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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 69,767 △25.7 6,575 △0.6 5,954 13.1 △1,495 ―
20年3月期 93,917 △2.8 6,615 6.3 5,264 △5.6 1,114 △73.1

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 ％ ％ ％

21年3月期 △22.74 ― △5.0 7.1 9.4
20年3月期 7.24 7.24 3.2 5.7 7.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 79,087 26,844 33.9 187.08
20年3月期 88,971 32,996 37.1 257.74

（参考） 自己資本   21年3月期  26,821百万円 20年3月期  32,983百万円

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

21年3月期 6,898 △2,038 △2,559 13,599
20年3月期 3,810 △2,396 △3,858 12,445

2.  配当の状況 

(注）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（非上場）の配当状況については、３
ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 
(注）2.21年３月期期末配当は資本剰余金を原資として実施いたします。詳細は、３ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。 

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 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 873 138.1 3.6
21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 873 ― 4.5
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 10.00 10.00 20.2

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

32,963 △4.4 2,440 △24.3 2,024 △34.1 1,756 49.9 17.40

通期 69,977 0.3 6,585 0.1 5,783 △2.9 4,798 ― 49.55
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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） 

(注) 詳細は、24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」、30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の変更」
をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(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、42ページ「１株当たり情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  847,216株 20年3月期  847,135株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 51,888 △28.9 4,105 3.5 2,825 △50.3 △1,885 ―
20年3月期 73,005 △7.0 3,965 △9.3 5,683 72.5 1,405 △11.2

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

21年3月期 △27.20 ―
20年3月期 10.57 10.57

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 69,296 22,105 31.9 133.05
20年3月期 76,977 26,319 34.2 181.41

（参考） 自己資本 21年3月期  22,105百万円 20年3月期  26,319百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、４ページから８ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

23,701 △3.8 1,511 △20.3 983 △37.7 1,203 260.2 11.07

通期 50,703 △2.3 4,141 0.9 3,226 14.2 3,346 ― 32.91
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種類株式の配当の状況 

 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。 

 
(注）21年３月期期末配当は資本剰余金を原資として実施いたします。詳細は、以下の「資本剰余金を配当原資とする

配当金の内訳」のとおりです。 

  

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

 21年３月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 
普通株式 

 
（注）純資産減少割合  0.033 

  
Ｂ株優先株式 

 
（注）純資産減少割合  0.019 

  

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 ─ ─ 0 00 ─ ─ 482 21 482 21

21年３月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 489 90 489 90

22年３月期(予想) ─ ─ 0 00 ─ ─ 472 60 472 60

（基準日） 期末

１株当たり配当金 10円00銭

配当金総額 873百万円

（基準日） 期末

１株当たり配当金 489円90銭

配当金総額 489百万円
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①当期の経営成績 

 
  
当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）における世界経済は、米国発の金融危機が世

界に波及し世界は同時不況に陥りました。前半は原油の高騰に世界は喘ぎ、後半は金融機関の破綻から実
体経済が過去に例のないスピードで悪化しました。米国、欧州のみならず、中国やロシアなど新興国の経
済成長までも鈍化しました。日本経済も年度後半から世界不況による輸出の減少が顕著なものとなり、企
業は極端な減産や設備投資の抑制を進め、その結果、雇用不安へと波及しました。その影響で個人消費
は、一気に冷え込みました。 
 このような状況の中で、当社グループは、厳しい国内の消費環境の中でも、国内物販事業は前年実績水
準で推移いたしましたが、テーマパーク、ライセンスは伸び悩みました。しかしながら、海外事業は、当
社キャラクターの認知が勢いづいている欧州地域の物販及びライセンス事業が伸びました。 
 その結果、当連結会計年度の売上高は697億円（前期比25.7%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507億円（同29.3%減）、海外売上高は、前年同期と比較して欧州地域は大幅な伸
びをしたものの円高の影響及び決算期の変更と他の地域の減少により190億円（同14.1%減）となり海外売
上高比率は27.3%となりました。営業利益は国内ライセンス事業が後半低調に推移しましたが、好調な欧
州地域の大幅な増収増益に加えて、国内物販事業が不振の国内消費環境にもかかわらずほぼ前年並みを維
持したことから、65億円（同0.6%減）に止まりました。  
経常利益は、年度末の円安により為替差損が減少、貸付金に対する貸倒引当金繰入額が減少、さらに有

