Ver.3」、「２.５Ｒシリーズ」等の新製品の投入が下期にずれ込んだ他、電話機の需要

予測の見誤り等があり、当初計画比で未達となりました。これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は172百万

円、営業損失は102百万円となりました。

 

　以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は2,568百万円となりました。
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(2) 財政状態

  当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物残高は282百万円で、前年度末比151百万円減少しております。

これを主な要因別に述べますと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）

　当中間連結会計期間における営業活動による資金収支は324百万円減少しました。主な要因は、税金等調整前中

間純損失164万円に対して減価償却費が43百万円増加、売上債権が121百万円増加いたしましたが、返品引当金が

45百万円、たな卸資産が78百万円、未収入金が184百万円それぞれ減少となり資金収支の減少となりました。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動による資金収支は250百万円減少いたしました。主な要因は、貸付金の回

収139百万円に対して、新たな貸付による支出90百万円、金型等の有形固定資産の取得による支出16百万円、取引

先株式の取得による支出263百万円により、資金収支の減少になりました。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動による資金収支は423百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金

の増加296百万円、少数株主への株式の発行による収入127百万円によるものであります。

 

 なお、当中間連結会計期間より中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期との比較

分析は行っておりません。

 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成18年３月期

 自己資本比率（％） － 28.6 －

 時価ベースの自己資本比率（％） － 40.0 －

 債務償還年数（年） － － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

時価ベースの自己資本比率：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×期末発行済株式数により算出しております。

※　当中間期の債務償還年数（年）及びインタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）は、営業キャッシュ・フロー

　　がマイナスであるため記載しておりません。

 

(3) 通期の見通し

　当期における経済見通しにつきましては、原油高による材料価格の高騰、長期金利の上昇、為替の変動等、景気

拡大を阻害する要因が残存するものの、企業収益が好調に推移し、個人消費も緩やかに増加するなど景気は回復基

調で推移することが予想されますが、当社の主力市場のカー用品業界においては、依然厳しい状況が続く見込みで

あります。

　カー用品部門は、前期比で若干下回るものの、イルミネーション機能のある「アブロス」、「ドレスアップカー

テン」等の定番ラインをベースに売上を見込んでおり、加えて春先の新製品の投入等、大手カーショップとの事前

商談やホームセンター重点先への営業強化等による導入店舗の拡大を図ることにより売上の拡大を目指してまいり

ます。

　雑貨事業は、お花の声が聞こえる「花ことば」、大切な人にメッセージを花束に添える贈り物「メッセージブー

ケ」等の新製品の導入により、売上の拡大を図ります。

　家電事業は、主力製品である「加湿器Ver.3」、「空気清浄機」の需要期にあたり、マーチャンダイジングの強

化、取り扱い店舗の拡大、フィールドスタッフによる店頭のフォロー等により、最大販売に取り組んでまいります。

　コスト面では、原価率の遵守と売上値引きの先行管理強化や販売費の効率的な使用等に取り組んでまいりま

す。 

　通期につきましては、事業別に上記のように売上の拡大及び利益の確保に取り組んでまいりますが、中間期での

損失分を挽回するまでには至らず、売上高6,300百万円、経常損失200百万円を見込んでおります。当期純損益につ

きましては、50百万円の損失となる見込みであります。
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(4) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼすまたは及ぼす可能性のあるリスクには以下のような

ものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）において当社が判断した

ものであります。 

 

①主力製品

　当社グループにおける主力製品は一般消費者向けの自動車用ウィンドーフィルムであり、当社売上の約１割程

度を占めております。同製品は採算性が高く、引き続き収益の柱として注力していく所存でありますが、経済情

勢、消費動向、自動車メーカーの純正着色ガラスの採用増加等により市場環境が変化する場合は、経営成績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

