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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 9,821 △1.0 △293 － △391 － △518 －

19年３月期 9,919 △6.1 0 △99.9 5 △99.2 △160 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △26,219 62 － － △21.9 △8.4 △3.0

19年３月期 △8,133 34 － － △5.7 0.1 0.0

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

20年３月期 4,513 2,094 44.3 101,355 91

19年３月期 4,840 2,867 56.5 144,879 14

（参考）自己資本 20年３月期 1,998百万円 19年３月期 2,737百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

20年３月期 △303 △48 276 899

19年３月期 △278 △640 △729 1,016

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 － － －

20年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 － － －

21年３月期（予想） － － － － － － 1,900 00 1,900 00 － 14.9 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 5,752 117.3 57 49.4 43 49.2 30 251.5 1,519 12

通期 12,061 122.8 326 － 301 － 251 － 12,730 34
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 19,795株 19年３月期 19,794株

②　期末自己株式数 20年３月期 75株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 6,858 △10.3 44 0.3 12 △82.6 △200 －

19年３月期 7,642 △8.7 44 △90.1 72 △83.3 △127 △157.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 △10,129 89 － －

19年３月期 △6,436 05 － －

(2）個別財政状態

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

20年３月期 3,685 2,183 59.1 110,068 15

19年３月期 3,941 2,541 64.5 127,544 46

（参考）自己資本 20年３月期 2,178百万円 19年３月期 2,541百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 3,715 102.6 48 24.6 50 24.6 50 41.8 2,566 61

通期 7,465 108.9 196 437.5 200 － 190 － 9,648 70

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

・全般の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は好調な企業業績を背景に緩やかな回復基調で推移したものの、後半

以降は原油価格の高騰や、サブプライムローン問題による金融市場の世界的混乱等により景気の後退懸念が強まって

まいりました。

  玩具を中心としたベンディング業界につきましては、引続き市場低迷、競争激化等、厳しい状況が続いており、こ

うした中、当社グループは中期経営計画に基づき、販売力の強化や新市場開拓、ロケーションの拡大、さらには、新

商品の絞込み、新コンセプトマシンの開発などに注力してまいりました。平成19年４月に、子会社㈱アクロスウェー

ブを新設し、新たな菓子ベンディング事業に進出するとともに、同年12月には、ステッカー（シール）ベンディング

事業を立上げました。また、現状の流通・販売体制の抜本的な見直し・再構築を図るべく、同年９月にカプセル玩具

の卸販売及びオペレーション問屋（トイベンディングマシンの設置・運営及びカプセル玩具の販売業者）の管理・統

括を目的とする子会社ユージン販売㈱を設立すると同時に、当社の主要販売先である㈱ペニイの株式を取得し、同社

を子会社（孫会社）化しました。

  しかしながら、売上高はその他トイ周辺事業が不調だったため、9,821百万円（前連結会計年度比1.0％減）となり

ました。さらに、売上原価率はやや改善したものの、当期より事業を開始し、新たに連結対象となった㈱アクロス

ウェーブにおける事業拡大に向けた人件費や広告宣伝費等の増加などにより販売費及び一般管理費が増えたため、293

百万円（前連結会計年度は0.7百万円の営業利益）の営業損失、391百万円（同５百万円の経常利益）の経常損失とな

りました。また、その他トイ周辺事業について、コンビニエンスストア向けフィギュア商品等を中心に不振が続いた

ため再編することとなり、それに伴う商品廃棄損・評価減や、当社の生産統括子会社YUJIN（HONG KONG）LIMITED.

（ユージン香港）の閉鎖に係る関連費用などを特別損失として計上した結果、518百万円（同160百万円の当期純損失）

の当期純損失となりました。

・事業別の状況

①　ベンディング事業

　国内でポケットモンスターやプラレール、トミカなどのキャラクターを使用した定番商品の売上が伸びたほか、

新しいロケーションである観光物産店向けの「旅ガチャ」シリーズや期初から事業を開始した新設子会社㈱アク

ロスウェーブによる新菓子ベンディング事業、新たに子会社となった㈱ペニイによる販売などが売上に貢献した

結果、欧州販売子会社（TOMY YUJIN EUROPE LTD.）の売上不振を補い、同事業の売上高は8,115百万円（前連結会

計年度比0.4％増）となりました。

（注）事業区分について、当連結会計年度よりカプセルに入っていない商品（菓子）のベンディング事業を開始

      したため、従来の「カプセルベンディング事業」を「ベンディング事業」に変更しました。

②　その他トイ周辺事業

　コンビニエンスストア向け商品やＯＥＭ製品（他社向け景品等）の売上が減少して、1,718百万円（前連結会計

年度比6.4％減）となりました。

（次期の見通し）

　次期はベンディング事業において、「売り場視点」による営業体制の構築やマーケティング主導の商品企画の推進、

売り場への総合提案力の強化など、再建計画を実行するとともに、新たなベンディング事業であるステッカーベンディ

ング事業に本格的に進出してまいります。また、当期の後半に発売して比較的好調だった「旅ガチャ」の観光物産店

への投入に次いで、新規市場のロケーション開拓を強化してまいります。商品面では、他社の企業キャラクターを活

用した商品が前期に引続き好調が見込まれるとともに、当期の３月に販売した親会社タカラトミーの強力キャラクター

（「ヤッターマン」）を採用した商品について、タカラトミーグループとの協働による相乗効果が次期はさらに期待

されます。このほか、当期の10月より新たに連結子会社となった㈱ペニイのベンディング事業が次期は期初から売上

に寄与するとともに、㈱アクロスウェーブの新菓子ベンディング事業も本格化するなど、ベンディング事業は好調に

推移すると見込んでおります。一方、その他トイ周辺事業は事業の再編に伴い、商品の絞込み等により売上の減少が

見込まれるものの、ベンディング事業の伸びにより全体の売上高は12,061百万円（前期比22.8％増）と予想しており

ます。

　さらに、売上原価面では商品を入れるカプセルの縮小化・軽量化、商品構成の適正化などをはじめとした原価削減

策の実施により、商品仕入を中心に全体の原価率の改善を見込んでおります。これにより、連結子会社の増加に伴う

販売費及び一般管理費の増加を吸収して、営業利益は326百万円（前期は293百万円の営業損失）、経常利益は301百万

円（同391百万円の経常損失）当期純利益は251百万円（同518百万円の当期純損失）と予想しております。
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（注）上記の業績見通しは現時点で入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づい

ておりますが、当社グループの取扱い商品である玩具は人気や流行に左右される傾向にあることや、その他の

不確定要因により、実際の業績は見通しと大きく異なる可能性があります。

(2）財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産の状況に関する分析）

　総資産は、前連結会計年度と比較して326百万円減少して4,513百万円となりました。これは主として売上債権や金

型等の工具、器具及び備品の減少によるものであります。

　負債は、前連結会計年度と比較して446百万円増加して2,419百万円となりました。これは主として支払手形及び買

掛金は減少したものの、短期借入金の増加が大きかったことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度と比較して772百万円減少して2,094百万円となりました。これは主として利益剰余金が

減少したためであります。

（キャッシュ・フローの状況に関する分析）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が増加から減少に転じ、法人税等の還付もありましたが、仕入債

務の減少額や税金等調整前当期純損失の拡大が響いて、303百万円（前連結会計年度比25百万円増）の支出となりまし

た。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得が減ったほか、新たな菓子ベンディング事業に係る事

業譲受による支出がなくなったことなどにより、48百万円（同592百万円減）の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が純減から純増に転じたため、276百万円（前連結会計年度は

729百万円の支出）の収入となりました。

　以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して116百万円減少し、899百万

円となりました。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

17年３月期 18年３月期 19年３月期 20年３月期 

自己資本比率（％） 27.5 48.2 56.5 44.3

時価ベースの自己資本比率（％） － 168.1 60.5 52.7

債務償還年数（年） 1.9 3.1 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 48.5 22.7 － －

（注）・自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／総資産

・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

・各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

・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。

・営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

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、利子を払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

・当期の債務償還年数（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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、安定的な経営基盤の確保と利益率の向

上に努めるとともに、安定的な配当の継続を念頭に置きつつ、配当性向などを勘案のうえ、配当金額を決定していく

方針であります。

　内部留保資金については、引続き新規事業及び既存事業領域拡大のために活用していく考えであります。

　当期の配当については、業績が大幅に悪化したため無配とさせていただきました。次期の配当については、配当性

向（連結ベース）20％を１つの目安としました。
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２．企業集団の状況
（事業の内容）

　当社グループは、当社及び親会社（株式会社タカラトミー）、連結子会社７社、非連結子会社２社により構成され

ております。

　当社の親会社である株式会社タカラトミーは、玩具事業を行っており、当社及び当社の子会社は、その周辺事業の

一つであるベンディング事業を中心に展開する企業として位置付けられております。当社の親会社を除く当社グルー

プの営む主な事業と当社グループを構成する各会社の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。

　また、製品の企画・開発の一部及び製造については、当社の関連当事者（兄弟会社）であるTOMY（HONG KONG）LTD.

