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１．18年11月中間期の連結業績（平成18年６月１日～平成18年11月30日） 
 

当中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会計期間、及び前連結会計年度につ
きましては記載しておりません。 
 

 (1) 連結経営成績 （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 

18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円   ％
2,660   （  －  ）

－   （ － ）

百万円   ％
466   （  －  ）
－   （ － ）

百万円   ％
484   （  －  ）
－  （  － ）

18年５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 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円   ％
275   （  －  ）
－   （ － ）

円 銭
9,047 03 

－ － 

         円  銭
       8,917   44 

－  － 
18年５月期 －       － － －  － 
(注) ①持分法投資損益     18年11月中間期  －百万円  17年11月中間期 －百万円  18年５月期 －百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年11月中間期  30,416株  17年11月中間期     －株  18年５月期     －株 
③会計処理の方法の変更   無 

 (2) 連結財政状態 （百万円未満切り捨て） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

18年11月中間期
17年11月中間期 

百万円 
5,703 

－ 

百万円
4,420 

－ 

％ 
74.5 
－ 

円 銭
138,307  86 

 －  － 
18年５月期 － － － － － 
(注) 期末発行済株式数(連結) 18年11月中間期 30,714株  17年11月中間期    －株  18年５月期    －株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 （百万円未満切り捨て） 

 
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 

 
18年11月中間期 
17年11月中間期 

百万円 
△9 
－    

百万円
△414 

－   

百万円 
44 
－    

百万円
3,123 

－   
18年５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   ４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）   ４社   (除外)   －社   持分法(新規)   －社   （除外）   －社 
２．19年５月期の連結業績予想（平成18年６月1日～平成19年５月31日）   

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
6,500    

百万円
1,200   

百万円
670 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)21,814円16銭 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因 

により異なる結果となる可能性があります。 

なお、上記予想に関する事項は９ページを参照してください。 

  1



１.企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ウィズ）及び連結子会社４

社と関連会社１社により構成されております。 

当社グループの事業はおもちゃ、アニメーション、デジタルコンテンツを主な内容とする

おもちゃ事業とその他事業で構成されております。 

なお、当社の事業はおもちゃ事業と携帯コンテンツ事業に区分しておりましたが、業種の

相関性に着目し、当中間連結会計期間から携帯コンテンツ事業をおもちゃ事業に含めており

ます。 

当社グループの事業に係る位置付け及び事業の業種別セグメントとの関係は次のとおり

であります。 

 

（1） おもちゃ事業 

① 株式会社ウィズ 

 当社は、おもちゃの企画・開発及び製品化までの業務をおこなっております。企画・

開発業務の投下コストを大手玩具メーカーから回収(企画・開発売上)するとともに企

画・開発から生じた製品を大手玩具メーカー等へ販売(製品売上)しております。また、

当社単独または他社と共同で制作したキャラクター及びＴＶアニメ等から生ずる版権

ロイヤリティー収入(権利売上)を得る版権ビジネスをおこっております。 

なお、当社が製品化したおもちゃと連動するアニメーションの企画・制作(企画・開

発売上)もおこなっております。   

その他に携帯コンテンツの企画・開発(企画・開発売上)と運営管理までの業務をおこ

なっており、携帯電話加入者から利用料収入(権利売上)を得ております。 

② ＷＩＺ（Ｈ．Ｋ．）ＬＴＤ． 

子会社ＷＩＺ（Ｈ．Ｋ．）ＬＴＤ．は、当社の中国協力メーカーでの品質管理（検品）

及び一部の開発業務を当社から受託しております。  

③ 株式会社ｅｐｉｃｓ 

子会社株式会社ｅｐｉｃｓは、ゲームを中心としたデジタルコンテンツの企画・制 

作を大手ゲームメーカー等から受託しております。 

④ 株式会社葦プロダクション 

子会社株式会社葦プロダクションは、アニメーションの企画・制作をおこなっており 

放送局等へ販売しております。また、アニメーション及びキャラクターから生じる著作

権ビジネスをおこなっております。 

⑤ レジェンズ製作委員会 

レジェンズ製作委員会は、民法上の任意組合として平成15年11月に設立され、ＴＶア

ニメ作品「レジェンズ～甦る竜王伝説～」（平成16年４月～平成17年３月 株式会社フジ

テレビジョンにて放映）が企画・制作されております。なお同委員会につきましては、

民法上の任意組合であることから「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の

適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年９月８日 実務対応報

告第20号）が公表されたこともあり、当中間連結会計期間より関連会社として位置付け

ております。 
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（2） その他事業 

株式会社クレマリーミルク 

子会社株式会社クレマリーミルクは、主にペット・アパレルの企画・製造・販売をお 

こなっております。 
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企業集団につきまして事業の系統図は以下のとおりであります。 

 

 