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59億円
（同13.1%増）となりました。税金等調整前当期純利益は、特別損失としてテーマパーク事業などにおけ
る有形固定資産の減損損失24億円と、投資有価証券の減損を計上したことから24億円（同40.2%減）とな
りました。そして、 終利益は、繰延税金資産を17億円取崩しをしたことから法人税等調整額が大幅に増
加して14億円（前期比26億円減益）の当期純損失となりました。 
（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、前連結会計年度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238億円、売上総利益は41億円でした。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（単位：億円）

21/3 
通期 
実績

計画対比 前期実績対比

当初計画 増減額 増減率 20/3 
実績 増減額 増減率

売 上 高 697 704 △ 7 △ 1.0% 939 △ 241 △ 25.7%

売上総利益 376 387 △ 10 △ 2.7% 392 △ 16 △ 4.1%

 販売費及び一般管理費 310 310 0 0.2% 326 △ 15 △ 4.9%

営業利益 65 76 △ 11 △ 14.4% 66 △ 0 △ 0.6%

 営業外損益 △ 6 △ 7 1 ― △ 13 7 ―

経常利益 59 69 △ 9 △ 13.9% 52 6 13.1%

 特別損益 △ 34 △ 6 △ 28 ― △ 10 △ 23 ―

税金等調整前当期純利益 24 63 △ 38 △ 60.4% 41 △ 16 △ 40.2%

法人税及び法人税等調整額 39 31 8 26.8% 30 9 29.6%

当期純利益 △ 14 31 △ 46 ― 11 △ 26 ―

売上総利益率 54.0% 54.9% △ 0.9% ― 41.8% 12.2% ―

営業利益率 9.4% 10.9% △ 1.5% ― 7.0% 2.4% ―

経常利益率 8.5% 9.8% △ 1.3% ― 5.6% 2.9% ―
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ⅰ．ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業：売上高622億円（前期比26.8%減）、 
                        営業利益91億円（同1.7%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、この影響を除いて前期比4.7%の減
収となりました。 
 海外事業は子会社の決算期の変更及び円高もあり北米地域の物販事業が伸び悩み減収となりましたが、
欧州地域において『ハローキティ』のライセンス収入と物販事業ともに大幅に増加し増益に寄与いたしま
した。 
 国内物販事業も、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、99.7%（前期比3.5%改善）とほぼ前期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玩具やおみやげ用雑貨関連の受注減の影響により前期比減収減益
となりました。 
 国内の小売・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』の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。 
  

ⅱ．テーマパーク事業：売上高50億円（前期比17.5%減）、営業損失13億円（同２億円減） 
 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いたしました。年度後半は、雇用不安による節約志向の
高まりから、両テーマパークの入場者数は大幅に伸び悩みました。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、後半九州地区の
大手企業の従業員大量リストラ等の景気低迷の影響が現実的なものとなったことから、さらに円高と世界
的不況により海外からの来場者も減少いたしました。しかしながら、２年連続半年公演の「海のメルヘ
ン」は、キャラクターが出演しないミュージカルでありながら、当社の企業理念に通ずるキーワードを取
り込んだメルヘンと現代の大人の心を繋ごうとする試みであり、その成功によって次回作のショーの開発
に繋がるものとなりました。 
 以上の結果、ＳＰＬの入場者数は前期比11.0%の減少、ＳＰＬ個別の売上高は同14.6%の減少となり、
5.9億円の営業損失となりました。ＨＬも入場者数は同14.6%の減少、ＨＬ個別の売上高は同13.9%減少と
なり1.8億円の営業損失となりました。 
  