及びその他外部の業者に委託しております。

事業区分 事業内容 主な会社名

ベンディング事業

（トイベンディング事業及び菓子ベンディング事業）

ベンディングマシン及び同マシン用カプセル玩具、

カプセル菓子等の企画・製造・販売

国内

当社

（連結子会社）

株式会社アクロスウェーブ

ユージン販売株式会社

株式会社ペニイ 

海外

（連結子会社）

TOMY YUJIN CORPORATION

TOMY YUJIN KOREA CO.,LTD.

TOMY YUJIN EUROPE LTD.

YUJIN（HONG KONG）LTD. 

その他トイ周辺事業

（フューチャーマーケティング（ＦＭ）事業等）

マシンを使用しないカプセル製品、フィギュア等の

企画・製造・販売

国内 当社

（注）１．事業区分について、当連結会計年度よりカプセルに入っていない商品（菓子）のベンディング事業を開始し

　　　　　たため、従来の「カプセルベンディング事業」を「ベンディング事業」に変更しました。

　　　２．ユージン販売株式会社は、平成19年９月にカプセル玩具の卸販売及びオペレーション問屋の管理・統括を行

　　　　　う子会社として設立いたしました。

　　　３．上記のユージン販売株式会社は平成19年10月にカプセル玩具のオペレーション問屋である株式会社ペニイの

　　　　　株式を取得しており、同社は当社の孫会社となりました。                       

　事業の系統図は次のとおりであります。

 得    意    先 

子会社 
㈱アクロスウェーブ 

ユージン販売㈱ 
㈱ペニイ 

TOMY YUJIN CORPORATION 
TOMY YUJIN KOREA CO.,LTD. 
TOMY YUJIN EUROPE LTD. 

ベンディング事業 

当     社 
 
 

子会社YUJIN（HONG KONG）LTD.、関連当事者TOMY（HONG KONG）LTD.及びその他外部企画・開発、製造会社 

親会社 
㈱タカラトミー 

製品・サービスの流れ 

(キャラクターラ
イセンスの供与) 

ベンディング事業 その他トイ周辺事業 

（注）当社は、TOMY（HONG KONG）LTD.から金型の購入も行っております。
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（関係会社の状況）

名称 住所 資本金
主要な事業の
内容

議決権の
（被）所
有割合
（％）

関係内容

役員の
兼任等

資金援助 営業上の取引
設備の賃
貸借

業務提携
等

（親会社）

株式会社タカラト

ミー

（注）２

東京都葛飾区
百万円

3,459
玩具事業 (70.7) 有り ―

製品の販売、

ロイヤリティ

の支払い

事務所建物

の賃借
―

（連結子会社）

TOMY YUJIN 

CORPORATION

米国カリフォルニ

ア州ニューポート

ビーチ市

千ドル

20

ベンディング

事業
100.0 有り ―

製品の販売、

ロイヤリティ

の受取り

― ―

（連結子会社）

TOMY YUJIN  

KOREA CO.,LTD.

（注）３，４

韓国　ソウル市
千ウォン

1,200,000

ベンディング

事業
100.0 有り ― 製品の販売 ― ―

（連結子会社）

TOMY YUJIN 

EUROPE LTD.

（注）３，５

英国　サリー郡

サットン市

千ポンド

500

ベンディング

事業
70.0 有り ―

製品の販売、

ロイヤリティ

の受取り

― ―

（連結子会社）

YUJIN（HONG KONG）

LTD.

（注）３

香港チムサチュイ

地区

千香港ドル

1,000

ベンディング

事業
100.0 有り ― 製品の仕入 ― ―

（連結子会社）

株式会社アクロス

ウェーブ

東京都葛飾区 
　　百万円 

40

ベンディング

事業 
100.0 有り 有り

経営指導料の

受取り

事務所建物

の賃貸
―

（連結子会社）

ユージン販売株式会

社

東京都葛飾区 
　　百万円 

30

ベンディング

事業 
100.0 有り ― 製品の販売 ― ―

（連結子会社）

株式会社ペニイ

（注）６

神奈川県横浜市
　　百万円 

30

ベンディング

事業

80.0

 （67.0）
有り  ― 製品の販売 ― ―

（注）１．連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．有価証券報告書の提出会社であります。

３．特定子会社であります。

４．TOMY YUJIN KOREA CO.,LTD.は平成19年５月にYUJIN MICOTT KOREA CO.,LTD.を社名変更したものであります。

５．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えておりますが、

当連結会計年度における所在地別セグメントの売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグメント間の内

部売上高又は振替高を含む）の割合が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

６．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標－以上の２項目については、平成19年３月期中間決算短信（平

成18年11月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社のホームページ）

http://www.yujin.co.jp/

（ジャスダック証券取引所のホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(3）中長期的な会社の経営戦略

トイベンディング業界は、「ガチャ」（カプセル商品）人気の一巡や、データカードゲーム等の他社の同一価格帯

商品の登場に伴うガチャの訴求力の相対的低下などにより、小売りベースの市場規模が推定でピーク時の約350億円

から最近では300億円を下回る水準にまで縮小しております。海外においても、イタリア市場での当社グループ商品

のブームが沈静化し、売上が大幅に減少するなど、既存市場の低迷、成熟化や競争の激化、さらには原材料、人件費

の高騰等、生産環境の激変による生産コストの上昇に見舞われております。このように、当社グループを取り巻く経

営環境が急激に変化し、より厳しくなる中で、当社グループの業績も不振が続いております。

そこで、当社グループは「売り場で勝つ」ために、分りやすくて楽しい売り場を作り上げシェアアップに繋げると

いう方針のもと、これまでの中期経営計画に加え、経営・事業両面での抜本的な施策として、当社の親会社である㈱

タカラトミーのグループ会社との協働、再編を含めた再建計画を策定しました。 

その骨子は以下のとおりであります。

［再建計画の骨子］

（経営のパラダイムチェンジ）

①「売り場視点」による営業体制の構築

～従来のベンディングマシンのオペレーション業者中心の営業から販売店（マシン設置店）中心の営業へシ

フトする。

②マーケティング主導による商品企画の推進

～売り場視点の商品提案型の商品企画を推進する。

③経営改革、意識改革により、全社員一丸となった事業運営を行う。

（当社自主路線からタカラトミーグループとのシナジー路線への方向転換）

①売り場への総合提案力の強化

～売り場の変化に対応するために、タカラトミーグループとの協働により総合提案力を強化する。

②生産体制の見直し・再編

～中国の生産環境の激変に対応するために、生産統括子会社YUJIN（HONG KONG）LTD.（ユージン香港）を解

散し、タカラトミーグループの生産統括子会社TOMY（SHENZHEN）LTD.（トミーシンセン）に業務、機能を移

管・統合する。

③タカラトミーグループ内での当社と他の事業子会社との連携強化と当社を中心とした組織・事業再編等の検

討・協議

上記再建計画のうち、ユージン香港の解散とトミーシンセンへの業務、機能の移管・統合については、既にその手

続に着手しております。組織・事業の再編についても、その一環として当期に「その他トイ周辺事業」の見直し、組

織対応を行い、運営の効率化を図りました。

　なお、既に公表のとおり、今般この再建計画について、タカラトミーグループの施策と深く関わる組織・事業の再

構築等をより迅速かつ円滑に進めるとともに、その実現可能性を一層高めるために㈱タカラトミーによる当社株式の

公開買付けとその後の同社株式との交換により同社の完全子会社になることを決定しております。

　また、当社は同社の完全子会社化の実現を前提として、同社グループの玩具周辺事業の集約化を通じた経営資源の

拡充・強化をベースに、競合メーカーとの市場競争において優位に立つために、当社を中心に、同社グループの㈱

ユーメイト（小物・水物玩具事業）、㈱ハートランド（ぬいぐるみ事業）、㈱すばる堂（玩菓事業）の計４社による

経営統合に向けた検討・協議を開始しております。 

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、上記(3）の中期経営戦略の実践に課題として取組むとともに、新カプセルの採用、商品構成の適