②業績の季節的変動リスク

　当社グループの主力製品である自動車用ウィンドーフィルムの他、ドレスアップカーテン及び日よけ等は春か

ら夏にかけてが需要期であり、また、加湿器及び空気清浄機等は秋から冬にかけてが需要期にあたります。これ

らの製品は、天候状況によって販売動向に変動がある傾向にあります。このため、天候状況によっては、経営成

績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③法的規制リスク

　当社グループの主力製品である自動車用ウィンドーフィルムについては、これを直接に対象とする法的規制或

いは行政指導はありませんが、これを貼付するにあたり「道路運送車両の保安基準（国土交通省令）」における

窓ガラスの可視光線透過率規制により必然的に貼付部位に制限が生じております。又、自動車用ウィンドーフィ

ルムの他、カーまわりの用品においても法的規制を受ける製品もありますので、今後安全性の面等から法的規制

が変化する場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

④新製品開発リスク

　当社グループは、エンターテインメント事業を展開する企業としての発展を目指しており、常に消費者の動向

をいち早く察知、分析することにより、消費者ニーズに合致した魅力的な新製品を供給することを考えておりま

すが、新製品が市場の支持を得られると正確に予測することはできません。当社が業界と市場の変化を十分に予

測できず、魅力ある新製品を供給できない場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑤特定取引先への高い依存度

　当社グループは、問屋を経由しての販売店への販売と大手販売店への直接の販売とがありますが、販売先の集

中化の傾向があります。主要販売先であるイエローハット株式会社と日本トイザらス株式会社の２社への販売比

率はそれぞれ約１割程度あります。従いまして、同社の営業政策等により、当社グループの業績が影響を受ける

可能性があります。

⑥カントリーリスク

　当社グループは工場を保有しておらず、全てを製造委託先において製品の製造を行っておりますが、その多く

が輸入であります。主な輸入国は中国、台湾、韓国で、平成14年度におけるＳＡＲＳ騒動のようなリスク、外国

政府による規制、平成17年度における中国の反日活動等の政治情勢等により輸入に著しく支障をきたした場合は、

経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦外国為替リスク

　前項のとおり、当社グループの製品の多くが輸入であり、その大部分はドル建てであります。従って調達コス

トは常に為替レートの影響を受けます。価格の見直し等により極力リスク回避を図りますが、予想以上に円安が

進んだ場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑧金利変動リスク

　当社グループは複数の金融機関より運転資金の借入を行っております。現在の借入金利は従来の取引状況を背

景に特に高いとは考えておりませんが、当社の損益状況により金融機関の内部格付けによる判断により金利引上

げを求められる可能性があります。通常の予想範囲において、計画においても見込んでおりますが、大幅な引上

げ等となった場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑨一部従業員への依存リスク

　当社グループは、それぞれの会社が十数名程度であり、グループ全体でも百名強の人数で運営を行っておりま

す。一部業務については属人的能力に頼っておりますので、緊急時に代わりの人材が社内にいないため会社運営

に支障をきたした場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑩家電事業の外部デザイナーへの依存リスク

　当社グループにおける家電事業は、１名の外部デザイナーに、全ての製品のデザイン監修を依存しております。

従いまして、外部デザイナーに緊急の事態があった場合及び外部デザイナーとの取引関係に変化があった場合は、
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経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑪仕入先に関するリスク

