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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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5月期第3四半期 2,584 ― △1,047 ― △1,020 ― △1,291 ―
20年5月期第3四半期 2,351 △35.6 △1,031 ― △995 ― △606 ―

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5月期第3四半期 △41,911.74 ―
20年5月期第3四半期 △19,709.80 ―

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5月期第3四半期 3,702 1,908 50.6 60,843.49
20年5月期 4,455 3,417 73.0 105,477.99

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  1,874百万円 20年5月期  3,250百万円

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  
 

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5月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
21年5月期 ― 0.00 ―
21年5月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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  有   

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 3,200 △9.9 △1,250 ― △1,250 ― △1,600 ― △51,921.08



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）  有  

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

(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、４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．連結業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」にて数値を修正しております。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基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。 
２．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社epics ）

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5月期第3四半期 30,816株 20年5月期  30,816株
② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  ―株 20年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期 30,816株 20年5月期第3四半期 30,794株



当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、平成20年９月、米国発の金融危機により世界的な信用収縮が発生

し、実体経済に多大な影響を与えました。そのため、企業収益及び個人消費も急激に悪化し、景気は非常に厳しい状

況で推移し、先行きに対しても不透明な状況であります。 

玩具業界におきましても、少子高齢化、消費者の嗜好の多様化など、ヒット商品が生まれにくい状況にありなが

ら、金融危機に伴う、全体的な個人消費の低迷が加わり、期待のクリスマス及び正月商戦も前期に比較して販売減と

なりました。 

このような状況のもと、当社グループは「たまごっちプラスカラー」等のOEM製品の売上は堅調に推移しました。

また、少子高齢化、消費者の嗜好の多様化に対応すべく企画・開発・製造・販売までを行うオリジナル事業を推進し

「たのしーバスタイム」シリーズ等の販売は好調に推移しました。一方で、その他の販売商品である「キャラボッ

ツ」シリーズ、スロットカー関連商品「GSLOT」シリーズ、「こよい兄弟」シリーズ等の商品は総じて低調であり、

全体的に不本意な結果に終わりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は25億84百万円（前年同期比9.9％増）となりました。一方利益

面におきましては、前連結会計年度の後半より継続的に販売費及び一般管理費の抑制に努めてまいりましたが、「た

まごっち」シリーズの製品及び版権ロイヤリティーの収益減、一部商品の評価減の影響もあり、営業損失は10億47百

万円（前年同期は営業損失10億31百万円）、経常損失10億20百万円（前年同期は経常損失９億95百万円）、特別損失

として割増退職金、事務所移転費用等を計上したこと、加えて第２四半期連結会計期間において株式会社ウィズの繰

延税金資産の回収可能性について見直し、過年度計上の繰延資産を取り崩したことなどにより四半期純損失は12億91

百万円（前年同期は純損失６億６百万円）となりました。 

今後は、玩具の企画、開発、製造に特化し、OEM事業及び採算性を重視したオリジナル事業を進めていく体制と

し、希望退職者の募集等による固定費の削減及び当社グループの再構築を目的とした子会社の再編等の構造改革を推

進し、収益性の回復及び向上を図ってまいります。  

   

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

①おもちゃ事業  

  おもちゃ事業については、オリジナル事業の新シリーズ商品「こよい兄弟」シリーズ、「キャラボッツ」シリー

ズ、スロットカー関連商品「GSLOT」シリーズ及びOEM事業の「たまごっち」シリーズの製品及び版権ロイヤリティ

ーは総じて低調な推移であったものの、「たまごっちプラスカラー」等のOEM製品の販売が堅調に推移したことか

ら、当第３四半期連結累計期間のおもちゃ事業の売上高は25億63百万円（前年同期比13.8％増）となりました。 

②その他事業 

 その他事業のペット・アパレル事業については、収益構造の改善を目的に、第１四半期より、製造・小売事業か

らの撤退を行ないライセンス事業への転換を進めております。なお、当第３四半期連結累計期間の当該事業の売上

高は20百万円（前年同期比78.6％減）となりました。 

  