最終消費者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯コンテンツ配信 

おもちゃ、ゲーム等の販売 

携帯ｺﾝﾃﾝﾂ配信 

おもちゃの企画・開発売上、

製品売上、権利売上 

当社仕入製品の品質管理（検品）及び開発 

子会社：ＷＩＺ（Ｈ．Ｋ．）ＬＴＤ． 

携帯ｺﾝﾃﾝﾂ有料

情報ｻｰﾋﾞ

ｽの提供 

コンテンツ・

プロバイダー 

おもちゃ、ゲーム等の販売 

量販店、百貨店、専門店等
移動体キャリア 

（携帯通信会社） 

大手玩具メーカー・大手ゲームメーカー・大手アニメ会社・卸問屋等 

子会社：株式会社ｅｐｉｃｓ 

子会社：株式会社葦プロダクション 

ゲームを中心としたデジタルコンテンツの企画・制作 

アニメーションの企画・制作、著作権ビジネス

関 連 会

社：レジ

ェ ン ズ

製 作 委

員会 

デジタルコンテンツ受託 

ｱﾆﾒ企画・

開発売上 

当社携帯コンテンツの企

画・開発・運営業務委託 

製作

委員

会 

アニメ販売 

ロイヤリティー収入 

アニメーション

の企画・制作、

著作権ビジネス

おもちゃの企画・開発・生産、おもちゃ・ＴＶアニメの版権ビジ

ネス、アニメーションの企画・制作、携帯コンテンツの企画・開

発・運営 

当社：株式会社ウィズ 

お
も
ち
ゃ
事
業 

放送局等 

子会社：株式会社クレマリーミルク 

ペット・アパレルの企画・製造・販売 

ペット・アパレルの販売 

ペット・アパレルの販売 

専門店 

最終消費者 

そ
の
他
事
業 

当
社
グ
ル
ー
プ 
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2.経営方針 

(1)経営の基本方針 

当社グループは、経営理念として『当社グループは常に「遊び心」があり、オリジナリティーあふれた質の

高いモノとコト（企画、デザイン、製品、情報）を作り、社会に喜びと感動を提供します。』を掲げており、「無

から有」、「０から１」を創り出すことを最も得意としております。 

この理念のもと、当社グループはオリジナリティーの高いおもちゃ・雑貨、アニメーション、デジタルコン

テンツ等のモノとコトを通じて社会に喜びと感動を提供し続けます。また、ペット・アパレル等の「遊び心」

をコンセプトにした新規事業分野への挑戦を積極的におこなってまいります。 

今後、当社グループは、当社、各子会社及びパートナー企業の保有するドメインの効果的なシナジーにより、

企業規模の拡大と経営の安定化を図り、「日本一存在感のある総合エンタテイメント企業」を目指してまいりま

す。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

当社グループの利益配分に対する方針は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として認識し、企業体

質強化のための内部留保及び新規事業等への投資資金の確保に配慮しつつも、株主の皆様からのご支援に応え

るべく、業績を勘案した配当金をお支払することを基本方針としております。 

なお、当連結会計年度の当社の配当金については年間配当金を１株当たり3,000円とさせていただくことを予

定しており、中間配当金として１株当たり1,500円を予定しております。 

 

(3)目標とする経営指標 

当社グループは、主軸であるおもちゃ事業の推進とともに、新規事業等を拡充することにより、年齢・性別・

国境・業種・業態を超えた総合エンタテイメント企業として多様性のある事業展開をおこなうことを目指して

おります。これにより、事業の安定性を確保するとともに版権ビジネスの強化等を通して収益性の高い事業構

造を構築し、特に経常利益の伸長と売上高経常利益率の向上を主眼とした経営をおこなう所存であります。ま

た、当社グループはヒット製品の有無に業績が左右され易いため、キャッシュ・フローを意識した経営をおこ

なうとともに、自己資本比率や流動比率などの指標を重視し財務の安全性を確保してまいります。 

 

 (4)中長期的な会社の経営戦略 

株式公開により調達した資金、及び内部留保している資金を活用し、事業規模の拡大による売上高、経常利

益の成長性の促進、及び版権ビジネス等の権利売上の伸長による利益率の向上を目指し、経営の安定化、企業

価値の最大化を図ってまいります。具体的には、以下の施策をもってこの戦略を進めてまいります。 
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①年齢・性別を超えた、「遊び心」のあるモノとコトを世界中に展開 