正化、オリジナル商品・グローバル共通商品の増強、原価企画の徹底、中国工場の集約化等、各種の手法による原価

の削減と利益構造の再構築、さらには、品質及び納期管理の徹底などを課題としてまいります。　

(5）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

方及びその整備状況」に記載される事項と内容が重複しますので、記載を省略します。

（株）ユージン（7828）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 7 －



４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※２  1,016,329   1,027,775   

２．受取手形及び売掛金 ※３  1,853,228   1,513,284   

３．たな卸資産   515,211   652,524   

４．繰延税金資産   99,522   101,300   

５．未収法人税等   81,610   －   

６．その他   267,727   363,142   

貸倒引当金   △87,266   △98,681   

流動資産合計   3,746,364 77.4  3,559,346 78.8 △187,018

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  24,844   41,903    

減価償却累計額  12,154 12,690  27,952 13,950   

(2）機械装置及び運搬具  22,757   23,080    

減価償却累計額  9,853 12,904  11,161 11,918   

(3）工具、器具及び備品  1,995,829   1,946,246    

減価償却累計額  1,571,544 424,284  1,744,746 201,500   

(4）土地   258,680   259,356   

(5）建設仮勘定   6,168   －   

有形固定資産合計   714,728 14.8  486,725 10.8 △228,002

２．無形固定資産         

(1）のれん   173,631   332,305   

(2）その他   31,288   24,420   

無形固定資産合計   204,919 4.2  356,726 7.9 151,806

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  33,417   26,662   

(2）長期貸付金   －   45,000   

(3）繰延税金資産   25,884   －   

(4）その他   117,113   41,189   

貸倒引当金   △1,800   △1,800   

投資その他の資産合計   174,616 3.6  111,052 2.5 △63,563

固定資産合計   1,094,264 22.6  954,504 21.2 △139,759

資産合計   4,840,629 100.0  4,513,850 100.0 △326,778
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   1,097,017   700,642   

２．短期借入金 ※２  168,410   636,996   

３．未払金   309,879   307,170   

４．未払費用   249,789   268,108   

５．未払法人税等   －   31,209   

６．製品補償引当金   7,656   7,041   

７．その他   4,830   220,532   

流動負債合計   1,837,583 38.0  2,171,700 48.1 334,116

Ⅱ　固定負債         

１．社債   －   36,000   

２．長期借入金 ※２  －   84,085   

３．退職給付引当金   62,409   77,470   

４．役員退職慰労引当金   24,621   －   

５．その他   48,277   49,781   

固定負債合計   135,307 2.8  247,337 5.5 112,029

負債合計   1,972,891 40.8  2,419,038 53.6 446,146

         

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   630,662 13.0  630,692 14.0 30

２．資本剰余金   796,306 16.5  796,336 17.6 30

３．利益剰余金   1,245,668 25.7  727,391 16.1 △518,277

４．自己株式   － －  △10,815 △0.2 △10,815

　　株主資本合計   2,672,637 55.2  2,143,604 47.5 △529,032

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  100 0.0  56 0.0 △43

２．繰延ヘッジ損益   16,653 0.3  △145,412 △3.2 △162,066

３．為替換算調整勘定   47,688 1.0  489 0.0 △47,198

　　評価・換算差額等合計   64,442 1.3  △144,866 △3.2 △209,308

Ⅲ　新株予約権   － －  4,695 0.1 4,695

Ⅳ　少数株主持分   130,658 2.7  91,378 2.0 △39,279

純資産合計   2,867,737 59.2  2,094,812 46.4 △772,925

負債純資産合計   4,840,629 100.0  4,513,850 100.0 △326,778
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   9,919,646 100.0  9,821,557 100.0 △98,089

Ⅱ　売上原価 ※１  7,189,160 72.5  6,786,081 69.1 △403,079

売上総利益   2,730,486 27.5  3,035,475 30.9 304,989

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．荷造運賃  152,978   165,696    

２．保管料  198,424   174,237    

３．広告宣伝費  459,674   663,457    

４．給与及び賞与手当  712,271   767,374    

５．退職給付費用  42,256   42,897    

６．役員退職慰労引当金繰入額  10,452   3,679    

７．研究開発費 ※１ 315,967   329,272    

８．支払手数料  306,434   318,255    

９．その他  531,312 2,729,772 27.5 863,913 3,328,782 33.9 599,009

営業利益又は営業損失（△）   713 0.0  △293,306 △3.0 △294,020

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息及び配当金  15,191   8,885    

２．賃貸料収入  3,131   3,511    

３．為替差益  7,230   －    

４．その他  5,164 30,718 0.3 4,948 17,345 0.2 △13,372

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  15,233   24,039    

２．為替差損  －   80,928    

３．シンジケートローン手数料  10,000   －    

４．その他  1,189 26,423 0.3 10,505 115,473 1.2 89,050

経常利益又は経常損失（△）   5,008 0.0  △391,434 △4.0 △396,443

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 776   －    

２．貸倒引当金戻入益  9,355 10,131 0.1 20,681 20,681 0.2 10,549

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  14,810   1,985    

２．減損損失 ※３ －   13,802    

３．投資有価証券評価損 28,257   4,743    

４．事業撤退損失 ※４ 50,406   97,051    

５．海外代理店整理損  10,146   －    

６．役員弔慰金  19,460 123,080 1.2 － 117,582 1.2 △5,498

税金等調整前当期純損失   △107,940 △1.1  △488,335 △5.0 △380,394

法人税、住民税及び事業税  41,476   58,206    

過年度法人税、住民税及び
事業税

 －   △44,652    

法人税等調整額  9,284 50,761 0.5 35,605 49,159 0.5 △1,601

少数株主利益又は少数株主
損失（△）

  2,247 0.0  △19,218 △0.2 △21,465

当期純損失   △160,949 △1.6  △518,277 △5.3 △357,327
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 629,340 794,983 1,480,868 2,905,192

連結会計年度中の変動額

新株の発行 1,322 1,322  2,644

剰余金の配当（注）   △59,250 △59,250

役員賞与（注）   △15,000 △15,000

当期純損失   △160,949 △160,949

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計(千円) 1,322 1,322 △235,199 △232,554

平成19年３月31日　残高（千円） 630,662 796,306 1,245,668 2,672,637

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

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 253 － 9,554 9,808 142,493 3,057,494

連結会計年度中の変動額

新株の発行      2,644

剰余金の配当（注）      △59,250

役員賞与（注）      △15,000

当期純損失      △160,949

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△153 16,653 38,133 54,633 △11,834 42,798

連結会計年度中の変動額合計(千円) △153 16,653 38,133 54,633 △11,834 △189,756

平成19年３月31日　残高（千円） 100 16,653 47,688 64,442 130,658 2,867,737

 （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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19年３月31日　残高（千円） 630,662 796,306 1,245,668 － 2,672,637

連結会計年度中の変動額

新株の発行 30 30   60

当期純損失   △518,277  △518,277

自己株式の取得    △10,815 △10,815

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計(千円) 30 30 △518,277 △10,815 △529,032

平成20年３月31日　残高（千円） 630,692 796,336 727,391 △10,815 2,143,604

評価・換算差額等

新株予約
権

少数株主
持分

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 100 16,653 47,688 64,442 － 130,658 2,867,737

連結会計年度中の変動額

新株の発行       60

当期純損失       △518,277

自己株式の取得       △10,815

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△43 △162,066 △47,198 △209,308 4,695 △39,279 △243,892

連結会計年度中の変動額合計(千円) △43 △162,066 △47,198 △209,308 4,695 △39,279 △772,925

平成20年３月31日　残高（千円） 56 △145,412 489 △144,866 4,695 91,378 2,094,812
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前当期純損失  △107,940 △488,335  

２．減価償却費  405,084 266,283  

３．のれん償却費  － 56,215  

４．減損損失  － 13,802  

５．貸倒引当金の増減（△）額  △14,211 3,437  

６．製品補償引当金の減少額  △3,241 △615  

７．退職給付引当金の増加額  10,805 16,228  

８．役員退職慰労引当金の減少額  △20,812 －  

９．受取利息及び受取配当金  △15,191 △8,885  

10．支払利息  15,233 24,039  

11．固定資産除売却損益  14,034 12,706  

12．投資有価証券評価損  28,257 4,743  

13．売上債権の増（△）減額  △219,510 462,534  

14．たな卸資産の増（△）減額  115,967 △47,092  

15．仕入債務の減少額  △249,426 △673,515  

16．未払金の増減（△）額  △27,834 4,471  

17．その他  47,934 △24,215  

小計  △20,853 △378,197 △357,344

18．利息及び配当金の受取額  14,876 8,883  

19．利息の支払額  △14,145 △24,034  

20．法人税等の支払額（還付額）  △258,223 89,585  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △278,345 △303,763 △25,417
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の預入による支出  － △6,290  

２．定期預金の払出による収入  － 19,008  

３．有形固定資産の取得による支出  △398,049 △55,564  

４．有形固定資産の売却による収入  1,352 2,928  

５．事業の譲受による支出  ※２ △152,380 －  

６．無形固定資産の取得による支出  △20,947 △14,925  

７．無形固定資産の売却による収入  － 1,906  

８．投資有価証券の取得による支出  － △2,000  

９．連結子会社株式の追加取得による
支出

 △38,127 －  

10．連結範囲の変更を伴う子会社株式
取得による収入

 － 26,849  

11．貸付けによる支出  △30,000 △61,000  

12．貸付金の回収による収入  － 5,000  

13．その他  △2,737 35,380  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △640,891 △48,706 592,184

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の純増減額  △654,958 447,507  

２．長期借入金の返済による支出  － △164,823  

３．社債の償還による支出  － △1,500  

４．株式の発行による収入  2,644 60  

５．配当金の支払額  △59,250 －  

６．少数株主への配当金の支払額  △17,999 △5,197  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △729,562 276,047 1,005,610

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  69,626 △39,913 △109,539

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △1,579,173 △116,335 1,462,837

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,595,503 1,016,329 △1,579,173

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  1,016,329 899,994 △116,335
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

(1）すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　５社

(1）連結子会社

連結子会社数は７社であります。

連結子会社の名称

TOMY YUJIN CORPORATION

YUJIN MICOTT KOREA CO., LTD.