※ 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。従いまして、当第３四半期連結累

計期間の四半期連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年

同期比較に関する情報は参考として記載しております。  

  

   

 当第３四半期末における総資産は、前期末に比べて７億52百万円減少し37億２百万円となりました。これは主に固

定資産の長期繰延税金資産が１億87百万円、出資金が88百万円減少したことや、受取手形及び売掛金が２億19百万円

減少したことによるものです。 

 負債につきましては、前期末に比べて７億56百万円増加し、17億94百万円となりました。これは主に短期借入金が

７億65百万円増加したことによるものです。 

 純資産につきましては、前期末に比べて15億８百万円減少し、19億８百万円となりました。これは主に利益剰余金

の減少13億40百万円、少数株主持分の減少１億33百万円によるものです。 

  

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前期末と比べ42百万円減少し、

16億22百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果、使用した資金は６億50百万円（前年同期は11億５百万円の減少）となりました。これは売上債権

の減少が１億31百万円になる等、資金の増加要因はありましたが、税金等調整前四半期純損失が10億98百万円であっ

たこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は１億61百万円（前年同期は49百万円の減少）となりました。これは出資金の払込

が１億78百万円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、獲得した資金は７億67百万円（前年同期は１億２百万円の減少）となりました。これは短期借入

金による収入が７億65百万円あったこと等によるものです。  

  

 通期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

 当第３四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社epicsは当社が所有する株式をすべて売却

したため、子会社ではなくなりました。   

   

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

（会計処理の変更） 

①「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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、企画・開発支出金については個別法による原価法、

製品及び原材料については、総平均法による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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、企画・開

発支出金については個別法による原価法（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）、製品及び原材料については、総平均法による原価法（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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

142,603千円増加しております。 

③「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 

④「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、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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針



第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））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。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が会計基準等適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続

き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。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,625,071 1,671,588

受取手形及び売掛金 700,559 919,665

商品及び製品 141,505 134,440

仕掛品 44,955 78,312

原材料及び貯蔵品 74,263 41,061

その他 160,949 250,100

貸倒引当金 △5,000 △5,420

流動資産合計 2,742,305 3,089,749

固定資産   

有形固定資産 57,062 115,093

無形固定資産   

のれん 14,097 21,751

その他 8,501 11,191

無形固定資産合計 22,599 32,943

投資その他の資産   

投資有価証券 595,537 613,698

その他 285,141 603,793

投資その他の資産合計 880,678 1,217,492

固定資産合計 960,341 1,365,529

資産合計 3,702,646 4,455,278

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 305,618 276,145

短期借入金 815,000 50,000

賞与引当金 36,620 －

その他 237,326 378,986

流動負債合計 1,394,565 705,131

固定負債   

長期借入金 39,171 －

退職給付引当金 65,700 64,793

その他 294,719 268,202

固定負債合計 399,590 332,996

負債合計 1,794,156 1,038,127



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 555,235 555,235

資本剰余金 587,435 587,435

利益剰余金 775,101 2,115,982

株主資本合計 1,917,771 3,258,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,534 △4,286

為替換算調整勘定 △7,284 △3,955

評価・換算差額等合計 △42,818 △8,242

少数株主持分 33,537 166,741

純資産合計 1,908,490 3,417,151

負債純資産合計 3,702,646 4,455,278



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 2,584,655

売上原価 1,883,851

売上総利益 700,804

販売費及び一般管理費 1,748,690

営業損失（△） △1,047,886

営業外収益  

受取利息 4,756

受取配当金 10,191

為替差益 15,915

その他 4,363

営業外収益合計 35,226

営業外費用  

支払利息 6,396

持分法による投資損失 166

その他 983

営業外費用合計 7,546

経常損失（△） △1,020,206

特別利益  

固定資産売却益 140

匿名組合投資利益 20,996

持分変動利益 10,834

特別利益合計 31,971

特別損失  

固定資産除却損 1,669

減損損失 19,702

投資有価証券評価損 523

関係会社株式売却損 10,516

割増退職金 53,173

店舗閉鎖損失 1,378

事務所移転費用 23,218

特別損失合計 110,181

税金等調整前四半期純損失（△） △1,098,416

法人税等 223,194

少数株主損失（△） △30,058

四半期純損失（△） △1,291,552



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28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損失（△） △1,098,416