     国内の玩具市場規模は、少子高齢化、遊びの多様化等の影響により伸び悩む状況となっておりますが、

当社グループとしましては、おもちゃだけでなく、キャラクター、アニメーション、デジタルコンテンツ

等のエンタテイメント性の高いモノとコトを年齢・性別を超えて世界に提案することにより、世界のエン

タテイメント市場を対象とした事業展開をおこなってまいります。 

②グループシナジーの発揮と業務提携による企業規模の拡大と安定化 

当社は、当中間連結会計期間において新たに２社を子会社化した他、玩具業界においてカプセル玩具、

ソフトビニール玩具等で高い生産実績を有する株式会社フジトーイ、株式会社クワガタ（両社への当社出

資比率は各18％）と業務・資本提携いたしました。 

今後も、当社のコア・コンピタンスである企画・開発力と子会社及びパートナー企業の「強み」を組み

合わせることにより、キャラクター・マーチャンダイジングの一層の推進、アナログ（おもちゃ・雑貨等）

とデジタル（デジタルコンテンツ等）の融合、これまで市場になかった全く新しいおもちゃの企画・開発・

生産等、効果的なシナジーを発揮し、グループ事業領域の拡大と安定化に取り組んでまいります。 

③人材の育成と採用 

当社グループは、経営理念であります「オリジナリティーあふれた質の高いモノとコトを作り、社会に

喜びと感動を提供」するために、優れた人材の育成と採用が重要であると考えております。 

今後も、事業発展のため、内部人材の育成を図るための環境づくりに取り組んでまいります。 

また、新規事業推進を含めたグループ事業を戦略的に拡大・安定させるために「優秀な人材」がマネジ

メントをおこなう効率的な組織づくりを進めます。そのために、業界内で高いプロデュース能力、様々な

ノウハウ、広範な人的ネットワークを有する「優秀な人材」の採用を進めてまいります。 

 

(5)会社の対処すべき課題 

当社グループはおもちゃ、アニメーション制作等、ヒット製品の有無、おもちゃ・アニメーションのライフ

サイクルの盛衰等により業績が変動する可能性があります。 

そのため当社グループでは、継続的なヒット製品の企画・開発、市場に定着した「たまごっち」シリーズ等

の定番おもちゃシリーズ数の更なる増加、及びデジタルコンテンツ、アニメーション、ペット・アパレル等の

「遊び心」溢れる会社を子会社化する等の施策を図り、玩具市場だけでなくエンタテイメント市場全てをター

ゲットとし、当社グループにおいて業績の安定化を図ってまいります。 

 

(6)親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(7)内部管理体制の整備・運用状況 

   当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な 

考え方及び整備状況」に記載しております。 

 

(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。 
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ファイル名:④経営成績及び財政状態 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:49 

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企業収益の改善を背景として、民間設備投資の拡大、

雇用情勢の改善等が見られ、国内景気は堅調に推移いたしました。 

当社グループが軸足を置く玩具業界におきましては、国内の少子高齢化と人口減少が同時進行す

る中、消費者ニーズの多様化や大ヒット商品がなかったこと等もあり夏季商戦が低調に推移いたし

ました。こうした市場の伸び悩みを背景に、玩具市場（ＴＶゲーム市場を除く）は淘汰・再編が進

行しており、玩具メーカー各社においては、多様化する嗜好性への対応や新たなヒット商品・キャ

ラクターの創造が試されております。 

この様な状況のもと、当社グループといたしましては「日本一存在感のあるエンタテイメント企

業」の具現化に向け、既存子会社２社に加えて、ゲームを中心としたデジタルコンテンツの企画・

制作・運営、アニメーションの企画・制作で業界においていずれも優れた実績を持つ株式会社ｅｐ

ｉｃｓ、株式会社葦プロダクションを子会社化いたしました。 

また、当社グループは中・長期的なグループシナジーも踏まえて、ソフトビニール玩具生産で高

い国内シェアを有する株式会社フジトーイ、及びカプセル玩具生産で高い国内シェアを有する株式

会社クワガタと業務・資本提携（両社への当社出資比率は各 18％）をいたしました。 

当社グループは当中間連結会計期間におこないましたこれら子会社化、業務・資本提携により総

合エンタテイメント企業グループとしての体制強化を図っております。 

当中間連結会計期間における業績は連結売上高26億60百万円、連結経常利益は４億84百万円とな

りました。また特別利益としてレバレッジド・リースに係る匿名組合事業益41百万円を計上したこ

となどにより、連結中間純利益は２億75百万円となりました。 

 

事業別の概況は以下のとおりであります。なお、当中間連結会計期間が中間連結財務諸表の作成

初年度に当たるため、前年同期との比較はおこなっておりません。 

 

おもちゃ事業 

当社につきましては、「たまごっち」シリーズの製品売上及びＴＶアニメ『ふたりはプリキュ

ア』シリーズ関連製品の売上が前年同期を下回ったものの、国内における「たまごっち」キャラク

ターの認知度向上により、同キャラクター関連商品（ニンテンドーＤＳ専用ソフト、データカード

ダス専用カード、アパレル、食品、雑貨等）から得られる版権ロイヤリティー収入が前年同期を大

幅に上回りました。また、「デジモン」シリーズの企画・開発売上及び製品売上につきましても、

ＴＶアニメ新シリーズの開始により前年同期を上回りました。これらの結果、当中間連結会計期間

における売上高は25億52百万円となりました。 

 

ＷＩＺ(Ｈ．Ｋ.)ＬＴＤ．につきましては、「ウラじんせーエンジョイ！たまごっちプラス」、

「スプラッシュコミューン」等の主に当中間連結会計期間における当社製品の中国協力メーカーに

おける品質管理（検品）をおこないました。また、当社製品の一部の開発業務（製品金型監修等）

をおこなっております。これらの結果、当中間連結会計期間における売上高は34百万円となりまし

た。 

 