TOMY YUJIN EUROPE LTD.

YUJIN (HONG KONG) LTD.

㈱アクロスウェーブ

 

 

YUJIN (HONG KONG) LTD.及び㈱アクロス

ウェーブにつきましては、当連結会計期間

に設立したため、連結の範囲に含めており

ます。 

(2）連結子会社名

TOMY YUJIN CORPORATION

TOMY YUJIN MICOTT KOREA CO., LTD.

TOMY YUJIN EUROPE LTD.

YUJIN (HONG KONG) LTD.

㈱アクロスウェーブ

ユージン販売㈱

㈱ペニイ

TOMY YUJIN KOREA CO., LTD.は平成19年

５月にYUJIN MICOTT KOREA CO., LTD.を社

名変更したものであります。

　ユージン販売㈱につきましては、当連結

会計期間に設立したため、㈱ペニイにつき

ましては、当連結会計期間に株式を取得し

たため、連結の範囲に含めております。 

(3）非連結子会社

非連結子会社は２社であります。

(4）非連結子会社名

㈱アスコ

㈲エスピー玩具

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連結の範囲

から除外しております。

２．持分法の適用に関す

る事項

(1）持分法適用会社

　該当事項はありません。

(1）持分法適用会社

同左

(2）持分法非適用会社

該当事項はありません。

(2）持分法非適用会社

同左

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項

　連結子会社のうちTOMY YUJIN CORPORATION

の決算日は、２月末日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては、当該決算日におけ

る財務諸表を使用しており、連結決算日との

間に生じた重要な取引は連結上必要な調整を

行うことにしております。

　連結子会社のうちTOMY YUJIN CORPORATION

及び㈱ペニイの決算日は、２月末日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、当該

決算日における財務諸表を使用しており、連

結決算日との間に生じた重要な取引は連結上

必要な調整を行うことにしております。

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

(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

連結決算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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

③　たな卸資産

当社

　移動平均法による原価法

③　たな卸資産

当社及び国内連結子会社

同左

在外連結子会社

　主として先入先出法による低価法

在外連結子会社

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

(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

当社

　定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

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。

当社及び国内連結子会社

　定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

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 ３～50年

工具、器具及び備品 ２～15年

建物 ３～50年

工具、器具及び備品 ２～15年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　この変更による損益への影響は軽微

であります。

（追加情報）

　当社は、法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益がそれぞれ

8,763千円減少しております。

　　在外連結子会社

　　主として見積耐用年数に基づく定額

法

　　在外連結子会社

同左

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づく定額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

(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。

(3）繰延資産の処理方法

株式交付費

同左　
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

当社

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し回

収不能見込額を計上しております。

当社及び国内連結子会社

同左

在外連結子会社

　主として個別債権の回収可能性を検

討して必要額を計上しております。

在外連結子会社

同左

②　製品補償引当金

　当社は、売上製品の補償費用の支出に

備えるため、各売上製品に対して個別に

補償費用の発生可能性を勘案し、補償見

込額を計上しております。

②　製品補償引当金

同左

③　退職給付引当金

　当社及び一部の連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における簡便法による退職給付債務

の見込額に基づき、当連結会計年度末に

発生していると認められる額を計上して

おります。

③　退職給付引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

─────

 

 

 （追加情報）

　当社は従来、役員退職慰労金の支払い

に備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しておりましたが、平成19年５

月22日開催の取締役会において役員退職

慰労金制度を廃止することを決議し平成

19年６月22日開催の株主総会において承

認を受けました。これに伴い支給予定額

10,400千円を「未払金」に、17,900千円

を固定負債の「その他」に計上しており

ます。この変更による損益への影響はあ

りません。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在

外子会社等の資産及び負債は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めております。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6）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。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を適用しております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

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……先物為替予約、通貨オ

プション

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……外貨建金銭債務及び予

定取引

ヘッジ対象……同左

③　ヘッジ方針

　為替相場の変動によるリスクを回避す

るため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

ヘッジ効果を検証しております。ただし、

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する元本・

期間等の重要な条件が同一の場合はヘッ

ジ効果が極めて高いことから、ヘッジの

有効性の判断は省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8）その他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

　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。

(8）その他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

同左

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関する

事項

　連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれ

んの償却に関する事項

 のれんの償却については、５年での均等償

却としております。

同左

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっております。

同左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

当連結会計年度より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は2,720,425千円

であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

───────

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１.　　            ─────

 

※１. 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券    12,000千円

※２.　　            ─────     

 

※２. 担保に供している資産

現金及び預金     20,109千円

上記について、短期借入金78,067千円、長期借入金

84,085千円の担保に供しております。

※３. 期末日満期手形の処理

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれて

おります。

受取手形       67,287千円

※３. 　            ─────     

  

　４. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント総額  1,000,000千円

借入実行残高       －千円

 差引額 1,000,000千円

　４. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント総額     1,000,000千円

借入実行残高       　－千円

 差引額 1,000,000千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は315,967千円であります。

※１. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は329,272千円であります。

※２. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２. 　            ─────   

機械装置及び運搬具　　　　 　　　　 776千円

　

※３.　　            ─────     

    

    

     

※３. 減損損失

　　当連結会計年度において、当社及び在外連結子会社は

以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

 東京都葛飾区  生産管理ソフト  ソフトウェア

 香港  会計ソフト  ソフトウェア

 香港  事務所内装他  建物及び構築物

 香港  机、間仕切り他 工具、器具及び備品

    

※４.　　            ─────     

　　生産統括子会社YUJIN(HONG KONG)LTD.を閉鎖すること

となったことから、収益が見込まれない資産グループに

ついて帳簿価額13,802千円を減損損失として特別損失に

計上いたしました。その内訳は、建物及び構築物468千円、

工具、器具及び備品3,519千円、ソフトウェア9,814千円

であります。

　　グルーピングの方法につきましては、原則として事業

別に区分し、遊休資産については個々の物件を単位とし

ております。

　　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により評価しております。

※４. 事業撤退損失

　　フューチャーマーケティング事業の整理に伴う損失及

び連結子会社の清算による損失であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 19,750 44 － 19,794

合計 19,750 44 － 19,794

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の発行済株式総数の増加44株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日
定時株主総会

普通株式 59,250 3,000 平成18年３月31日 平成18年６月22日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　（注）１ 19,794 1 － 19,795

合計 19,794 1 － 19,795

自己株式

普通株式　（注）２ － 75 － 75

合計 － 75 － 75

（注）１　普通株式の発行済株式総数の増加１株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２　普通株式の自己株式の増加75株は、新規取得により連結の範囲に含まれることとなった子会社が保有していたものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

ストック・オプションと
しての新株予約権

普通株式 － － － － 4,695

合計 － － － － － 4,695

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

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

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,016,329千円

現金及び現金同等物  1,016,329千円

  

※２．当連結会計年度に事業の譲受けにより増加した資産

の主な内訳は次のとおりであります。

固定資産 152,380千円

現金及び預金勘定 1,027,775千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △127,780千円

現金及び現金同等物      899,994千円

※２．　　　           ─────   

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得
価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末
残高
相当額

（千円） （千円） （千円）

工具器具備品 7,580 1,732 5,847

合計 7,580 1,732 5,847

取得
価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末
残高
相当額

（千円） （千円） （千円）

工具器具備品 717,319 235,198 482,120

合計 717,319 235,198 482,120

　（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

　

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,423千円

１年超 5,466千円

合計 6,889千円

１年内 231,922千円

１年超      366,744千円

合計      598,666千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

　

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 839千円 支払リース料    127,042千円

減価償却費相当額 1,732千円 減価償却費相当額      231,414千円

  支払利息相当額      10,926千円

(4）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

率法によっております。

(4）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

率法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

─────

(5）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との差

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。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

