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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 55,117 ― 5,808 ― 5,038 ― 1,777 ―
20年3月期第3四半期 71,606 △4.0 5,652 △1.9 4,825 △6.5 1,256 △48.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 16.13 ―
20年3月期第3四半期 10.25 10.24

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

21年3月期第3四半期 86,660 30,946 35.7 235.44
20年3月期 88,971 32,996 37.1 257.74

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  30,923百万円 20年3月期  32,983百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

(注) 2.上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式の配当状況については、２ページ「種類株式の
配当の状況」をご覧下さい。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 70,476 △25.0 7,685 16.2 6,918 31.4 3,165 184.1 30.64

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】「4. その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  88,148,431株 20年3月期  88,148,431株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  847,122株 20年3月期  847,135株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  87,301,376株 20年3月期第3四半期  87,300,394株

－　1　－



普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりで
す。 

 
  

種類株式の配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

Ｂ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 482 21 482 21

21年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年３月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 489 90 489 90
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当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）における世界経済は、長引くサブ

プライムローン問題から端を発した混乱から、金融システムまでにも影響を及ぼしました。それにより実
体経済への悪影響が年度後半に顕在化、日米欧そろってのマイナス成長となりました。米国、欧州のみな
らず、中国やロシアなど新興国の経済成長までも鈍化傾向がはっきりしてきました。このようなことか
ら、国内外の当社グループの事業環境は、いっそう厳しい状況と変化いたしました。 
 このような状況の中で、当社グループは世界的な当社キャラクターの認知の広がりとともに、海外事
業、特に欧州地域における物販及びライセンス事業が伸張しました。また、総じて不調な国内の消費環境
にもかかわらず国内物販事業は前年実績水準で推移いたしました。（なお、以降記載している前年同期比
金額と増減率は参考として記載しております。） 
 当第３四半期連結累計期間の売上高は551億円（前年同期比23.0%減）となりました。うち国内の売上高
は、当期より他社企画の当社キャラクター商品の取引形態をロイヤリティ形態に一本化（以下、売上形態
の変更（注））したことから392億円（同29.5%減）、海外売上高は、円高の影響と欧州地域が大幅に伸び
た一方、他の地域の減少により158億円（同0.2%減）となり海外売上高比率は28.8%となりました。営業利
益は好調な欧州地域の増収増益に加えて、国内物販事業がほぼ前年並みに止まったことから58億円（同
2.8%増）となりました。 
 経常利益は、円ドル決済レートが取引レートより円高になったことから為替差損が生じましたが、香港
におけるイベント収入の増加、有利子負債の返済が進んだことと金利低下により支払利息が減少したこと
から営業外損益が改善して50億円（同4.4%増）となりました。税金等調整前四半期純利益は、投資有価証
券の減損と当期より棚卸資産の評価に原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を適用して評価
損を計上したことから40億円（同12.4%減）となりましたが、法人税及び法人税等調整額が減少したこと
から四半期純利益は17億円（同41.4%増）となりました。 
（注）平成20年４月17日開示、「他社流通におけるキャラクター商品の取引形態の変更、及び業績（売上

高）への影響について」を参照ください。なお、前第３四半期連結累計期間におけるロイヤリティ形
態によらないバイセル形態の売上高は189億円、売上総利益は32億円でした。 

  

 
  

①ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業：売上高492億円（前年同期比24.2%減）、 
                       営業利益73億円（同5.7%増） 
 この減収要因は、前述のとおり売上形態の変更に伴うものが主因で、この影響を除くと海外事業の大幅
な伸張により前年同期比0.3%の微減に止まりました。 
 海外事業は、高成長が続く欧州企業に対する『ハローキティ』のライセンス収入が大幅に増加、同様欧
州地域での物販事業も伸び、他の地域が伸び悩む中、第２四半期に続き、海外事業が増益に寄与いたしま
した。 
 国内物販事業も、前期後半からの回復基調が継続し、厳しい消費環境にもかかわらず既存店売上高（直
営店及び百貨店の当社直営ショップベース）は、100.5%（前年同期比6.4%改善）と前年同期間の水準を維
持できました。国内ライセンス事業は、『ハローキティ』のハイターゲット向きのファッションブランド
とのコラボレーションや『シュガーバニーズ』のライセンスが伸びましたが、消費低迷の影響から服飾ア
パレル関連や玩具関連の受注減の影響により前年同期比微減いたしました。『セサミストリート』など海
外版権キャラクターのライセンスは堅調に推移いたしました。また、カタログやテレビによる通販も増益
に寄与しました。 
 小売・卸事業においての商品・キャラクター面では、『ハローキティ』によるAround Fortyをターゲッ
トとした大人を意識した日用品ブランド「ウレシイマーケット」やダイカットシリーズの大胆な新商品の
投入が売上に大きく貢献しました。また、入園入学、行楽関連商品も大きく伸びました。また、海外ツー