減価償却費 42,476

減損損失 19,702

のれん償却額 5,162

匿名組合投資損益（△は益） △20,996

組合等受入損益(△は益)・純額 255,693

貸倒引当金の増減額（△は減少） △420

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,620

退職給付引当金の増減額（△は減少） 907

受取利息及び受取配当金 △14,947

支払利息 6,396

為替差損益（△は益） 1,626

持分法による投資損益（△は益） 166

関係会社株式売却損益（△は益） 10,516

固定資産除売却損益（△は益） 1,529

持分変動損益（△は益） △10,834

売上債権の増減額（△は増加） 131,655

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,618

仕入債務の増減額（△は減少） △19,528

その他 94,220

小計 △631,089

利息及び配当金の受取額 14,947

利息の支払額 △6,396

法人税等の支払額 △28,043

営業活動によるキャッシュ・フロー △650,581

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △18,281

無形固定資産の取得による支出 △1,518

関係会社株式の取得による支出 △12,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

13,151

出資金の払込による支出 △178,348

出資金の分配による収入 28,544

貸付けによる支出 △48,180

貸付金の回収による収入 42,273

その他 12,649

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,709



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 765,000

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △833

配当金の支払額 △46,224

財務活動によるキャッシュ・フロー 767,943

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,956

現金及び現金同等物の期首残高 1,665,097

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 6,378

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,622,519



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日）  

 おもちゃ事業の売上高及び営業利益の金額は、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額に占

める割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

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

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,351,588

Ⅱ 売上原価  1,345,457

売上総利益  1,006,130

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,037,545

営業損失（△） △1,031,414

Ⅳ 営業外収益  39,435

Ⅴ 営業外費用  3,315

経常損失（△） △995,294

Ⅵ 特別利益  336,716

Ⅶ 特別損失  2,442

税金等調整前四半期純損失（△） △661,020

税金費用  7,428

少数株主損失  61,506

四半期純損失（△） △606,943



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失
（△） 

△661,020

減価償却費  64,856

匿名組合事業益 △311,285

ソフトウェア評価損  371

賞与引当金の増減額（減
少：△）  32,170

貸倒引当金の増減額（減
少：△）  7,275

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

△441

役員退職慰労引当金の増減
額（減少：△） 

△20,628

受取利息及び受取配当金 △16,388

支払利息  1,287

為替差損益（差益：△）  2,123

固定資産除却損  2,071

関係会社株式売却益 △25,109

売上債権の増減額（増加：
△）  116,859

たな卸資産の増減額（増
加：△） 

△136,601

仕入債務の増減額（減少：
△） 

△49,394

未払消費税等の増減額（減
少：△） 

△15,113

未払金の増減額（減少：
△）  23,904

前受金の増減額（減少：
△） 

△95,647

その他 △62,546

小計 △1,143,257

利息及び配当金の受取額  16,345

利息の支払額 △1,287

法人税等の支払（還付）額  23,057

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,105,141



  

  
前年同四半期

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

有形固定資産の取得による
支出 

△101,636

無形固定資産の取得による
支出 

△4,483

投資有価証券の取得による
支出 

△6,080

連結子会社株式の売却によ
る収入  70,000

出資金の払込による支出 △312,795

出資金の分配による収入  300,931

その他  4,308

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△49,754

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

新株発行による収入  5,908

配当金の支払額 △92,358

連結子会社による当該連結
子会社株式の取得による支
出 

△15,840

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△102,289

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△2,537

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△1,259,723

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  3,477,765

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高  2,218,041
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