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

(1）株式 602 770 168 260 375 114

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 602 770 168 260 375 114

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － － 341 283 △57

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 341 283 △57

合計 602 770 168 602 658 56

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

－ － － － － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 22,647 26,004
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容及び利用目的等

　当社は、通常の取引の範囲内で、外貨建営業債務に係

る将来の為替相場の変動リスクを回避する目的で、包括

的な為替予約及び通貨オプション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。

(1）取引の内容及び利用目的等

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……先物為替予約、通貨オプション

ヘッジ対象……外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

①　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

②　ヘッジ方針

　為替相場の変動によるリスクを回避するため、対象

債務の範囲内でヘッジを行っております。

②　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、ヘッジ効果を

検証しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象

に関する元本・期間等の重要な条件が同一の場合は

ヘッジ効果が極めて高いことから、ヘッジの有効性の

判断は省略しております。

③　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社は、外貨建の営業債務の支払いに充てるため、輸

入計画に基づき必要な範囲内でのデリバティブ取引を行

うこととし、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）取引に係るリスクの内容

　当社が利用している為替予約取引等は、為替相場の変

動によるリスクを有しております。なお、当社のデリバ

ティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行

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。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　通常の営業取引に係る為替予約取引等は、取締役会の

承認を経て、仕入計画及び資金計画に基づき、経理部が

取引の実行及び管理を行っております。経理部では取引

の都度、経理部管掌役員に報告するとともに、必要に応

じて時価評価を行っており、市場の急変等不測の事態が

発生した場合には、迅速な対応ができるような管理体制

を整備しております。

(4）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

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、先物為替予約取引及び通貨オプション取引を行っておりますが、いずれも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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、先物為替予約取引及び通貨オプション取引を行っておりますが、いずれも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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（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、退職一時金制度及び総合設立型の厚生年金基金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

退職給付債務       62,409千円             77,470千円 

退職給付引当金       62,409千円             77,470千円 

　（注）当社は退職給付債務の算定にあたり、退職給付にかかる期末自己都合要支給額を退職給付債務と

　　　　する簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

勤務費用       45,171千円             44,643千円

退職給付費用       45,171千円           44,643千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数
 当社取締役 　５名

 当社従業員　 45名

 当社取締役　 ６名

 当社監査役　 ３名

 子会社取締役 １名

 当社従業員　 57名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）
 普通株式　  389株  普通株式　  522株

 付与日  平成16年３月26日  平成17年３月25日

 権利確定条件

 付与日（平成16年３月10日）以降、権利

確定日（平成18年３月31日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成17年３月15日）以降、権利

確定日（平成19年３月31日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成16年３月10日から平成18年３月31日

まで

 平成17年３月15日から平成19年３月31日

まで

 権利行使期間
 平成18年４月１日から平成22年６月30日

まで

平成19年４月１日から平成23年６月30日

まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　（株）   

 　前連結会計年度末 389 522

 　付与 － －

 　失効 － 59

 　権利確定 389 －

 　未確定残 － 463

 権利確定後　　　　　　（株）   

 　前連結会計年度末 － －

 　権利確定 389 －

 　権利行使 44 －

 　失効 26 －

 　未行使残 319 －

②単価情報

平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 権利行使価格　　　　　　（円） 60,100 144,200

 行使時平均株価　　　　　（円） 318,000 －

 付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　　 （円）
－ －
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 販売費及び一般管理費　　4,695千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数
 当社取締役 　５名

 当社従業員　 45名

 当社取締役　 ６名

 当社監査役　 ３名

 子会社取締役 １名

 当社従業員　 57名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）
 普通株式　  389株  普通株式　  522株

 付与日  平成16年３月26日  平成17年３月25日

 権利確定条件

 付与日（平成16年３月10日）以降、権利

確定日（平成18年３月31日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成17年３月15日）以降、権利

確定日（平成19年３月31日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成16年３月10日から平成18年３月31日

まで

 平成17年３月15日から平成19年３月31日

まで

 権利行使期間
 平成18年４月１日から平成22年６月30日

まで

平成19年４月１日から平成23年６月30日

まで

 

 平成19年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数

 当社取締役 　６名

 当社監査役　 ３名

 子会社取締役 ３名

 当社従業員　 66名

 当社取締役　 ６名

 当社監査役　 ３名

 子会社取締役 ３名

 当社従業員　 66名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）
 普通株式　  284株  普通株式　  283株

 付与日  平成19年８月９日  平成19年８月９日

 権利確定条件

 付与日（平成19年８月９日）以降、権利

確定日（平成23年７月31日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成19年８月９日）以降、権利

確定日（平成23年７月31日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成19年８月９日から平成21年７月31日

まで

 平成19年８月９日から平成23年７月31日

まで

 権利行使期間
 平成21年８月１日から平成25年７月31日

まで

平成23年８月１日から平成25年７月31日

まで

 （注）株式数に換算して記載しております。
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成20年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

平成16年ストック・

オプション

平成17年ストック・

オプション

平成19年ストック・

オプション

平成19年ストック・

オプション

 権利確定前　　　　　　（株）     

 　前連結会計年度末 － 463 － －

 　付与 － － 284 283

 　失効 － 17 － －

 　権利確定 － 446 － －

 　未確定残 － － 284 283

 権利確定後　　　　　　（株）     

 　前連結会計年度末 319 － － －

 　権利確定 － 446 － －

 　権利行使 1 － － －

 　失効 1 － － －

 　未行使残 317 446 － －

②単価情報

平成16年ストック・

オプション

平成17年ストック・

オプション

平成19年ストック・

オプション

平成19年ストック・

オプション

 権利行使価格　　　　　　（円） 60,100 144,200 132,798 132,798

 行使時平均株価　　　　　（円） 132,842 － － －

 付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　　 （円）
－ － 32,507 37,268

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。

①使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法

平成19年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション

 株価変動性　　　　（注）１ 64.977％ 64.977％

 予想残存期間　　　（注）２ ４年 ５年

 予想配当　　　　　（注）３ 0円／株 0円／株

 無リスク利子率　　（注）４ 1.283％ 1.397％

（注）１．上場後の日次株価（平成17年12月20日から平成19年８月９日）の株価実績に基づき算出しております。

　　　２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

　　　　　ものと推定して見積もっております。

　　　３．過去１年間の配当実績によっております。

　　　４. 予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積り方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

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 （単位：千円）

研究開発費 16,350

未払賞与 17,657

貸倒引当金 26,181

たな卸資産評価損 20,761

退職給付引当金 22,086

役員退職慰労引当金 10,020

繰越欠損金 141,206

その他 30,841

繰延税金資産小計 285,106

評価性引当額 △142,258

繰延税金資産合計 142,848

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 68

繰延ヘッジ損益 11,430

未収事業税 5,941

繰延税金負債合計 17,440

繰延税金資産の純額 125,406

繰延税金資産 （単位：千円）

研究開発費 11,601

貸倒引当金 20,636

たな卸資産評価損 21,613

退職給付引当金 28,423

繰越欠損金 330,542

繰延ヘッジ損益 59,182

その他 76,742

繰延税金資産小計 548,743

評価性引当額 △447,420

繰延税金資産合計 101,323

  

  

繰延税金負債  

その他 23

繰延税金負債合計 23

繰延税金資産の純額 101,300

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。

流動資産－繰延税金資産 99,522

固定資産－繰延税金資産 25,884

流動資産－繰延税金資産 101,300

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるため、記載しておりません。

同左
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
カプセルベン
ディング事業

（千円）

その他トイ周
辺事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 8,084,501 1,835,145 9,919,646 － 9,919,646

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 8,084,501 1,835,145 9,919,646 － 9,919,646

営業費用 7,639,677 1,677,586 9,317,263 601,670 9,918,933

営業利益 444,824 157,559 602,383 (601,670) 713

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
ベンディング
事業

（千円）

その他トイ周
辺事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 8,103,524 1,718,032 9,821,557 － 9,821,557

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 11,993 － 11,993 (11,993) －

計 8,115,518 1,718,032 9,833,551 (11,993) 9,821,557

営業費用 8,118,276 1,861,209 9,979,486 135,377 10,114,863

営業利益 (2,758) (143,177) (145,934) (147,371) (293,306)

　（注）１．事業の区分は、製品の種類・性質・製造方法・販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1）ベンディング事業……ベンディングマシン、カプセル玩具等

(2）その他トイ周辺事業……その他カプセル製品、フィギュア等

　　　　　当連結会計年度よりカプセルに入っていない商品（菓子）のベンディング事業を開始したため、「カプ

セルベンディング事業」を「ベンディング事業」に変更しました。

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前連結会計年度601,670千円、当連

結会計年度558,127千円であり、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。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
日本