ⅲ．その他事業：売上高24億円（前期比9.8%減）、営業損失３億円（同0.4億円増） 
 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。減収の主な要因は、
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下回ったことによります。利益面で
は、ココロの減収による営業損失の拡大、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の増加により営業損失が増加、そして、米
国における不動産賃貸収入の減少も影響しましたが、前年度の映画配給に係る営業損失がなくなったこと
により若干改善いたしました。 
  

〔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

前期 当期 増減額 増減率 前期 当期 増減額 増減率

ソーシャル・コミュニケーシ

ョン・ギフト事業
850 622 △ 228 △ 26.8% 90 91 1 1.7%

テーマパーク事業 61 50 △ 10 △ 17.5% △ 11 △ 13 △ 2 ―

その他事業 27 24 △ 2 △ 9.8% △ 4 △ 3 0 ―

消去又は全社 ― ― ― ― △ 8 △ 8 0 ―

連結 939 697 △ 241 △ 25.7% 66 65 △ 0 △ 0.6%
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ⅰ．日本：売上高529億円（前期比29.5%減）、営業利益34億円（同4.9%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5.4%の減収になります。その主要因
は、テーマパーク事業及びライセンス事業の減収です。減益の要因におきましては、テーマパークの不振
に加え、後半ライセンス事業が低迷したことによります。 
  

ⅱ．北米：売上高40億円（前期比30.5%減）、営業利益5億円（同28.2%減） 
 減収減益の主な要因は、米国の連結子会社が３月期より12月期への決算月変更のため９ヶ月の会計期間
だったことと、米国ドルに対する円高によるものが主因です。あわせて、年度前半は、消費者がガソリン
価格の高騰など重荷となり、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によります。また、北米ライセンスにおける営業体制を新しい人材の登用
もふくめ見直しを期初より図っており、それによって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。 
  

ⅲ．欧州：売上高95億円（前期比31.8%増）、営業利益28億円（同39.9%増） 
 EU各国の景気後退の中、前年度が大幅に業績を伸ばしたことにより後半伸び率は下がってきたものの欧
州地域は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
るホールセールは大人向きの『ハローキティ』のバッグやアクセサリーを中心に８%の増収となりまし
た。地域としては、主にスペイン、ドイツにおいて大幅に伸びました。また、ライセンス事業も65%の大
幅な増収となりました。ライセンス取引先の地域も、北欧の大手アパレル企業H&M社をはじめとして、玩
具関連のライセンスが大きく伸びたフランス、そして、スペイン、イギリス、イタリア、ドイツにおいて
『ハローキティ』のライセンスが大きく伸びました。さらに、オランダ、スイス、チェコなどライセンス
取引先の地域も拡大いたしました。 
  

ⅳ．その他の地域（主にブラジル、アジア）：売上高32億円（前期比43.3%減）、 
                     営業利益５億円（同43.3%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、９ヵ月決算で減
収となりましたが、市場自体堅調に推移いたしました。台湾は、９ヶ月決算であったことによる減収に加
え、昨年来の消費環境低迷の影響を受け赤字となりました。香港も９ヶ月決算であったことと、日本と同
様、売上形態を変更したことも減収の要因となりました。景況感的にはオリンピック後の反動と金融不安
の悪影響がありましたが、後半コストの削減努力や企業プロモーションの収入があり改善しましたが減収
減益に終わりました。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。市場自体は厳しいながらも代
理店による店頭売上、合弁企業のライセンス収入は前期比若干の減少で推移しました。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伸び悩みましたが、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。 
  