　当社グループにおける主力製品であるウィンドーフィルムは、原材料及びＯＥＭ製品としてリンテック㈱から

購入しております。

　当社グループは自動車用ウィンドーフィルムを国内で最初に生産するにあたり、同社と共同開発を行って以来、

同社とは製品の改良・開発の過程でノウハウを共有し、高い品質の確保に努めてまいりました。このような高い

技術力に加えて、同社の安定した供給能力ならびに適正な価格設定に当社は多大の信頼を置いております。当社

は、このような観点から同社とのこれまでの良好な関係を今後とも維持する方針であります。なお、あらゆる意

味で仕入体制に万全を期するために、複数者からの購買の是否も検討しており、特に一般品質品等についてはそ

の対象になり得るものと考えております。

⑫親会社等との取引

　当社グループは、親会社等である株式会社タカラトミーから雑貨等を仕入れ、自動車用品店ルート向けに販売

しております。また、タカラトミーからの仕入価格については、市場価格を勘案し当社希望価格を提示し、価格

交渉のうえ一般取引条件と同様に決定しております。当面のところタカラトミーグループにおける当社の位置づ

けについては従来通りと考えておりますが、同社の営業政策等により、当社グループの業績が影響を受ける可能

性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   282,967   434,360  

２．受取手形及び売掛金
 ※３
 ※５

 1,215,197   1,334,896  

３．たな卸資産   1,058,379   979,624  

４．短期貸付金   ―   137,077  

５．未収入金   202,980   19,265  

６．その他   97,352   39,842  

貸倒引当金   △105,468   △127,992  

流動資産合計   2,751,409 76.2  2,817,073 81.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産  ※１       

(1）建物及び構築物  ※２ 138,895   141,610   

(2）機械装置  ※２ 917   983   

(3）工具器具備品  ※２ 79,029   104,500   

(4）土地  133,110 351,953 9.7 133,110 380,204 10.9

２．無形固定資産  13,351 13,351 0.4 16,860 16,860 0.5

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  345,215   176,464   

(2）長期貸付金  18,068   20,489   

(3）長期営業債権  252,611   221,642   

(4）その他  156,376   91,916   

貸倒引当金  △278,399 493,872 13.7 △250,863 259,649 7.5

固定資産合計   859,177 23.8  656,714 18.9

資産合計   3,610,586 100.0  3,473,787 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   729,791   738,257  

２．短期借入金  ※1  861,000   565,000  

３．未払法人税等   8,544   14,223  

４．賞与引当金   51,464   36,716  

５．返品引当金   144,124   189,339  

６．その他   214,782   210,645  

流動負債合計   2,009,707 55.7  1,754,182 50.5

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   10,045   9,864  

２．退職給付引当金   71,494   63,466  

３．役員退職慰労引当金   11,500   17,200  

４．連結調整勘定   ―   400,555  

５．負ののれん  ※４  336,372   ―  

６．その他   12,882   15,409  

固定負債合計   442,295 12.2  506,496 14.6

負債合計   2,452,002 67.9  2,260,679 65.1
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当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（少数株主持分）        

少数株主持分   ―   ―  

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   ―   952,480 27.4

Ⅱ　資本剰余金   ―   756,484 21.8

Ⅲ　利益剰余金   ―   △399,670 △11.5

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   ―   14,378 0.4

Ⅴ　自己株式   ―   △110,564 △3.2

資本合計   ― ―  1,213,108 34.9

負債、少数株主持分及び資
本合計

  ― ―  3,473,787 100.0

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

　１　資本金   952,480 26.4  ― ―

　２　資本剰余金   756,484 21.0  ― ―

　３　利益剰余金   △580,828 △16.1  ― ―

　４　自己株式   △110,865 △3.1  ― ―

株主資本合計   1,017,270 28.2  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等        

　１　その他有価証券評価差
　額金

  14,642 0.4  ― ―

　　評価・換算差額等   14,642 0.4  ― ―

Ⅲ　少数株主持分   126,670 3.5  ― ―

純資産合計   1,158,583 32.1  ― ―

負債純資産合計   3,610,586 100.0  ― ―
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(2）中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,568,142 100.0

Ⅱ　売上原価   1,693,853 66.0

売上総利益   874,289 34.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１  1,183,212 46.0

営業損失   308,922 △12.0

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  346   

２．受取配当金  905   

３．負ののれん償却額  84,485   

４．その他  9,640 95,378 3.7

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  7,453   

２．持分法による投資損失  115,822   

３．その他  7,564 130,840 5.1

経常損失   344,385 △13.4

Ⅵ　特別利益     

１．前期損益修正益  ※２ 110,373   

２．持分変動利益  67,154   

３．その他  10,828 188,355 7.3

Ⅶ　特別損失     

１．リコール費用  1,002   

２．貸倒引当金繰入額  7,961 8,964 0.3

税金等調整前中間純損失   164,994 △6.4

法人税、住民税及び
事業税

 5,481   

法人税等調整額  ― 5,481 △0.2

少数株主利益   10,681 △0.4

中間純損失   181,157 △7.0
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（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