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去又は
全社（千
円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
6,997,799 2,007,593 227,683 686,569 9,919,646 － 9,919,646

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
644,957 － 92,571 92 737,621 (737,621) －

計 7,642,757 2,007,593 320,254 686,662 10,657,268 (737,621) 9,919,646

営業費用 6,996,392 1,935,694 429,810 679,814 10,041,711 (122,778) 9,918,933

営業利益（又は営業損

失）
646,365 71,899 (109,556) 6,847 615,557 (614,843) 713

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
日本

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去又は
全社（千
円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
7,101,688 1,612,023 291,462 816,383 9,821,557 － 9,821,557

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
557,035 27 1,741,526 90 2,298,679 (2,298,679) －

計 7,658,723 1,612,050 2,032,989 816,473 12,120,237 (2,298,679) 9,821,557

営業費用 7,848,489 1,709,378 2,039,815 840,127 12,437,811 (2,322,947) 10,114,863

営業利益（又は営業損

失）
(189,766) (97,327) (6,826) (23,654) (317,574) 24,267 (293,306)

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧　州：イギリス

アジア：韓国、香港

その他：アメリカ

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前連結会計年度601,670千円、当連

結会計年度558,127千円であり、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。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 695,426 1,897,248 859,234 70,123 3,522,032

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 9,919,646

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
7.0 19.1 8.7 0.7 35.5

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 821,804 1,460,975 895,751 128,532 3,307,063

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 9,821,557

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
8.4 14.9 9.1 1.3 33.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北　米：アメリカ、カナダ

欧　州：イギリス、イタリア等

アジア：香港、台湾等

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社

の子会

社

TOMY（HONG 

KONG）LTD.

香港チム

サチュイ

地区

HK$

2,600千

玩具類の

製造
－ なし

営業取引 製品の仕入 1,886,740 買掛金 324,827

設備の購

入等

固定資産の

購入
224,249 未払金 46,260

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

役員 吉成　外史 － －
当社監査

役
－ － － 弁護士報酬 1,000 － －

(2）兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社

の子会

社

TOMY（HONG 

KONG）LTD.

香港チム

サチュイ

地区

HK$

2,600千

玩具類の

製造
－ なし 営業取引 製品の仕入 630,353

立替金

未払金

5,443

413

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。

（株）ユージン（7828）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 32 －



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額   144,879.14円

１株当たり当期純損失金額   △8,133.34円

１株当たり純資産額 101,355.91円

１株当たり当期純損失金額  △26,219.62円

 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。

 

 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株当たり当期純損失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。

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（△）（千円） △160,949 △518,277

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） （－） （－）

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △160,949 △518,277

期中平均株式数（株） 19,789 19,757

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） － －

普通株式増加数（株） － 1

（うち新株予約権） － (1)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権２種類（新株予

約権の数782個）

新株予約権４種類（新株予

約権の数1,330個）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

ストックオプションについて

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に

基づき、ストックオプションとしての新株予約権の募集

事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成19年

６月22日開催の当社第21回定時株主総会にて決議いたし

ました。

当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の

取締役に対するストックオプションとしての新株予約権

の募集事項の決定を当社取締役会に委任する事項

（新株予約権の内容）

①株式の種類　　　　　　　　　　　　　普通株式

②株式の数　　　　　　　　　　　　600株（上限）

③新株予約権の総数　　　　　　　　600個（上限）

④新株予約権の発行価格　　　　　　　　　　無償

⑤新株予約権の割当を受ける者

　当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社

の取締役

⑥１株当たりの払込金額

　新株予約権割当日の属する月の前月の各日（取引が

成立しない日を除く）のJASDAQ証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」とい

う）の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は

切り上げる）または割当日の終値（当日に終値がない

場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれ

か高い金額といたします。

⑦新株予約権の行使期間

　平成21年７月１日から平成26年６月30日までの期間

内で当社取締役会が定める期間といたします。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金

　資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する

資本金の額を減じた額といたします。

⑨譲渡による新株予約権の取得制限　　　

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要します。　

親会社による公開買付け及び株式交換について

当社は、平成20年３月18日開催の取締役会において、当

社親会社である株式会社タカラトミー（以下「公開買付

者」といいます。）による当社株式及び新株予約権に対

する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

について賛同の意見を表明することを決議いたしました。

また、併せて、本公開買付けが成立した場合には、公開

買付者を完全親会社、当社を完全子会社とする旨の株式

交換を行うことを内容とする株式交換覚書の締結を決議

いたしました。

　公開買付者は、当社をグループ玩具周辺事業の中核会

社として位置付け、経営戦略のより効率的で柔軟な実行

体制を構築することで、当社の再生プランの早期実現と

グループ収益力の更なる向上を図ることが最善であり、

当社を完全子会社化することが必要であると判断したも

のであります。

　当社としても、急激な環境変化や業績の悪化という現

下の厳しい状況に対処し、再生プランの実現可能性を一

層高めるために、かかる完全子会社化が当社にとって最

も重要かつ不可欠であり、時宜に適ったものであると判

断したものであります。

 　なお、当社は公開買付者による当社の完全子会社化実

現を前提として、公開買付者グループの玩具周辺事業を

集約化し、拡充・強化される経営資源を背景に競合メー

カーとの市場競争において優位に立つことを目的として、

当社を中心に、公開買付者グループの㈱ユーメイト（小

物・水物玩具事業）、㈱ハートランド（ぬいぐるみ事業）、

㈱すばる堂（玩菓事業）の計４社による経営統合を目指

し、検討・協議を開始いたしました。

 (公開買付者の概要)

 ① 商号 　　　　　          株式会社タカラトミー

 ② 主な事業内容 　      玩具事業及び玩具周辺事業

 ③ 設立年月日 　　              昭和28年１月17日

 ④ 本店所在地 　　東京都葛飾区立石七丁目９番10号

 ⑤ 代表者の氏名 　                  富山　幹太郎

 ⑥ 資本金の額 3,459百万円（平成20年３月31日現在）

（本公開買付けの概要）

 ①買付期間　　平成20年３月19日～平成20年５月７日

 ②買付価格 　 　　 当社株式１株につき金121,300円

新株予約権１個につき１円

 ③買付株数　                             4,246株

 この結果、公開買付者の保有株式数は18,246（議決権比

率91.8％）となりました。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   404,004   622,159   

２．受取手形 ※３  215,353   57,085   

３．売掛金 ※１  1,455,328   1,429,049   

４．有価証券   －   10,000   

５．製品   241,648   273,804   

６．未着品   11,588   －   

７．貯蔵品   1,978   4,570   

８．前払費用   49,723   55,332   

９．繰延税金資産   93,729   87,684   

10．短期貸付金 ※１  190,000   325,000   

11．未収入金 ※１  84,922   20,969   

12．未収法人税等   87,391   －   

13．立替金   －   84,685   

14．為替予約   42,390   －   

15．その他   19,238   7,088   

貸倒引当金   △63,179   △43,056   

流動資産合計   2,834,119 71.9  2,934,372 79.6 100,253

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  19,252   19,695    

減価償却累計額  7,907 11,344  8,543 11,151   

(2）構築物  4,412   4,412    

減価償却累計額  3,863 549  3,976 436   

(3）機械及び装置  438   438    

減価償却累計額  310 127  339 98   

(4）車両運搬具  4,451   4,451    

減価償却累計額  1,065 3,386  2,145 2,306   

(5）工具、器具及び備品  1,941,680   1,793,371    

減価償却累計額  1,554,048 387,631  1,639,319 154,052   

(6）土地   258,680   258,680   

(7）建設仮勘定   6,168   －   

有形固定資産合計   667,887 17.0  426,725 11.6 △241,162
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産         

(1）商標権   510   340   

(2）ソフトウェア   26,980   14,083   

(3）その他   806   806   

無形固定資産合計   28,296 0.7  15,229 0.4 △13,067

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   33,417   14,662   

(2）関係会社株式   288,396   306,796   

(3）長期貸付金   －   45,000   

(4）繰延税金資産   25,884   －   

(5）長期性預金   100,000   －   

(6）その他   4,300   4,400   

貸倒引当金   △1,800   △1,800   

投資損失引当金   △38,767   △60,039   

投資その他の資産合計   411,431 10.4  309,020 8.4 △102,411

固定資産合計   1,107,615 28.1  750,974 20.4 △356,640

資産合計   3,941,735 100.0  3,685,347 100.0 △256,387
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   248,470   166,960   