株式会社ｅｐｉｃｓにつきましては、昨年末に発売されたＰＳＰⓇ（ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎⓇＰ

ｏｒｔａｂｌｅ）「サルゲッチュ ピポサルレーサー」、ＰＳＰⓇ「パラッパラッパー」（いずれも

発売元：株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）等のゲーム及びその他のデジタルコ
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ンテンツの企画・制作・運営を、大手ゲームメーカー等から受託しております。これらの結果、当

中間連結会計期間における売上高は53百万円となりました。 

 

   株式会社葦プロダクションにつきましては、海外放送局並びに配給会社への作品販売、国内アニメ

ーションの版権許諾及びアニメーションの請負制作等をおこなった結果、当中間連結会計期間にお

ける売上高は34百万円となりました。 

 

その他事業 

株式会社クレマリーミルクにつきましては、既存の原宿直営店に加えて、銀座プランタン別館、

お台場ヴィーナスフォート及び大阪の心斎橋ＯＰＡに「ペット・アパレル」ブランド「ＢＡＢＹ Ｃ

ＡＫＥ」を出店いたしました。当中間連結会計期間においては出店、広告宣伝等の先行投資をおこ

なっております。これらの結果、当中間連結会計期間における売上高は28百万円となりました。 

     

   なお、記載の売上高は連結会社間売上を含んでおります。 

 

(2)財政状態 

① 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末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によ

り９百万円、投資活動により４億14百万円それぞれ支出し、財務活動により44百万円の収入が

あった結果、期末残高は31億23百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

収入の主な内訳として税金等調整前中間純利益５億24百万円、売上債権の減少１億62百万

円があり、支出の主な内訳として法人税等の支払額６億96百万円がありました。この結果、

営業活動による資金は９百万円の支出となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資有価証券の取得による支出５億11百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる収入１億38百万円があったこと等により、投資活動による資金は４億14百万円の支出と

なりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

新株発行による収入１億11百万円及び配当金の支払が66百万円あったことにより、財務

活動による資金は44百万円の収入となりました。 
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② キャッシュ・フロー指標等のトレンド 

平成19年５月期 

中間 

自己資本比率(％) 74.5

時価ベースの自己資本比率(％) 151.9

債務償還年数(年) －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍) 
－

 

(注) １．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 

２. 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全ての負債を対象

とします。当中間連結会計期間は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びイ

ンタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 

 

(3)通期の見通し 

当連結会計年度下半期の見通しといたしましては、当社は「たまごっち」シリーズの海外での製

造・販売許諾及び国内の関連商品から得られるロイヤリティー（権利売上）が上半期同様に堅調に

推移するものと見込んでおります。また「たまごっち」シリーズの新製品、新規クライアント向け

企画・開発新製品を見込んでおります。 

この他にも当社オリジナル・ブランド商品である「おしゃべりなちゅどん（仮称）」、「犬蔵商

店（仮称）」シリーズ、「ＰＩＮＫ ＣＲＯＷＮ（仮称）」シリーズの製品売上を予定しておりま

す。 

株式会社ｅｐｉｃｓにつきましては、コンシューマゲーム機（ＰＳＰⓇ/ニンテンドーＤＳ等）、

ＰＣ、携帯電話向けのゲームを中心とした大手ゲームメーカー等からのデジタルコンテンツの企

画・制作・運営の受託業務による売上を見込んでおります。 

株式会社葦プロダクションにつきましては、アニメ作品「獣装機攻 ダンクーガ ノヴァ」の制作

及び海外向けの著作権ビジネス等による売上を見込んでおります。 

株式会社クレマリーミルクにつきましては、販促活動等により売上の伸長を予定しております。 

これら、各子会社と当社とのシナジーによるグループ業績への本格的な寄与は翌連結会計年度以

降を見込んでおります。 

 

以上の結果、通期の業績見通しといたしましては、平成18年10月11日に発表いたしました予想通

り、連結売上高65億円、連結経常利益12億円、連結当期純利益は６億70百万円を見込んでおります。 

また、利益配当金につきましては、利益配分に関する基本方針にもとづき、中間配当金を１株当

たり1,500円、期末配当金を１株当たり1,500円とし、年間配当金では3,000円とする予定であります。 

  

＊ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづいて作成したものです。実

際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。   
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 (4)事業等のリスク  

当社グループの事業の状況、経理の状況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、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、平成19年１月15日現在において当社が判断したもので

あります。 

  

① 経営成績の変動について 

   当社グループは、当社グループが企画・開発・生産及び制作したおもちゃ、アニメーション

等のヒット製品の有無やおもちゃ・アニメーションのライフサイクルの盛衰等による消費動向

の変動により、グループ業績が大きく変動する可能性があります。 

② 生産体制について 

当社グループは、自社に製造工場を有しないファブレス企業であり、当社製品のほぼ100％を

中国の協力メーカーに製造委託しております。また、主要な電子部品を少数の仕入先から購入し

ております。中国の政治・社会情勢や経済状況の変化等が生じた場合、あるいは、電子部品の需

給変動により計画どおりに部品調達できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

③ 為替変動の影響 

当社グループは、輸入仕入の代金決済を主に米ドル建てでおこなっており、輸入仕入に関す

る為替レートに急激な変動が生じた場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性がありま

す。 

④ 販売先の集中について 

当社グループは、企画・開発・生産した製品の販売機能を大手玩具メーカーに依存しており、

主に株式会社バンダイと共同で販売戦略を策定しキャラクタービジネスを展開しております。 

したがいまして、同社または同社の親会社である株式会社バンダイナムコホールディングスの

経営方針等に変更等があった場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ キャラクタービジネスについて 