〔所在地別セグメントの業績〕 （単位：億円）

売上高 営業利益

前期 当期 増減額 増減率 前期 当期 増減額 増減率

日本 751 529 △ 221 △ 29.5% 35 34 △ 1 △ 4.9%

北米 58 40 △ 17 △ 30.5% 8 5 △ 2 △ 28.2%

欧州 72 95 22 31.8% 20 28 8 39.9%

その他の地域 57 32 △ 24 △ 43.3% 10 5 △ 4 △ 43.3%

消去又は全社 － － － － △ 8 △ 8 0 －

連結 939 697 △ 241 △ 25.7% 66 65 △ 0 △ 0.6%
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②次期の見通し 

 

 
  
世界経済は金融不安の落ち着きと一部の景気関連指標の下落が鈍化傾向となったとはいえ、回復基調へ

の転換の道筋は見えておらず、さらに裾野の広い国内外の自動車産業の経営問題による不透明感が漂う状
況が続いております。欧州の景気も今後さらなる悪化が見込まれ予断を許さない状況であります。そし
て、そのようなことから輸出に頼る日本経済は、生産調整のみならず産業構造の変革を求められているこ
とから雇用環境が急速に悪化し始めました。その結果、次期前半の消費環境は、百貨店、チェーンストア
業界の業績が示すようにさらに大幅に悪化していくのではと見込んでおります。 
 このような不透明な状況の中で、次期の見通しとしては、厳しい環境下、国内においては売上高はほぼ
当期水準を維持、そして、これまで大幅な成長をしている欧州地域を中心に海外全般は堅調を予測するも
のの為替の影響で若干の減益を見込んで上表のとおりであります。また、本日開示の「共同分割会社（新
設分割）に関するお知らせ」により従来、繰延税金負債として計上しておりました金額が法人税等調整額
として戻し処理が行われる見込みですので当期純利益は大幅に増加する予定です。 
  
戦略的には、ギフト商品という視点で友情の輪を広げるギフトビジネスコンセプトを強調しつつ、「商

（参考）海外地域別損益の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 H19/03 H20/03 H21/03 H19/03 H20/03 H21/03増減率
（%）

増減率
（%）

増減率
（%）

増減率
（%）

北 
米 米国 6,818 5,828 △ 14.5 4,052 △ 30.5 810 811 0.1 582 △ 28.2 

南 
米

ブラジル 820 962 17.2 672 △ 30.1 313 410 31.2 233 △ 42.9 

ア 
ジ 
ア

香港 2,075 2,535 22.1 1,325 △ 47.7 178 262 46.8 192 △ 26.5

台湾 1,022 1,148 12.3 594 △ 48.3 211 92 △ 56.1 △ 36 ─

韓国 611 689 12.8 208 △ 69.8 163 176 7.7 86 △ 50.9

中国 186 371 99.0 436 17.5 9 78 711.5 101 29.5

アジア小計 3,896 4,745 21.8 2,565 △ 45.9 563 610 8.3 344 △ 43.5

欧 
州 欧州 2,718 7,223 165.7 9,516 31.8 408 2,012 393.0 2,815 39.9

合計 14,254 18,759 31.6 16,805 △ 10.4 2,095 3,845 83.5 3,976 3.4

（単位：億円）

当期実績 次期予想 増減額 増減率

売上高 697 699 2 0.3%

売上総利益 376 380 3 0.9%

 販売費及び一般管理費 310 314 3 1.1%

営業利益 65 65 0 0.1%

経常利益 59 57 △ 1 △ 2.9%

 特別損益 △ 34 △ 6 27 ─

税金等調整前当期純利益 24 50 25 104.0%

 法人税等及び法人税等調整額 39 2 △ 36 △ 92.7%

当期純利益 △ 14 47 62 ─

売上総利益率 54.0% 54.3% 0.3% ─

※ 次期の見通しの主な前提条件

為替レート： 94.16円/USD  124.39円/EUR

国内直営既存店売上高前期比：99%
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品カテゴリーと地理的な２面の拡大に注力」する経営戦略を打っていきます。 
  