平成18年３月31日　残高

（千円）
952,480 756,484 △399,670 △110,564 1,198,729

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失   △181,157  △181,157

自己株式買取    △301 △301

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
  △181,157 △301 △181,458

平成18年９月30日　残高

（千円）
952,480 756,484 △580,828 △110,865 1,017,270

評価・換算差額等

少数株主持分 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 ― 1,213,108

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失    △181,157

自己株式買取    △301

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
263 263 126,670 126,934

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
263 263 126,670 △54,524

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,642 14,642 126,670 1,158,583
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前中間純損失  △164,994

減価償却費  43,733

のれん及び負ののれん
償却額

 △67,274

貸倒引当金の増減額  5,012

賞与引当金の増減額  14,747

返品引当金の増減額  △45,214

退職給付引当金の増減額  8,027

役員退職慰労引当金の
増減額

 △5,700

受取利息及び配当金  △1,252

支払利息  7,453

持分法による投資損益  115,822

持分変動損益  △67,154

売上債権の増減額  121,235

たな卸資産の増減額  △78,755

未収入金の増減額  △184,733

長期営業債権等の増減額  △29,192

仕入債務の増減額  △28,263

その他  50,123

小計
 

 △306,378

利息及び配当金の受取額  959

利息の支払額  △7,716

法人税等の支払額  △11,160

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △324,296
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当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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

 △16,699

投資有価証券の取得によ
る支出

 △3,449

投資有価証券の売却によ
る収入

 40,000

関係会社株式の取得によ
る支出 

 △259,950

貸付けによる支出  △90,000

貸付金の回収による収入  139,497

その他  △59,952

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △250,555

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の増減額  296,000

少数株主への株式の発行
による収入

 127,760

自己株式の取得による支
出

 △301

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 423,458

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

 △151,393

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 434,360

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末残高

 282,967
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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

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月1日
至　平成18年3月31日）

　当社グループは、当中間連結会計期間において308百万

円の営業損失及び181百万円の中間純損失を計上し、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。

１．収益性の改善

（1）カー用品事業においては、カーライフ事業部が、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）雑貨事業のうち、ｅ－ＬＩＦＥ事業部（旧雑貨事業

部）においては、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。また、

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）家電事業は、空気清浄機、加湿器Ver.3の新製品投

入による売上拡大で利益確保につなげてまいります。

（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。

中間連結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。

  平成18年２月28日に連結子会社３社の株式を取得し、当

連結会計年度末日である平成18年３月31日を支配獲得日と

みなして、当連結会計年度につきましては貸借対照表のみ

を連結しておりますが、当社において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

債務超過に陥った連結子会社であるタカラインデックスｅ

Ｒ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月に連結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。

連結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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　３社

株式会社エー・ジー

プラマイゼロ株式会社

タカラインデックスｅＲラボ株式会社

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　３社

株式会社エー・ジー

プラマイゼロ株式会社

タカラインデックスｅＲラボ株式会社

(注）平成18年２月28日の株式取得に伴い、

当連結会計年度より連結子会社となりまし

た。なお、当連結会計年度末日である平成

18年３月31日を支配獲得日とみなしており、

当連結会計年度につきましては貸借対照表

のみを連結しております。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用関連会社は株式会社ＳＥＥＢＯ

Ｘ、及び株式会社ＤｉｄｅｏＮＥＴ－ＪＡ

ＰＡＮの２社であります。

該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日は中間連結決算日

と一致しております。

連結子会社の決算日は連結決算日と一致し

ております。

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ①有価証券

 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）

　 時価のないもの

　 移動平均法による原価法

 ②たな卸資産

   主として総平均法による原価法

 ③デリバティブ

　 時価法

 ①有価証券

 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

 同左

 ②たな卸資産

 同左

 ③デリバティブ

 同左

(2）重要な減価償却資産の

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

　　　建物及び構築物３～50年

　　　工具器具備品２～15年

②無形固定資産

　定額法

　　なお、自社使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。

①有形固定資産

　　　　　　　　 同左

　　