【定性的情報・財務諸表等】

1.連結経営成績に関する定性的情報

〔事業の種類別セグメントの業績〕 （単位：億円）

売上高 営業利益

前第３ 
四半期

当第３ 
四半期

増減 増減率
前第３
四半期

当第３ 
四半期

増減 増減率

ソーシャル・コミュニケーシ

ョン・ギフト事業
650 492 △ 157 △ 24.2% 69 73 3 5.7%

テーマパーク事業 48 39 △ 8 △ 17.2% △ 5 △ 8 △ 3 －

その他事業 17 18 1 6.6% △ 1 △ 2 △ 1 －

消去又は全社 － － － － △ 6 △ 4 2 －

連結 716 551 △ 164 △ 23.0% 56 58 1 2.8%
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リストは多少の減少はみられるものの大きな影響はありませんでした。 
  

②テーマパーク事業：売上高39億円（前年同期比17.2%減）、営業損失８億円（同3.3億円減益） 
 この減収減益の主な要因は、東京多摩市のサンリオピューロランド（以下、ＳＰＬ）、大分県のハーモ
ニーランド（以下、ＨＬ）、ともに年度前半は、ガソリン価格の高騰や生活防衛意識の高まりからビッグ
シーズンの夏休みにかけて来場者数が大幅に減少したことによります。第３四半期以降も、ＳＰＬにおい
ては11月からメインパレードのクリスマスバージョンや前期好評だったミュージカル「海のメルヘン」の
再公演が始まり、第３四半期期間中の入場者数は前年を上回りましたが、前半を補うに至りませんでし
た。ＨＬも、九州地区の大手企業の従業員大量リストラや景気低迷の影響が現実的なものとなったことか
ら、前半以上の節約志向的消費行動が目立ち、さらに海外からの来場者も減少いたしました。 
 その結果、ＳＰＬの入場者数は前年同期比9.4%の減少、ＳＰＬ個別の売上高は同14.1%の減少となり、
5.7億円の営業損失となりました。ＨＬも入場者数は同18.7%の減少、ＨＬ個別の売上高は同15.9%減少と
なり1.9億円の営業損失となりました。 
  

③その他事業：売上高18億円（前年同期比6.6%増）、営業損失２億円（同1.2億円減益） 
 事業内容は、主にレストラン事業、不動産賃貸、ロボット製作及び映画制作です。増収の主な要因は、
ロボット製作事業の㈱ココロの恐竜ロボット事業の売上高が前年を上回ったことによります。減益の要因
は、ココロの営業損失は大幅に改善しましたが、ケンタッキーフライドチキンのフランチャイジー事業や
新業態事業として取り組んでいるスィーツショップ事業の販売コストが増加し営業損失が増えたことによ
ります。また、米国における不動産賃貸収入も減少しました。 
  

 
  

①日本：売上高410億円（前年同期比29.1%減）、営業利益30億円（同10.9%減） 
 減収の主な要因である売上形態の変更の影響を除くと前年同期比3.9%の減収になります。その主要因
は、テーマパーク事業の減収です。減益の要因におきましては、テーマパークの不振に加え、直営店や百
貨店での売上高が前期並みに推移、かつ低採算店の退店やその他経費削減等図りつつもテーマパーク事業
の減益を補うには至らかったことによります。 
  

②北米：売上高37億円（前年同期比14.8%減）、営業利益４億円（同32.7%減） 
 減収減益の主な要因は、消費者がガソリン価格の高騰などが重荷となり、さらに、住宅価格の下落など
から消費が減少傾向となってきたことからホールセールや特注が減少したことと、前年同期比で大幅に米
ドル安円高になったことであります。また、北米ライセンスにおける営業体制の見直しを期初より図って
おり、よりグローバルな市場と商品開発力を備えたライセンシーへの切り替えをしていることも影響を与
えました。 
  