ⅰ．国内物販事業 
 当社の有力キャラクター『リトルツインスター』を友情の象徴である『ハローキティ』に続く世界に通
用するキャラクターとして育成するとともに、エイジターゲットの拡大と各ターゲットに則した商品ブラ
ンドの価値を高めて行きます。具体的には、臨機応変にスピード感を大切に変化に対応し前期水準の業績
を確保します。あわせてバランスの取れたカテゴリーの拡大とアイテム数の絞込み、廉価版の投入、チェ
ーンストア売場の増床、不採算店の撤退など効率性を意識した施策を講じていきます。 
  

ⅱ．国内ライセンス事業 
 『ハローキティ』の35周年をきっかけに国内外ブランドとの積極的なコラボレーションを広げます。さ
らに有名タレントや伝統工芸とのコラボレーションも推進します。好調な『シュガーバニーズ』は商品カ
テゴリーの拡大を図ります。あわせて、他企業の販売促進キャンペーンやＴＶなどマスコミ等への広告宣
伝ビジネスにも注力します。 
  

ⅲ．海外事業 
 ワールドワイドに事業の拡大している世界的な企業とのライセンスを強化（次期に入って米国大手の化
粧品会社MACや欧州大手のアパレル企業ZARAとの契約を締結済み）、欧州地域（インド、東欧、ロシア、
南アフリカを含む）での更なるライセンスの拡大、さらに物販事業においても、好調な欧州はもちろん、
中国を中心に東欧、南米等への新興国へ地域的拡大を図ることにより、円高による悪影響を補うことを目
指します。 
  

ⅳ．テーマパーク事業 
 当社のエンターテイメント事業部門と当社グループのＲ＆Ｄの役割を担っているテーマパーク連結子会
社２社の事業を会社分割し、新設会社に承継することにより、共通のコストを一元化しての大幅なコスト
削減をすると同時に、これまでテスト的に導入していた他企業の販売・販促イベント等を多数誘致して、
双方来場者数の増加等のシナジー効果をあげたり、他のエンターテイメント企業が当社のテーマパークの
照明・音響等の各種舞台装置や演出能力の備わっている施設を利用して、双方にとって新たなエンターテ
イメントの魅力作りをするという新しい事業モデルを本格的に取り込みます。 
※詳細は本日開示の「共同会社分割（新設分割）に関するお知らせ」をご参照ください。 
  
さらに次期中にグループ全体のコスト構造の見直しを実施して、翌期以降における効率性向上管理体制

の構築を目指しますので、その過程において成果が表れてくるものと思われます。 
  
なお、次期は当社設立50周年と同時に、『ハローキティ』が生誕35周年を迎える記念すべき年度であり

ます。記念商品や記念イベントを通して『ハローキティ』のブランドを高めて、業績向上に努めます。 

  

①当期の財政状態 

 
  
当連結会計年度末の総資産は790億円で前連結会計年度末比98億円減少しました。資産の部の主な増減

項目は、受取手形及び売掛金が売上形態の変更により37億円と大幅に減少、長短繰延税金資産は26億円減
少、有形・無形固定資産は減損損失の計上もあり26億円減少、加えて時価の下落により投資有価証券が17
億円減少しました。また負債の部は522億円で37億円減少しました。主な増減項目は、受取手形・売掛金
と同様に売上形態の変更により支払手形・買掛金が20億円減少、長短借入金・社債が９億円減少しまし
た。純資産の部は配当金の支払による減少、円高により為替換算調整勘定の減少及びその他有価証券評価
差額金の減少などにより268億円と61億円減少しました。自己資本比率は33.9%で前期末比3.2%減少しまし
た。 

(2) 財政状態に関する分析

（単位：億円）

前期末 当期末 増減額 当第２四半期
連結会計期間末

資産の部 889 790 △ 98 861

負債の部 559 522 △ 37 535

(うち有利子負債) 327 318 △ 9 318

純資産の部 329 268 △ 61 325

自己資本比率 37.1% 33.9% △ 3.2% 37.8%
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②当期におけるキャッシュ・フローの状況 