 

②無形固定資産　　

 同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）繰延資産の処理方法

 

 

 ――――――――

 

 

  株式交付費

  支出時に全額費用として処理しておりま

　す。

 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

  す。

 ――――――――

 

(4）重要な引当金の計上基

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。

   a）一般債権

 　  貸倒実績率法によっております。

   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額を検討　

　　 し、回収不能見込額を計上しており

　　 ます。

①貸倒引当金

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

同左

 

 

  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

  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

  ④退職給付引当金

　当社及び一部連結子会社は従業員の退

　職給付に充てるため、当中間連結会計

　期間末における退職給付債務額（簡便

　法による）に基づき計上しておりま

　す。

  なお当社については、当中間連結会計

　期間末における退職給付債務額から、

　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

　当社及び一部連結子会社は従業員の退

　職給付に充てるため、当連結会計年度

　末における退職給付債務額（簡便法に

　よる）に基づき計上しております。

  なお当社については、当連結会計年度

　末における退職給付債務額から、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。

－ 17 －



項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ⑤役員退職慰労引当金

　当社及び一部連結子会社は役員の退職

　慰労金の支給に充てるため、内規に基

　づく当中間連結会計期間末要支給額を

　計上しております。なお当社は、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慰労引当金は、

　それぞれの退任時に支給することとい

　たしました。

 

 

 

 

 

 

⑤役員退職慰労引当金

　当社及び一部連結子会社は役員の退職

　慰労金の支給に充てるため、内規に基

　づく当連結会計年度末要支給額を計上

　しております。なお当社は、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慰労引当金は、

　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

　主総会終結時における役員退職慰労

　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。

  (5）重要なリース取引の処理

　方法　　　　

 リース物件の所有権が借主に移転する

　と認められてい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。

  同左

  (6）重要なヘッジ会計の方法

　　　　　　

①ヘッジ会計の方法

　一部子会社は為替予約が付される外貨

　建金銭債権債務については、振当処理

　を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

　　為替予約

　ヘッジ対象

　　外貨建金銭債権債務

③ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場の変動リスクを

　回避する目的で為替予約取引を行って

　おります。

④ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約取引は振当処理によっている

　ため、ヘッジ有効性の評価は省略して

　おります。

①ヘッジ会計の方法

 同左

 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

 　ヘッジ手段

 同左

 　ヘッジ対象

 同左

 ③ヘッジ方針

 同左

 

 

 ④ヘッジ有効性評価の方法

 同左

 (7）その他の中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項 

  消費税等の会計処理方法

　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。

  消費税等の会計処理方法

 同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

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。

　当連結会計年度は、当連結会計年度末

　日である平成18年３月31日を連結子会

　社の支配獲得日とみなしており、貸借

　対照表のみを連結しているため連結キ

　ャッシュ・フロー計算書は作成してお

　りません。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

――――――――

  当中間連結会計期間より、「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1,031,913千

円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（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

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

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

     437,248 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

 398,343 千円

※３　手形割引高及び裏書譲渡高

     9,900 千円

※３　　　　 ――――――――

 

※４　のれん及び負ののれんの取扱

　のれん及び負ののれんは相殺のうえ、

固定負債の「負ののれん」に表示してお

ります。相殺前の金額は以下のとおりで

あります。

のれん 86,055 千円

負ののれん 422,428  

※４　　　　 ――――――――

 

※５　中間連結会計期間末日満期手形

　　 　中間連結会計期間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、当中間連結会計期間

     の末日は金融機関の休日であったため、

     次の中間連結会計期間末日満期手形が中

　　 間期末残高に含まれております。

受取手形 69,304 千円

支払手形 17,235  

 