③欧州：売上高71億円（前年同期比47.2%増）、営業利益22億円（同58.4%増） 
 EU各国の景気後退の中、引き続き当社キャラクターの認知度の拡大とともに、好調に推移いたしまし
た。物販事業におけるホールセールは23%の増収となりました。主にイタリア、スペイン、フランス、ド
イツにおいて大幅に伸びました。また、ライセンス事業は81%の大幅な増収となりました。北欧の大手ア
パレル企業H&M社をはじめとして、フランス、スペイン、イギリス、イタリアにおいて主に衣料を中心と
した『ハローキティ』のライセンスが大きく伸びました。 
 なお、欧州の子会社の決算期は12月であり、親会社との連結会計期間には１四半期遅れての連結となっ
ております。 
  

〔所在地別セグメントの業績〕 （単位：億円）

売上高 営業利益

前第３ 
四半期

当第３ 
四半期

増減 増減率
前第３
四半期

当第３ 
四半期

増減 増減率

日本 578 410 △ 168 △ 29.1% 33 30 △ 3 △ 10.9%

北米 44 37 △ 6 △ 14.8% 6 4 △ 1 △ 32.7%

欧州 48 71 22 47.2% 14 22 8 58.4%

その他の地域 44 31 △ 13 △ 29.5% 8 5 △ 3 △ 36.8%

消去又は全社 － － － － △ 6 △ 4 2 －

連結 716 551 △ 164 △ 23.0% 56 58 1 2.8%
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④その他の地域（主にブラジル、アジア）：売上高31億円（前年同期比29.5%減）、 
                    営業利益５億円（同36.8%減） 
 ブラジル、台湾、香港、韓国が減収減益、中国が増収増益となりました。ブラジルは、市場自体堅調に
推移いたしましたが、円高により減収となりました。アジアにおいては、台湾は昨年来消費環境がふるわ
ず減収減益、香港は日本と同様、売上形態を変更したことに加えてオリンピック後の反動と金融不安の影
響の中、コストの削減努力や企業プロモーションの収入があり第３四半期は減収減益幅は改善しました。
韓国においては、期初より当社子会社から現地合弁企業に親会社からのマスターライセンスへと移管した
ことにより当社子会社自体は減収減益となりましたが、市場自体は厳しいながらも代理店による店頭売
り、合弁企業のライセンス収入は前年並みで推移しました。中国においては、代理店による店頭売上はオ
リンピック後若干落ち着いた動きですが、子会社によるライセンス事業は増収を確保、他の高級品市場が
苦戦しているなど不安材料があるものの総じて順調に推移いたしました。 
 なお、韓国、中国の子会社の決算期は12月であり、親会社との連結会計期間には１四半期遅れての連結
となっております。 

  

  
当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）の総資産は866億円で前連結会計年度末比23億円減

少しました。資産の部の主な増減は、棚卸資産の増加やリース取引に関する会計基準の適用に伴うリース
資産、長期性預金などにより18億円増加しましたが、受取手形及び売掛金が売上形態の変更もあり７億円
減少、投資有価証券が時価の下落等により16億円、繰延税金資産が12億円減少しました。また負債の部は
557億円で２億円減少しました。主な増減は、支払手形・買掛金が20億円増加、長短借入金・社債が22億
円減少しました。純資産の部は配当金の支払による減少、及び為替換算調整勘定の減少などにより309億
円と20億円減少しました。自己資本比率は35.7%と前期末比1.4%減少しました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは65億円（前年同期比46億円の収入増加）の収入となりました。こ
れは主に営業利益58億円、減価償却で13億円、売上債権・債務、たな卸資産等運転資金の減少で16億円、
合計87億円の収入に対して、利息、法人税等の支払に16億円を支出したためです。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは16億円(前年同期比7億円の支出増加)の支出となりました。これ
は主に有形固定資産取得のために８億円、保証金の差入、長期性預金預け入れ等で10億円、貸付による支
出３億円、合計22億円の支出に対して、定期預金の払戻及び差入保証金の回収による８億円の収入による
ものです。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは37億円（前年同期比４億円の支出増加）の支出となりました。こ
れは主に有利子負債、リース債務の返済により24億円、配当金の支払額13億円によるものであります。 
 以上の結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物は、前期末より４億円増の128億円となりました。 

  