 当社グループは、当社及び共同著作権者等として版権を所有するキャラクター等を他社に使

用許諾して版権ロイヤリティー収入を得ております。また、当社の企画・開発製品を他社に製

造・販売許諾して製品ロイヤリティー収入を得ております。当社の企画・開発したキャラクター

の認知度や好感度が向上等を図れない場合、及び当社製品の販売不振等により当社グループの業

績等が影響を受ける可能性があります。 

⑥ アニメ事業について 

当社グループが出資あるいは共同で出資し制作するアニメが、視聴率の低迷により関連製品

の販売が不振となった場合には出資に対する投資利益が減少すること等で、当社グループの業績

等が影響を受ける可能性があります。 

⑦ おもちゃの事業環境について 

当社グループは、国内の少子高齢化の進行及びおもちゃ市場規模の縮小化に対応するため、幅

広い世代を対象にしたおもちゃ・雑貨を積極的に企画・開発等しております。しかし、当社製品

が幅広い世代の嗜好に合致しないことや競合が激しくなること等により当社グループの業績等が

影響を受ける可能性があります。 
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⑧ 人材の確保について 

当社グループが外部から採用する予定の「優秀な人材」が、計画通り確保できない場合、ある

いは、当社グループ事業の拡大化及び安定化の中心的な役割を担っている特定の人材が、万一外

部に流出等した場合には、当社グループの事業活動や業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ 訴訟等の可能性について 

当社グループが企画・開発・生産している製品等に関しては、第三者の知的財産権抵触に関

して事前調査をしておりますが、事業分野に関連して当社が第三者の知的財産権を侵害していな

いことを現時点において保証することはできません。そのような事態が発生した場合、当該知的

財産権を侵害したことによる損害賠償請求または当該知的財産権の使用に対する対価の支払い等

が発生する可能性があります。 

⑩ 法的規制等について 

当社グループの全てのおもちゃ製品は、社団法人日本玩具協会が設けております玩具安全規

格基準（ＳＴ基準）、もしくはクライアントが指定する安全基準等を満たしており、当社グルー

プは品質の向上に努めておりますが、万一製品に不良等が発生し製造物責任法（ＰＬ法）による

訴訟等が発生した場合には、賠償金の支払い等が発生することにより、当社グループの業績等が

影響を受ける可能性があります。 

⑪ 個人情報の管理について 

当社グループの携帯コンテンツ「キャラミーゴワールド」では、当社サービスの会員に関

する個人情報を保有しております。また子会社株式会社クレマリーミルクでは顧客情報を保有

しております。当社グループでは個人情報保護の体制強化に努めておりますが、万一これらの

個人情報の流出により問題が発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や信用低下等によ

り、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑫ 新規事業について 

当社グループがおこなう新規事業は、いずれの事業も「エンタテイメント性」が基調になっ

ていることから消費者の嗜好に影響を受けやすく、当社グループの業績等が影響を受ける可能

性があります。 

⑬ 事業提携などに関するリスクについて 

     当社グループは、「遊び心」をコンセプトにしたエンタテイメント性の高いビジネスの拡大、

経営資源の有効活用、企業価値の向上を目指し、今後とも他社との業務・資本提携を行う可能

性があります。なお、業務・資本提携をおこなう際には、対象企業の財務内容や契約関係等に

ついてデューデリジェンス等をおこなうことによって、極力リスクを回避するように努めてお

ります。しかしながら、業務・資本提携が実現した場合において、当社グループが期待するよ

うな成果が生まれる保証はなく、場合によっては当社グループの財政状態及び経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。 
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4.中間連結財務諸表等 

①中間連結貸借対照表 

                                          (単位：千円)  

 
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年 11 月 30 日） 
          期 別 

 

科 目  
注記 

番号 
金  額 

構成比

(％) 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １現金及び預金  3,131,798  

 ２受取手形及び売掛金 

 ３有価証券 

 1,163,763

98,855

 

 

 ４たな卸資産  158,406  

 ５その他 

  貸倒引当金 

 66,404

△5,030

 

流動資産合計 

Ⅱ 固定資産 

 4,614,198 80.9

 １有形固定資産 ※１ 79,551 1.4

 ２無形固定資産  47,890 0.8

653,270

296,099

 ３投資その他の資産 

    (1)投資有価証券 

    (2)その他 

  投資その他の資産計 

 

949,370 16.7

固定資産合計  1,076,812 18.9

12,137

12,137

Ⅲ 繰延資産 

開業費 

繰延資産合計 

  資産合計 

 