※４　　　　 ――――――――

 

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主要項目

給与手当 284,087 千円

賞与引当金繰入額 43,608  

役員退職慰労引当金繰

入額

1,400  

 ※２　前期損益修正益

　前期に償却済の資産について代金の精算が

なされたものであります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 9,104,000 ― ― 9,104,000

合計 9,104,000 ― ― 9,104,000

 自己株式     

 　　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りによる増加であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

(1）現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金勘定 282,967 千円

現金及び現金同等物 282,967 千円
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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

当中間連結会計期間末（平成18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18年９月30日現在）

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
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 75,670 100,359 24,688

合計 75,670 100,359 24,688

 （注）　「債券」「その他」の有価証券はありません。

 

２　時価評価されていない有価証券（平成18年９月30日現在）

その他有価証券

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 40,000

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在）

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの）
   

株式 72,220 96,464 24,243

（連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの）
   

株式 ― ― ―

合計 72,220 96,464 24,243

　（注）　「債券」「その他」の有価証券はありません。

２　時価評価されていない有価証券（平成18年３月31日現在）

その他有価証券

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 80,000
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

　一部の連結子会社は、通常の営業過程における輸出入

取引の為替相場の変動リスクを軽減するために、為替予

約取引を行っております。なお、デリバティブ取引を利

用してヘッジ会計を行っております。

 　　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　 ヘッジ手段

　　   為替予約

　   ヘッジ対象

　　   外貨建金銭債権債務

     ヘッジ方針

　     外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的

　　 で為替予約取引を行っております。

     ヘッジ有効性評価の方法

　     為替予約取引は振当処理によっているため、ヘッジ

　　 有効性の評価は省略しております。

(1）取引の内容

同左

 

 

 

 　　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　 ヘッジ手段

同左

     ヘッジ対象

同左

  　 ヘッジ方針

同左

  　 ヘッジ有効性評価の方法

同左

(2）取引に対する取組方針

　一部の連結子会社のデリバティブ取引は、将来の為替

の変動によるリスク回避を目的とし、実需の範囲内で

行っており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わ

ない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　一部の連結子会社のデリバティブ取引は、外貨建金銭

債権債務の為替変動リスクを回避する目的で利用してお

ります。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は、為替相場の変動リスクを有しており

ます。なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高

い国内銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわ

ゆる信用リスクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

当該事項はありません。

なお、為替予約取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いており

ます。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当該事項はありません。

なお、為替予約取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いており

ます。
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④　ストック・オプション等

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
カー用品事業
（千円）

雑貨事業
（千円）

家電事業
（千円）

計
 （千円）

消去又は全社
 （千円）

連結
（千円）

　売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,125,587 1,269,753 172,801 2,568,142 ― 2,568,142

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 13,502 ― 13,502 △13,502 ―

計 1,125,587 1,283,256 172,801 2,581,645 △13,502 2,568,142

　営業費用 1,028,410 1,396,861 275,357 2,700,629 176,435 2,877,065

　営業利益又は営業損失(△） 97,176 △113,605 △102,555 △118,984 △189,938 △308,922

　（注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主要な製品

 　　　　　 （1）カー用品事業・・・自動車用ウィンドーフィルム、自動車用アクセサリー、ステッカー等

  　　　　　（2）雑貨事業・・・・・生活雑貨、トイ雑貨、玩具等

  　　　　　（3）家電事業・・・・・生活家電、ＡＶ家電等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は190,152千円であります。

　　その主なものは当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

 

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 　　　　　 前連結会計年度は、当連結会計年度末日である平成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしてお

　　　　　り、貸借対照表のみを連結しているためセグメント情報は作成しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

            当中間連結会計期間は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当

　　　　　事項はありません。

 

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　前連結会計年度は、当連結会計年度末日である平成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、

貸借対照表のみを連結しているためセグメント情報は作成しておりません。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 　　　　　 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

 

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　前連結会計年度は、前連結会計年度末日である平成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、