  
世界的景気後退の影響は、失業問題や所得の減少から当社の事業環境にも今後大きく影響してくるもの

と予想しております。 
 ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業は、北米、欧州をはじめとする景気後退による消費の落
ち込みや、現地通貨に対する円高の影響が懸念されますが、これまで好調の欧州地域をはじめとする海外
事業は、12月決算で通期の業績はほぼ確定しております。また、国内物販事業も企業収益の鈍化傾向が顕
著になってきたことから慎重な見方をしておりますが、入園入学など積極的なキャンペーンやハイターゲ
ット向きの商品やデジタル家電などの新商品の投入により前期並みの売上高を見込んでおります。国内ラ
イセンスは、百貨店、量販店の不振から、ライセンシー企業の慎重な対応が予想されますが、新規分野へ
のコラボレーションの積極化を図り計画ラインを見込みます。 
 テーマパーク事業においても、第２四半期終了時に通期の見通しについて慎重な見方に見直ししてお
り、その計画ラインで推移するものと見込んでおります。 
 その他事業においては、世界的な景気後退の影響からロボット事業の受注について慎重な見方をするこ
とから計画を若干下回る見込みであります。 
 以上により、好調な欧州地域が牽引する海外事業（※）の貢献が、世界的な実態経済の悪化や為替の影
響を補い、株式市場など市況の不透明感はあるものの予想が困難なことから通期の業績につきましては、
平成20年10月30日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 
※当期より海外の連結子会社の決算月を12月に変更したことにより、通期の見込みにおいてこれまで３月
決算の子会社（米国・ブラジル・香港・台湾）は９か月決算となっております。欧州、韓国、中国は従
来から12月決算であります。 

  

2.連結財政状態に関する定性的情報

3.連結業績予想に関する定性的情報
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（参考）海外地域別損益～第３四半期の３期推移 （単位：百万円）

  外部顧客に対する売上高 営業利益

地域 H18/12 H19/12 H20/12 H18/12 H19/12 H20/12増減率
（%）

増減率
（%）

増減率
（%）

増減率
（%）

北 
米

米国 5,338 4,433 △ 17.0 3,775 △ 14.8 665 604 △ 9.3 406 △ 32.7

南 
米

ブラ 
ジル

595 751 26.2 672 △ 10.5 279 293 4.8 233 △ 20.2

ア 
ジ 
ア

香港 1,673 2,135 27.6 1,360 △ 36.3 202 297 47.1 192 △ 35.2

台湾 767 891 16.2 594 △ 33.3 224 138 △ 38.3 △ 38 ─

韓国 316 436 37.6 177 △ 59.3 58 96 65.6 74 △ 23.4

中国 118 232 95.9 329 42.0 9 49 394.5 91 85.7

小計 2,876 3,694 28.5 2,462 △ 33.3 495 582 17.5 319 △ 45.1

欧 
州

欧州 1,773 4,856 173.8 7,147 47.2 338 1,431 323.5 2,268 58.4

合計 10,583 13,735 29.8 14,057 2.3 1,779 2,911 63.6 3,229 10.9
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該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
該当事項はありません。 

  
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

①会計基準等の改正に伴う変更 
ⅰ.「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14
日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
ⅱ.「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 
 棚卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく原価法によっておりましたが、第１四半
期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日
企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価
額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
 この変更に伴い、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は23百万円減少し、税金等調
整前四半期純利益は103百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所
に記載しております。 

  
ⅲ.「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。 
 これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え
る影響は軽微であります。 

  
② ①以外の変更 
ⅰ.「リース取引に関する会計基準」等の適用 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、主として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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会
平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準13号）及び「リース取引に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計
基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から
適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を
適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法を採用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結会計期間末の有形固定資産のその
他が420百万円、無形固定資産が84百万円増加しております。また、これに伴う当第３四半期連結累
計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  
（追加情報） 
 当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税
法の改正を契機として見直しを行いました。 
 これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え
る影響は軽微であります。 

  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,190 12,968

受取手形及び売掛金 12,342 13,121

商品及び製品 5,866 4,913

仕掛品 133 142

原材料及び貯蔵品 262 246

その他 3,808 4,214

貸倒引当金 △74 △268

流動資産合計 35,528 35,338

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,268 9,559

土地 11,397 11,397

その他（純額） 1,819 1,761

有形固定資産合計 22,485 22,718

無形固定資産 545 456

投資その他の資産   

繰延税金資産 8,882 9,707

その他 20,017 21,631

貸倒引当金 △854 △919

投資その他の資産合計 28,045 30,419

固定資産合計 51,076 53,593

繰延資産 55 39

資産合計 86,660 88,971

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,540 8,478

短期借入金 18,169 21,383

未払法人税等 656 805

賞与引当金 99 422

返品調整引当金 117 80

その他 6,216 7,079

流動負債合計 35,799 38,250

固定負債   

社債 5,838 5,560

長期借入金 5,426 3,556

退職給付引当金 6,866 6,816

役員退職慰労引当金 464 451

その他 1,319 1,339

固定負債合計 19,915 17,724

負債合計 55,714 55,974
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,999 14,999