２．買掛金  ※１  557,915   618,803   

３．未払金  ※１  258,583   216,850   

４．未払費用  142,619   90,539   

５．未払法人税等   －   3,737   

６．前受金   329   1,193   

７．預り金   3,961   5,200   

８．製品補償引当金   7,656   7,041   

９．為替予約   －   164,970   

10．その他   0   387   

流動負債合計   1,219,537 30.9  1,275,685 34.6 56,148

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   57,614   72,429   

２．役員退職慰労引当金   24,621   －   

３．債務保証損失引当金   51,040   124,387   

４．預り保証金   47,553   11,450   

５．その他   －   17,900   

固定負債合計   180,829 4.6  226,167 6.2 45,337

負債合計   1,400,366 35.5  1,501,853 40.8 101,486

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   630,662 16.0  630,692 17.1 30

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  796,306   796,336    

資本剰余金合計   796,306 20.2  796,336 21.6 30

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  12,470   12,470    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  1,160,000   1,160,000    

繰越利益剰余金  △74,823   △275,344    

利益剰余金合計   1,097,646 27.9  897,126 24.3 △200,520

株主資本合計   2,524,615 64.1  2,324,154 63.0 △200,460

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  100 0.0  56 0.0 △43

２．繰延ヘッジ損益   16,653 0.4  △145,412 △3.9 △162,066

評価・換算差額等合計   16,753 0.4  △145,355 △3.9 △162,109

Ⅲ　新株予約権   － －  4,695 0.1 4,695

純資産合計   2,541,368 64.5  2,183,494 59.2 △357,874

負債純資産合計   3,941,735 100.0  3,685,347 100.0 △256,387
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   7,642,757 100.0  6,858,314 100.0 △784,443

Ⅱ　売上原価 ※３        

１．期首製品たな卸高  342,257   253,236    

２．当期製品製造原価 ※２ 5,459,061   5,085,444    

計  5,801,318   5,338,681    

３．他勘定振替高 ※１ 66,446   40,460    

４．期末製品たな卸高  253,236 5,481,635 71.7 273,804 5,024,416 73.3 △457,219

売上総利益   2,161,122 28.3  1,833,898 26.7 △327,223

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３        

１．荷造運賃  138,928   114,511    

２．保管料  137,722   114,604    

３．広告宣伝費  397,304   224,655    

４．役員報酬  67,135   77,412    

５．給与及び賞与手当  480,994   422,658    

６．退職給付費用  34,892   33,725    

７．役員退職慰労引当金繰
入額

 10,452   3,679    

８．減価償却費  14,862   15,731    

９．研究開発費 ※２ 293,635   270,516    

10．支払手数料  233,404   230,994    

11．旅費交通費  66,747   54,139    

12．その他  240,345 2,116,426 27.7 226,426 1,789,056 26.0 △327,369

営業利益   44,695 0.6  44,841 0.7 146

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息及び配当金 ※３ 43,504   19,955    

２．賃貸料収入  3,131   3,616    

３．その他  3,236 49,872 0.7 3,662 27,234 0.4 △22,637

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  7,652   703    

２．為替差損  3,095   48,594    

３．シンジケートローン手
数料

 10,000   －    

４．その他  837 21,585 0.3 10,109 59,406 0.9 37,821

経常利益   72,982 1.0  12,669 0.2 △60,313
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 776   －    

２．貸倒引当金戻入益  20,680   20,123    

３. 債務保証損失引当金戻
入益

 － 21,456 0.2 9,800 29,923 0.4 8,466

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  14,253   796    

２．減損損失 ※５ －   8,110    

３．投資有価証券評価損  28,257   4,743    

４．債務保証損失引当金繰
入額

 25,540   83,147    

５．投資損失引当金繰入額  38,767   21,272    

６．関係会社株式評価損  －   15,500    

７．事業撤退損失 ※６ 50,406   80,939    

８．役員弔慰金  19,460 176,683 2.3 － 214,509 3.1 37,826

税引前当期純損失   △82,245 △1.1  △171,917 △2.5 △89,672

法人税、住民税及び事
業税

 12,553   1,780    

過年度法人税、住民税
及び事業税

 －   △16,605    

法人税等調整額  32,563 45,116 0.6 43,428 28,602 0.4 △16,514

当期純損失   △127,361 △1.7  △200,520 △2.9 △73,158

         

製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　当期製品仕入高  4,086,195 74.8 3,934,680 77.4 △151,514

Ⅱ　労務費  52,494 1.0 36,262 0.7 △16,232

Ⅲ　経費  1,320,371 24.2 1,114,500 21.9 △205,870

当期製品製造原価  5,459,061 100.0 5,085,444 100.0 △373,616

　（注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．原価計算の方法

　実際総合原価計算を採用しております。

１．原価計算の方法

　実際総合原価計算を採用しております。

２．経費の主な内訳 ２．経費の主な内訳

減価償却費        395,174千円

製品化権使用料 765,548

減価償却費       221,278千円

製品化権使用料  706,890    
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 629,340 794,983 12,470 1,010,000 276,788 1,299,258 2,723,582

事業年度中の変動額

新株の発行 1,322 1,322     2,644

別途積立金の積立て（注）    150,000 △150,000 － －

剰余金の配当（注）     △59,250 △59,250 △59,250

役員賞与（注）     △15,000 △15,000 △15,000

当期純損失     △127,361 △127,361 △127,361

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

       

事業年度中の変動額合計（千円） 1,322 1,322 － 150,000 △351,611 △201,611 △198,967

平成19年３月31日　残高（千円） 630,662 796,306 12,470 1,160,000 △74,823 1,097,646 2,524,615

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 253 － 253 2,723,836

事業年度中の変動額

新株の発行    2,644

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △59,250

役員賞与（注）    △15,000

当期純損失    △127,361

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

△153 16,653 16,499 16,499

事業年度中の変動額合計（千円） △153 16,653 16,499 △182,467

平成19年３月31日　残高（千円） 100 16,653 16,753 2,541,368

 （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 630,662 796,306 12,470 1,160,000 △74,823 1,097,646 2,524,615

事業年度中の変動額

新株の発行 30 30     60

当期純損失     △200,520 △200,520 △200,520

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

       

事業年度中の変動額合計（千円） 30 30 － － △200,520 △200,520 △200,460

平成20年３月31日　残高（千円） 630,692 796,336 12,470 1,160,000 △275,344 897,126 2,324,154

評価・換算差額等

新株予約権

純資産合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等

合計

平成19年３月31日　残高（千円） 100 16,653 16,753 － 2,541,368

事業年度中の変動額

新株の発行     60

当期純損失     △200,520

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

△43 △162,066 △162,109 4,695 △157,414

事業年度中の変動額合計（千円） △43 △162,066 △162,109 4,695 △357,874

平成20年３月31日　残高（千円） 56 △145,412 △145,355 4,695 2,183,494
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　移動平均法による原価法 同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）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　　　　　　　　　　３～50年

工具、器具及び備品　　　２～15年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）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　　　　　　　　　　３～50年

工具、器具及び備品　　　２～15年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

　この変更による損益への影響は軽

微であります。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ

8,763千円減少しております。

(2) 無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づく定額法を採用してお

ります。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．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。

株式交付費

同左　

６．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、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）製品補償引当金

　売上製品の補償費用の支出に備えるた

め、各売上製品に対して個別に補償費用

の発生可能性を勘案し、補償見込額を計

上しております。

(2）製品補償引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における簡便法による退職給付債務の

見込額に基づき、当期末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備える

ため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

(4）役員退職慰労引当金

─────

 

 

 （追加情報）

　当社は従来、役員退職慰労金の支払

いに備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しておりましたが、平成

19年５月22日開催の取締役会において

役員退職慰労金制度を廃止することを

決議し平成19年６月22日開催の株主総

会において承認を受けました。これに

伴い支給予定額10,400千円を「未払

金」に、17,900千円を固定負債の「そ

の他」に計上しております。この変更

による損益への影響はありません。

(5）債務保証損失引当金

　関係会社に対する債務保証に係る損失

に備えるため、被保証先の財政状態を個

別に勘案し、損失負担見込額を計上して

おります。

(5）債務保証損失引当金

同左

(6）投資損失引当金

　関係会社への投資に係る損失に備える

ため、当該会社の財政状態を個別に勘案

し、必要額を計上しております。

(6）投資損失引当金

               同左

７．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
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を適用しております。

(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……先物為替予約、通貨オ

プション

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……外貨建金銭債務及び予

定取引

ヘッジ対象……同左

(3）ヘッジ方針

　為替相場の変動によるリスクを回避す

るため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

ヘッジ効果を検証しております。ただし、

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する元本・

期間等の重要な条件が同一の場合はヘッ

ジ効果が極めて高いことから、ヘッジの

有効性の判断は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．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

　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。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

当事業年度より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は2,524,715千円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