貸借対照表のみを連結しているためセグメント情報は作成しておりません。
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（１株当たり情報）

項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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    118円63銭   139円45銭

１株当たり中間純損失   20円83銭 前連結会計年度については、

連結損益計算書を作成してい

ないため、１株当たり当期純

利益金額、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額及び

これらの算定上の基礎に関す

る記載を省略しております。

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。

　（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
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり中間純損失金額   

中間純損失金額（千円） 181,157 ―

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ―

普通株式に係る中間純損失金額

（千円）
181,157 ―

普通株式の期中平均株式数（株） 8,698,801 ―

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）

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）

潜在株式の数 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

―

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）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ―――――――――― (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）連結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15日開催の取締役会において、

イー・レヴォリューション株式会社（当社）、株式会

社タカラトミー及び株式会社インデックスを引受先と

する第三者割当増資を実施することを決議いたしまし

た。内容は以下のとおりであります。

1.第三者割当増資による第１回新株式発行の件

①発行新株式数

普通株式　4,000株

 ②発行価額

１株につき金50,000円

 ③発行価額の総額

200,000,000円

 ④資本組入額

100,000,000円

 ⑤割当先及び株式数

イー・レヴォリューション株式会社　2,500株

株式会社タカラトミー　　　　　　　1,500株

 ⑥申込期間

平成18年５月15日から平成18年５月16日

 ⑦払込期日

平成18年5月16日

 ⑧資金の使途

債務超過の解消、借入金の返済及び新規事業へ投資

 2.第三者割当増資による第２回新株式発行の件

①発行新株式数

普通株式　1,080株

 ②発行価額

１株につき金50,000円

 ③発行価額の総額

54,000,000円

 ④資本組入額

27,000,000円
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当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ⑤割当先及び株式数

株式会社インデックス　1,080株

 ⑥申込期間

平成18年5月17日から平成18年5月19日

 ⑦払込期日

平成18年5月19日

 ⑧資金の使途

債務超過の解消、借入金の返済及び新規事業へ投資

 (3）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。当該借入金の使途は、連結子会社であるタ

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、同子会社への125百万円の貸付け

及び当社の運転資金50百万円であります。

 (4）連結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15日開催の取締役会において、

99.5％の出資で子会社を設立することを決議し、平成

18年５月19日に当該子会社を設立いたしました。設立

時の内容は以下のとおりであります。

①商号

株式会社ＳＥＥＢＯＸ

 ②事業内容

動画配信サービス事業

 ③設立

平成18年5月19日

 ④本店所在地

東京都台東区

 ⑤資本金

5,025千円

 なお、株式会社ＳＥＥＢＯＸは、平成18年６月５日に

第三者割当増資を実施し、増資後の資本金は15百万円

となり、タカラインデックスｅＲラボ株式会社の持株

比率は33.3％となりました。

 (5）連結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６月15日開催の取締役会において、株

式会社ＤｉｄｅｏＮＥＴ－ＪＡＰＡＮ（主たる事業内

容：インターネットを利用した配信技術に関する技術

開発及び技術の提供）の第三者割当増資249百万円を

引受けること、並びに同社へ40百万円貸付けることを

決議し、平成18年６月20日に当該増資払込により株式

を取得するとともに貸付を実行いたしました。なお、

タカラインデックスｅＲラボ株式会社の株式会社Ｄｉ

ｄｅｏＮＥＴ－ＪＡＰＡＮの持分比率は49％でありま

す。
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５．生産、受注及び販売の状況

 １）生産実績

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

 カー用品事業 853,337 ―

 雑貨事業 276,762 ―

 家電事業 43,753 ―

合計 1,173,854 ―

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２）受注状況

当社グループ（当社及び連結子会社）は受注生産を行っておりません。 

 

 ３）販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

 カー用品事業 1,125,587 ―

 雑貨事業 1,269,753 ―

 家電事業 172,801 ―

合計 2,568,142 ―

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（千円） 割合（％）

イエローハット株式会社 286,343 11.1

 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。
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