資本剰余金 10,095 10,095

利益剰余金 12,477 12,034

自己株式 △954 △954

株主資本合計 36,618 36,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,696 △839

繰延ヘッジ損益 △82 △92

為替換算調整勘定 △3,917 △2,260

評価・換算差額等合計 △5,695 △3,192

少数株主持分 22 13

純資産合計 30,946 32,996

負債純資産合計 86,660 88,971
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 55,117

売上原価 25,547

売上総利益 29,569

返品調整引当金繰入額 37

差引売上総利益 29,532

販売費及び一般管理費 23,724

営業利益 5,808

営業外収益  

受取利息 299

その他 273

営業外収益合計 572

営業外費用  

支払利息 537

為替差損 287

租税公課 325

その他 192

営業外費用合計 1,343

経常利益 5,038

特別利益  

投資有価証券売却益 14

貸倒引当金戻入額 24

その他 0

特別利益合計 39

特別損失  

投資有価証券評価損 669

たな卸資産評価損 79

その他 248

特別損失合計 997

税金等調整前四半期純利益 4,080

法人税、住民税及び事業税 1,056

法人税等調整額 1,235

法人税等合計 2,291

少数株主利益 11

四半期純利益 1,777
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 4,080

減価償却費 1,247

長期前払費用償却額 75

貸倒引当金の増減額（△は減少） △231

賞与引当金の増減額（△は減少） △321

受取利息及び受取配当金 △363

支払利息 537

売上債権の増減額（△は増加） 259

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,022

その他の資産の増減額（△は増加） △17

仕入債務の増減額（△は減少） 2,419

未払消費税等の増減額（△は減少） 106

その他の負債の増減額（△は減少） △67

その他 1,096

小計 7,796

利息及び配当金の受取額 395

利息の支払額 △480

法人税等の支払額 △1,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,587

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △318

定期預金の払戻による収入 420

有形固定資産の取得による支出 △891

投資有価証券の取得による支出 △352

投資有価証券の売却による収入 201

貸付けによる支出 △319

差入保証金の回収による収入 396

その他 △784

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,647

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,025

短期借入金の返済による支出 △1,195

長期借入れによる収入 4,020

長期借入金の返済による支出 △5,184

社債の発行による収入 1,185

社債の償還による支出 △2,093

配当金の支払額 △1,349

その他 △200

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,792

現金及び現金同等物に係る換算差額 △738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 409

現金及び現金同等物の期首残高 12,445

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,855
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平 

成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

  
【事業の種類別セグメント情報】 

  

 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） （単位：百万円）

ソーシャル・
コミュニケー
ション・ギフ

ト事業

テーマパーク
事業

その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 49,282 3,983 1,850 55,117 － 55,117

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

532 961 93 1,587 (1,587) －

計 49,815 4,945 1,944 56,704 (1,587) 55,117

営業利益又は営業損失（△） 7,380 △ 888 △ 269 6,222 (414) 5,808

（注） 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分の主な内容

事業区分 売上区分 主な内容

ソーシャル・コミュニ
ケーション・ギフト事
業

ソーシャル・コミュニケー
ション・ギフト商品

文房具、台所・食卓用品、バス、洗面用品、室内装飾用
品、身の回り用品、携帯用品、衣料・服飾用品

グリーティングカード 誕生日カード、クリスマスカード

出版物 ギフトブック、抒情詩集、一般書籍、雑誌

映画・ビデオ ビデオソフト販売

著作権の許諾 ライセンス管理

テーマパーク事業

テーマパークサービス アトラクション、物販、レストラン

タイアップ 協賛企業からのタイアップ料

演劇 ミュージカル等の企画・公演

その他事業

レストラン レストラン、ケンタッキーフライドチキン

不動産賃貸業 不動産の賃貸

ロボットの製作・賃貸 ロボットの製作・賃貸

映画製作、配給 製作委員会
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【所在地別セグメント情報】 
  

 

 
  
【海外売上高】 
  

 

 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
該当事項はありません。 

  