5,703,148

0.2

100.0

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １支払手形及び買掛金  354,883  

 ２短期借入金  50,000  

３未払法人税等  286,536  

 ４その他  253,769  

流動負債合計 

Ⅱ 固定負債 

 945,190 16.6

 １退職給付引当金  61,769  

 ２役員退職慰労引当金  275,532  

 ３その他  517  

337,819固定負債合計 

負債合計 

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

 １資本金 

 ２資本剰余金 

 ３利益剰余金 

 

1,283,009

550,135

582,335

3,116,267

5.9

22.5

9.7

10.2

54.6

4,248,737

△816

66

△749

172,150

4,420,138

株主資本合計 

Ⅱ 評価・換算差額等 

 １その他有価証券評価差額金 

２為替換算調整勘定 

評価・換算差額等合計 

Ⅲ 少数株主持分 

純資産合計 

負債純資産合計 

 

5,703,148

74.5

△0.0

0.0

△0.0

3.0

77.5

100.0

 12



 

 

②中間連結損益計算書 

(単位：千円) 

 

当中間連結会計期間 

（自   平成 18 年６月 １日 

至  平成18年11月30日）

        期 別  

 

科 目 注記 

番号 
金  額 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

 

 

2,660,790

1,215,673

100.0

45.7

1,445,117

978,982

54.3

36.8

3,318

4,649

12,355

1,692

466,135

22,016

1,946

1,733

158 3,838

 

※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,005

484,313

41,005

売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

営業利益 

Ⅳ 営業外収益 

  １ 受取利息 

  ２ 受取配当金 

  ３ 為替差益 

  ４ その他 

Ⅴ 営業外費用 

  １ 株式交付費 

  ２ 開業費償却 

  ３ その他 

経常利益 

Ⅵ 特別利益 

  匿名組合事業益 

Ⅶ 特別損失 

17.5

0.8

0.1

18.2

1.5

  １ 固定資産除却損 

  ２ ソフトウェア評価損 

 

※２ 63

520 583 0.0  

税金等調整前中間純利益  524,735 19.7

法人税、住民税及び事業税  250,116

法人税等調整額  12,905 263,021 9.9

少数株主損失  13,460 0.5

中間純利益  275,174 10.3
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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６月１日 至 平成18年11月30日) 

                                                                                (単位：千円) 

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

為替換算

調整勘定

評価・ 

換算差額 

等合計 

少数株主持分
純資産 

合計 

平成 18 年５月 31 日残高 493,735 525,935 2,931,718 3,951,388 △2,994 ― △2,994 ― 3,948,394

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行 56,400 56,400 112,800   112,800

剰余金の配当  △66,568 △66,568   △66,568

中間純利益  275,174 275,174   275,174

子会社の新規連結に伴う 

変動額(純額) 
 △24,057 △24,057   △24,057

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) 
 2,178 66 2,244 172,150 174,395

中間連結会計期間中の変動額合計 56,400 56,400 184,548 297,348 2,178 66 2,244 172,150 471,744

平成 18 年 11 月 30 日残高 550,135 582,335 3,116,267 4,248,737 △816 66 △749 172,150 4,420,138
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④中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                       (単位：千円) 

期別   

 

科目 

 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年６月１日  

   至 平成 18 年 11 月 30 日） 

区  分 
注記

番号
金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税金等調整前中間純利益 

２ 減価償却費 

３ 匿名組合事業益 

４ ソフトウェア評価損 

５ 賞与引当金の減少額 

６ 貸倒引当金の増加額 

７ 退職給付引当金の減少額 

８ 役員退職慰労引当金の増加額 

９ 役員賞与引当金の減少額 

10 受取利息及び受取配当金 

11 支払利息 

12 為替差損 

13 固定資産除却損 

14 売上債権の減少額 

15 たな卸資産の減少額 

16 仕入債務の増加額 

17 未払消費税等の減少額 

18 未払金の増加額 

19  その他 

524,735

17,430

△41,005

520

△2,437

23

△75

11,039

△30,000

△7,968

158

1,619

63

162,442

19,927

94,232

△65,092

42,870

△48,057

小  計 680,427

20 利息及び配当金の受取額 

21 利息の支払額 

6,561

△158

22 法人税等の支払額 △696,528

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,697

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１ 有形固定資産の取得による支出 △30,044

２ 無形固定資産の取得による支出 

３ 投資有価証券の取得による支出 

４ 連結範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による収入 

５ その他 

△2,852

△511,812

138,723

△8,835

投資活動によるキャッシュ・フロー △414,820

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 新株発行による収入 111,535

２ 配当金の支払額 △66,568

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,966

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,627

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △381,179

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,469,179

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物

の増加額 35,188

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,123,188
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ル名 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

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６月１日 
至 平成18年11月30日) 

 １ 連結の範囲に関する事項 子会社４社はすべて連結の範囲に
含めております。 

連結子会社名    
     WIZ(H.K.)LTD. 
     株式会社クレマリーミルク 
     株式会社epics 
     株式会社葦プロダクション 