─────

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

前期まで固定負債の「その他」に含めて表示してお

りました「預り保証金」は、当期において、資産の総

額の100分の１を超えたため区分掲記しました。

なお、前期における「預り保証金」の金額は42,934

千円であります。

（貸借対照表）

前期まで流動資産の「その他」に含めて表示してお

りました「立替金」は、当期において、資産の総額の

100分の１を超えたため区分掲記しました。

なお、前期における「立替金」の金額は18,149 千

円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１. 関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産・負債は次のとおりでありま

す。

※１. 関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産・負債は次のとおりでありま

す。

売掛金 148,089千円

短期貸付金 160,000千円

未収入金 82,713千円

売掛金        564,553千円

短期貸付金        280,000千円

買掛金       180,681千円

未払金 48,590千円

　２. 保証債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

保証を行っております。

　２. 保証債務

(1）次の関係会社について、金融機関からの借入に対

し保証を行っております。

TOMY YUJIN CORPORATION
      23,610千円

(200千US$)

YUJIN (HONG KONG) LTD.
      93,682千円

(6,200千HK$)

TOMY YUJIN CORPORATION
       130,247千円

(1,300千US$)

㈱ペニイ       270,000千円

 (2）次の関係会社について、リース会社に対する債務

について保証を行っております。

㈱アクロスウェーブ     408,503千円

※３. 期末日満期手形の処理

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれており

ます。

受取手形       67,287千円

※３.　            ─────

　４. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行６行と貸出コミットメント契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

貸出コミットメント総額  1,000,000千円

借入実行残高       －千円

差引額 1,000,000千円

　４. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行６行と貸出コミットメント契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

貸出コミットメント総額 1,000,000千円

借入実行残高       －千円

差引額      1,000,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

広告宣伝費     66,446千円

※１. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

広告宣伝費      40,460千円

※２. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、293,635千円であります。

※２. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、270,516千円であります。

※３. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※３. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取配当金      41,997千円 売上原価      1,481,535千円

受取配当金         13,575千円

※４. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具    776千円

※４.             ─────

※５.　　           ─────

※６. 　　　　　　　─────

 

※５. 減損損失

場所 用途 種類

 東京都葛飾区  生産管理ソフト  ソフトウェア

　　生産統括子会社YUJIN(HONG KONG)LTD.を閉鎖すること

となったことから、収益が見込まれない資産グループに

ついて帳簿価額8,110千円を減損損失として特別損失に計

上いたしました。

　　グルーピングの方法につきましては、原則として事業

別に区分し、遊休資産については個々の物件を単位とし

ております。

　　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により評価しております。

※６. 事業撤退損失

　　フューチャーマーケティング事業の整理に伴う損失及

び連結子会社の清算による損失であります。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得
価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末
残高
相当額

（千円） （千円） （千円）

工具器具備品 7,580 1,732 5,847

合計 7,580 1,732 5,847

取得
価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末
残高
相当額

（千円） （千円） （千円）

工具器具備品 317,492 154,818 162,673

合計 317,492 154,818 162,673

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,423千円
１年超 5,466千円

合計 6,889千円

１年内      156,653千円
１年超      76,650千円

合計      233,304千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 839千円 支払リース料    88,050千円
減価償却費相当額 1,732千円 減価償却費相当額      153,086千円
  支払利息相当額      4,553千円

(4）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

率法によっております。

(4）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

率法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

─────

(5）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との差

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。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３

月31日）における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。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

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 （単位：千円）

研究開発費 16,350

未払賞与 17,657

貸倒引当金 25,713

たな卸資産評価損 20,293

関係会社株式評価損 122,214

債務保証損失引当金 20,773

投資損失引当金 15,778

退職給付引当金 22,086

役員退職慰労引当金 10,020

繰越欠損金 21,772

その他 23,410

繰延税金資産小計 316,071

評価性引当額 △179,016

繰延税金資産合計 137,054

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 68

繰延ヘッジ損益 11,430

未収事業税 5,941

繰延税金負債合計 17,440

繰延税金資産の純額 119,614

繰延税金資産 （単位：千円）

研究開発費 11,601

貸倒引当金 17,523

たな卸資産評価損 21,613

関係会社株式評価損 128,255

債務保証損失引当金 50,625

投資損失引当金 24,435

退職給付引当金 28,423

繰越欠損金 40,993

繰延ヘッジ損益 59,182

その他 45,949

繰延税金資産小計 428,606

評価性引当額 △340,899

繰延税金資産合計 87,707

繰延税金負債
 

その他 23

繰延税金負債合計 23

繰延税金資産の純額 87,684

　（注）　当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸

借対照表の以下の項目に含まれております。

　（注）　当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸

借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 93,729

固定資産－繰延税金資産 25,884

流動資産－繰延税金資産 87,684

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。

 同左
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額   127,544.46円

１株当たり当期純損失金額 △6,436.05円

１株当たり純資産額  110,068.15円

１株当たり当期純損失金額  △10,129.89円

 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。

 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株当たり当期純損失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。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（△）（千円） △127,361 △200,520

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） （－） （－）

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △127,361 △200,520

期中平均株式数（株） 19,789 19,794

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） － －

普通株式増加数（株） － 1

（うち新株予約権） － (1)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

新株予約権２種類（新株予約権

の数782個）。

新株予約権４種類（新株予約権

の数1,330個）。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

ストックオプションについて

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に

基づき、ストックオプションとしての新株予約権の募集

事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成19年

６月22日開催の当社第21回定時株主総会にて決議いたし

ました。

当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の

取締役に対するストックオプションとしての新株予約権

の募集事項の決定を当社取締役会に委任する事項

（新株予約権の内容）

①株式の種類　　　　　　　　　　　　　普通株式

②株式の数　　　　　　　　　　　　600株（上限）

③新株予約権の総数　　　　　　　　600個（上限）

④新株予約権の発行価格　　　　　　　　　　無償

⑤新株予約権の割当を受ける者

　当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社

の取締役

⑥１株当たりの払込金額

　新株予約権割当日の属する月の前月の各日（取引が

成立しない日を除く）のJASDAQ証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」とい

う）の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は

切り上げる）または割当日の終値（当日に終値がない

場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれ

か高い金額といたします。

⑦新株予約権の行使期間

　平成21年７月１日から平成26年６月30日までの期間

内で当社取締役会が定める期間といたします。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

　

る増加する資本金及び資本準備金　　

　資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する

資本金の額を減じた額といたします。

⑨譲渡による新株予約権の取得制限　　　

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要します。　

親会社による公開買付け及び株式交換について

 

　当社は、平成20年３月18日開催の取締役会において、

当社親会社である株式会社タカラトミー（以下「公開買

付者」といいます。）による当社株式及び新株予約権に

対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

について賛同の意見を表明することを決議いたしました。

また、併せて、本公開買付けが成立した場合には、公開

買付者を完全親会社、当社を完全子会社とする旨の株式

交換を行うことを内容とする株式交換覚書の締結を決議

いたしました。

　公開買付者は、当社をグループ玩具周辺事業の中核会

社として位置付け、経営戦略のより効率的で柔軟な実行

体制を構築することで、当社の再生プランの早期実現と

グループ収益力の更なる向上を図ることが最善であり、

当社を完全子会社化することが必要であると判断したも

のであります。

　当社としても、急激な環境変化や業績の悪化という現

下の厳しい状況に対処し、再生プランの実現可能性を一

層高めるために、かかる完全子会社化が当社にとって最

も重要かつ不可欠であり、時宜に適ったものであると判

断したものであります。

　なお、当社は公開買付者による当社の完全子会社化実

現を前提として、公開買付者グループの玩具周辺事業を

集約化し、拡充・強化される経営資源を背景に競合メー

カーとの市場競争において優位に立つことを目的として、

当社を中心に、公開買付者グループの㈱ユーメイト（小

物・水物玩具事業）、㈱ハートランド（ぬいぐるみ事業）、

㈱すばる堂（玩菓事業）の計４社による経営統合を目指

し、検討・協議を開始いたしました。　

 (公開買付者の概要)

 ① 商号 　　　　　　　　　　株式会社タカラトミー

 ② 主な事業内容 　　　　玩具事業及び玩具周辺事業

 ③ 設立年月日　　　　　 　　　　昭和28年１月17日

 ④ 本店所在地 　　東京都葛飾区立石七丁目９番10号

 ⑤ 代表者の氏名 　　　　　　　　　　富山　幹太郎

 ⑥ 資本金の額 3,459百万円（平成20年３月31日現在）

（本公開買付けの概要）

 ①買付期間　　平成20年３月19日～平成20年５月７日

 ②買付価格　　　　 当社株式１株につき金121,300円

新株予約権１個につ１円

 ③買付株数　                             4,246株

 この結果、公開買付者の保有株式数は18,246（議決権比

率91.8％）となりました。

６．その他
(1）役員の異動

　該当事項はありません。

(2) その他

該当事項はありません。
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