3. 【定性的情報・財務諸表等】4.(3)①ⅱ.に記載のとおり、棚卸資産については、従来、主として移
動平均法に基づく原価法によっておりましたが、当第３四半期連結累計期間より、主として移動平
均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により
算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間
のソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業の営業利益は23百万円減少しております。

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） （単位：百万円）

日本 欧州
その他の
地域

計 消去又は全社 連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 41,059 7,147 6,910 55,117 － 55,117

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,523 27 1,462 5,014 (5,014) －

計 44,583 7,175 8,373 60,131 (5,014) 55,117

営業利益 3,017 2,268 960 6,246 (438) 5,808

（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主な国又は地域の主な内訳は次の通りであります。

(1)欧州…イタリア、フランス、スペイン、ドイツ他

(2)その他の地域…米国、香港、台湾、韓国、ブラジル、中国
3. 【定性的情報・財務諸表等】4.(3)①ⅱ.に記載のとおり、棚卸資産については、従来、主として移

動平均法に基づく原価法によっておりましたが、当第３四半期連結累計期間より、主として移動平
均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により
算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間
の日本における営業利益は23百万円減少しております。

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）

欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,262 8,607 15,869

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 55,117

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 13.2 15.6 28.8

（注） 1. 地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する地域の主な内訳は次の通りであります。

(1)欧州…イタリア、フランス、スペイン、ドイツ他

(2)その他の地域…米国、香港、台湾、韓国、タイ、ブラジル、中国
3. 海外売上高は、当社と本邦連結子会社の輸出高及び米国、香港、台湾、韓国、ドイツ、ブラジル並

びに中国に所在する連結子会社の売上高の合計額（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）であ
ります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

（単位：百万円）

科目

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

金額

Ⅰ 売上高 71,606

Ⅱ 売上原価 41,669

   売上総利益 29,937

   返品調整引当金戻入額 47

   差引売上総利益 29,984

Ⅲ 販売費及び一般管理費 24,332

   営業利益 5,652

Ⅳ 営業外収益 542

  １ 受取利息 334

  ２ 受取配当金 74

  ３ その他 133

Ⅴ 営業外費用 1,369

  １ 支払利息 586

  ２ その他 782

   経常利益 4,825

Ⅵ 特別利益 430

Ⅶ 特別損失 598

   税金等調整前四半期純利益 4,656

   法人税、住民税及び事業税 736

   法人税等調整額 2,669

   少数株主損失 △ 6

   四半期純利益 1,256
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 1 税金等調整前四半期純利益 4,656

 2 減価償却費 1,128

 3 長期前払費用償却費 72

 4 貸倒引当金の増加額 221

 5 賞与引当金の減少額 △ 258

 6 退職給付引当金の増加額 211

 7 返品調整引当金の減少額 △ 47

 8 役員退職慰労引当金の増加額 445

 9 受取利息及び受取配当金 △ 408

10 支払利息 586

11 固定資産処分損 63

12 減損損失 24

13 投資有価証券売却益 △ 413

14 投資有価証券評価損 8

15 売上債権の増加額 △ 3,506

16 たな卸資産の増加額 △ 1,063

17 その他資産の増加額 △ 165

18 仕入債務の増加額 395

19 未払消費税等の減少額 △ 74

20 その他負債の増加額 743

21 その他 9

小計 2,629

22 利息及び配当金の受取額 411

23 利息の支払額 △ 511

24 法人税等の支払額 △ 633

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,896
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

区分 金額

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 △ 524

 2 定期預金の払戻による収入 1,280

 3 有形固定資産の取得による支出 △ 1,381

 4 投資有価証券の取得による支出 △ 3,158

 5 投資有価証券の売却による収入 3,041

 6 貸付けによる支出 △ 174

 7 貸付金の回収による収入 107

 8 その他投資活動による支出 △ 1,414

 9 その他投資活動による収入 1,369

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 854

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 1 短期借入れによる収入 351

 2 短期借入金の返済による支出 △ 933

 3 長期借入れによる収入 1,800

 4 長期借入金の返済による支出 △ 2,317

 5 社債の発行による収入 977

 6 社債の償還による支出 △ 1,884

 7 自己株式の取得による支出 △ 0

 8 自己株式の売却による収入 6

 9 配当金の支払額 △ 1,306

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,305

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 110

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 2,374

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 15,534

Ⅶ 新規連結による現金及び現金同等物増加高 34

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 13,194
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