WIZ(H.K.)LTD.及び株式会社クレ
マリーミルクは重要性が増したた
め、また、株式会社epics及び株式
会社葦プロダクションが新たに子
会社となったため、当中間連結会
計期間より中間連結財務諸表を作
成しております。 

 ２ 持分法の適用に関する事項   持分法を適用しない関連会社 
     レジェンズ製作委員会 
  持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、中間純損
益及び利益剰余金等に及ぼす影響
が軽微であり、かつ全体としても
重要性がないため、持分法の適用
から除外しております。なお、
「投資事業組合に対する支配力基
準及び影響力基準の適用に関する
実務上の取扱い」(企業会計基準委
員会 平成18年９月８日 実務対応
報告第20号)が公表されたこともあ
り、当中間連結会計期間より関連
会社として位置づけております。 

 ３ 連結子会社の中間決算日等 
に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、株
式会社葦プロダクションが８月31
日、WIZ(H.K.)LTD.及び株式会社ク
レマリーミルクが９月30日、株式
会社epicsが10月31日であります。

中間連結財務諸表の作成にあた
っては、それぞれの連結子会社の
中間決算日現在の財務諸表を使用
しております。なお、中間連結決
算日までの期間に発生した重要な
取引については、連結上必要な調
整をおこなっております。 

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 

満期保有目的の債券 
償却原価法を採用しておりま

す。 

 その他有価証券 

・時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の市場
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、売却原価は総平均法によ
り算定)を採用しております。 

 ・時価のないもの 

総平均法による原価法を採用
しております。 

 ②デリバティブ 

時価法によっております。 
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ル名 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

 

項目 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

 

③たな卸資産 

製品 

総平均法による原価法を採用
しております。 

 原材料 

総平均法による原価法を採用
しております。 

 企画・開発支出金 

個別法による原価法を採用し
ております。 

(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。 
但し、平成10年４月１日以降取得

の建物(建物付属設備を除く)につい
ては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。 

建物     3～15年 

車両運搬具  2～ 6年 

工具器具備品 2～15年 

 ②無形固定資産 

定額法によっております。 
なお、市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売収益に基づ
く償却方法を採用し、自社利用目的
のソフトウェアについては、社内に
おける見込利用可能期間(５年以内)
に基づく定額法によっております。

 

 

③長期前払費用 

均等償却をしております。 

(3)繰延資産の処理方法 

 

株式交付費については、発生時に
全額費用処理しております。 

開業費については５年間で均等償
却しております。 

(4)引当金の計上基準 

 
①貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に
備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等の
特定の債権については、個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。 

 ②退職給付引当金 

従業員の退職金の支出に備えるた
め、中間連結会計期間末の退職給付
債務を計上しております。 

なお、退職給付引当金の対象人員
が300名未満であるため、簡便法に
よっており、退職給付債務の金額は
中間連結会計期間末の自己都合要支
給額としております。 

 ③役員退職慰労引当金 

当社では役員の退職慰労金の支出
に備えるため、内規に基づく中間連
結会計期間末の要支給見積額を計上
しております。 
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ル名 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

(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
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引につきまして
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。

(6)重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の処理 

繰延ヘッジ処理によっておりま
す。 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間連結会計期間にヘッジ会計
を適用したヘッジ手段とヘッジ対象
は以下のとおりであります。 
ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建金銭債務・ 

外貨建予定取引 

 ③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規
程に基づき、ヘッジ対象に係る為替
相場変動リスクを一定の範囲内でヘ
ッジしております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

原則としてヘッジ対象とヘッジ手
段双方のキャッシュ・フロー変動の
累計額又は相場変動の累計額を基礎
にして、ヘッジ有効性の評価をおこ
なっております。 

但し、ヘッジ手段とヘッジ対象の
外貨建金銭債務または予定取引に関
する重要な条件が同一である場合に
は、ヘッジ有効性の評価を省略して
おります。 

(7)その他中間連結財務諸表 
作成のための基本となる 
重要な事項 

① 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、税抜方式によっております。 

 

 

 

② レバレッジド・リースを目的と

した匿名組合出資金の会計処理 

当社においてレバレッジド・リー
スを目的とした匿名組合への出資金
は、出資時に投資その他の資産の
「その他」に含まれている「出資
金」に計上し、匿名組合の会計報告
に基づき当中間連結会計期間末時点
で生じている損失累計額を「投資損
失引当金」に計上する方法によって
おります。 

但し、「出資金」と「投資損失引
当金」は中間連結貸借対照表上相殺
して表示し、「投資損失引当金」が
「出資金」を超過する場合には、そ
の超過額を流動負債の「その他」に
含まれている「未払金」に計上して
おります。 

なお、当中間連結会計期間末にお
ける「出資金」は444,743千円、
「投資損失引当金」は443,583千円
で「未払金」は47,323千円でありま
す。 
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ル名 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

５ 中間連結キャッシュ・フ 
ロー計算書における資金 
の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日
から３ヶ月以内に満期日の到来する
流動性の高い、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短期的な投資
からなっております。 
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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11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 

                          96,827千円

 

(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６月１日 
 至 平成18年11月30日) 

 ※１  販売費及び一般管理費の主なもの 

         

役員報酬･給料手当        376,194千円

       賞与                      65,390千円

       法定福利費                43,858千円

       研究開発費                86,381千円

役員退職慰労引当金繰入額  12,150千円

※２ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品               63千円
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ファイル名:⑨注記(連結株主、CF、リース、有証、デリバティブ) 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

(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６月１日  至  平成18年11月30日) 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 29,586 1,128 － 30,714

(変動事由の概要) 

  増加1,128株は、新株予約権の権利行使によるものです。 

２．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

   (1)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年８月30日 

定時株主総会 
普通株式 66,568千円 2,250円 平成18年５月31日 平成18年８月31日 

 

   (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年１月15日

取締役会 
普通株式 利益剰余金 46,071千円 1,500円 平成18年11月30日 平成19年２月13日

 

(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６月１日 
至 平成18年11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 3,131,798千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

8,610千円

現金及び現金同等物 3,123,188千円
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ファイル名:⑨注記(連結株主、CF、リース、有証、デリバティブ) 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

 

(セグメント情報) 

１．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６月１日  至  平成18年11月30日）において、おもちゃ事業

の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合が

いずれも90％を超えているため、いずれも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 

   当中間連結会計期間（自  平成18年６月１日  至  平成18年11月30日）において、全セグメント

の売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

 

３．海外売上高 

   当中間連結会計期間（自  平成18年６月１日  至  平成18年11月30日）において、海外売上高が

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。 
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ファイル名:⑨注記(連結株主、CF、リース、有証、デリバティブ) 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

(リース取引関係) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

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以外のファイナ

ンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間会計

期間末残高相当額 

 
工具器具備品 

(千円) 

取得価額相当額 6,784千円 

減価償却累計額 
相当額 

3,869千円 

中間会計期間末 
残高相当額 

2,914千円 

 

 ２ 未経過リース料中間会計期間末残高相当額 

 

１年以内 1,358千円 

１年超 1,663千円 

合計 3,021千円 

 ３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
 

支払リース料 769千円 

減価償却費相当額 717千円 

支払利息相当額 54千円 

 ４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

   ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。 

   利息相当額の算定方法 

   ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 
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ファイル名:⑨注記(連結株主、CF、リース、有証、デリバティブ) 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成18年11月30日) 

１ 時価のある有価証券 

(1)満期保有目的の債券      (単位：千円) 

区分 
中間連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

社債 98,855 100,120 1,264 

計 98,855 100,120 1,264 

(2)その他有価証券    (単位：千円) 

区分 取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

    ① 株式 
        ② 債券 

2,308
140,526

4,911
136,547

2,602 
△3,978 

計 142,835 141,458 △1,376 

 

２ 時価評価されていない有価証券                                   

  その他有価証券 (単位：千円)

内容 
中間連結貸借対照表 

計上額 

非上場株式 511,812

計 511,812
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ファイル名:⑨注記(連結株主、CF、リース、有証、デリバティブ) 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末(平成18年11月30日) 

該当事項はありません。 

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。 

 

25



ファイル名:⑨注記(連結株主、CF、リース、有証、デリバティブ) 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:50 

（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日) 

１株当たり純資産額         138,307円86 銭 

 

１株当たり中間純利益         9,047円03 銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

                             8,917円44 銭 

 

（注）１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

                                    （単位：千円） 

項目 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 

 至 平成18年11月30日) 

１株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純利益 275,174  

普通株式に係る中間純利益 275,174  

普通株式に帰属しない金額 －  

普通株式の期中平均株式数（株） 30,416  

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

中間純利益調整額 －  

普通株式増加数（株） 

  （うち新株予約権（株）） 

442   

（442） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

－  
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ファイル名:⑩生産、受注 更新日時:1/15/2007 1:20:00 PM 印刷日時:07/01/15 13:51 

５.生産、受注及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

当社グループは、自社の企画・開発段階での試作品の制作や当社の仕様等に基づく製品の生産、

及び携帯コンテンツの制作を専ら外注先に委託しております。なお、当中間連結会計期間における

仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年６月１日 
   至 平成18年11月30日) 

事業の種類別 
セグメント 

金 額 

おもちゃ事業 1,240,551

その他事業 30,544

合計 1,271,096

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額は、消費税等は含まれておりません。 

３  上記仕入高にはＣＰＵ等の原材料仕入も含まれております。 

 

(2) 受注実績 

当社グループは一部受注生産をおこなっておりますが、金額が僅少でありますので、記載を省略

いたします。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

(単位：千円) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年６月１日 
   至 平成18年11月30日) 

事業の種類別 
セグメント 

金 額 

おもちゃ事業 2,632,160

その他事業 28,630

合計 2,660,790

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 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 

(単位：千円) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年６月１日 
  至 平成18年11月30日) 相手先 

販売高 割合(％) 

株式会社バンダイ 2,390,534 89.8
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