 
  
営業活動によるキャッシュ・フローは68億円（前期比30億円の収入増加）の収入となりました。これは

主に営業利益65億円、減価償却費及び引当金繰入等で15億円、合計81億円の収入に対して、利息、法人税
等の支払に14億円を支出したためです。前期比30億円の収入増加の要因は主に、売上債権の減少等運転資
金の回収によるものです。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは20億円（前期比３億円の支出減少）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の11億円、保証金の差入、長期預金預入等で11億円の支出によるものです。
 財務活動によるキャッシュ・フローは25億円（前期比12億円の支出減少）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る12億円、配当金の支払による13億円の支出によるものです。 
 以上の結果、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より11億円増の135億円とな
りました。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 
   

 
  

当社は株主に対する利益還元を経営の重要事項と考えています。即ち、安定的な普通配当を実施するこ
とを前提に、Ｂ種優先株式の配当及び同株式の償還原資（年10～20億円）を確保し、さらに余裕がある場
合は、普通配当を業績に連動して上乗せすることを基本方針とします。 
 なお、当期につきましては、政策投資株、及び固定資産の減損処理、又、繰延税金資産の取崩しによ
り、当期純損失でありましたが、経常利益は小幅ながら増益となりましたので、計画通りの配当とさせて

（単位：億円）

前期 当期 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 38 68 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 23 △ 20 3

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 38 △ 25 12

為替換算差額 △ 6 △ 11 △ 4

現金及び現金同等物の増減額 △ 31 11 42

新規連結による現金及び現金同等物増加高 0 ─ △ 0

現金及び現金同等物の期首残高 155 124 △ 30

現金及び現金同等物の期末残高 124 135 11

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(%) 27.0 35.5 37.6 37.1 33.9

時価ベースの株主資本比率
(%)

78.3 174.1 157.9 85.2 84.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

531.2 509.9 623.5 859.5 461.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

6.4 9.0 7.9 5.9 11.1

（注） 自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/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（利息の支払額を除く）/利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。

※ 

 

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・フローを使用していま

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支払っている全ての負債を対象としてい

ます（リース債務を除く）。

※ 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います。

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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いただきます。なお、配当原資としましては、昨年の定時株主総会決議にそって、Ｂ種優先株式の償還
等を目的として資本準備金から振替済みの、その他資本剰余金をもって充当することといたしました。 
 次期につきましては、基本方針のとおりの予定です。 

  

  
当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなもの

があります。なお、当該リスク情報につきましては、当決算短信提出日現在において当社グループが判断
したものであり、また、当社グループの事業上のリスクを全て網羅するものではありません。 

①市場リスク 
当社グループは、グローバルに事業展開していることから、当社商品を販売している各国、各地域の経

済状況の影響を受けます。顧客にとって当社商品は、日常生活において必ずしも必要不可欠のものではな
いので、様々な市場の影響を受けて売上高につながらないことがあります。 
  

②為替リスク 
当社は、中国を中心として海外に６割程度の商品を発注しており、一方、売上高に対する輸出比率は

13.2％（前期10.4％）を占めており、それぞれ為替変動の影響を受けております。このため米ドルの収支
予測をして各種ヘッジ策を活用していますが、これにより為替リスクを完全に回避できるとは限らず、ま
た連結財務諸表の作成にあたって適用される為替換算レートにより、海外連結子会社の売上高、売上原
価、販売費及び一般管理費など連結財務諸表の各項目について、換算上の影響が生じます。そのことによ
り、業績が影響を受ける可能性があります。 
  

③新キャラクター開発力及び人材の確保等事業リスク 
当社グループの売上高の大半はキャラクターが関与しています。当社は、キャラクターの開発、育成に

あたって、爆発的な人気を追うことよりも、長期安定的な人気を得る方針で、経営をしてきています。ま
た、常に新キャラクターの開発の努力を重ねています。しかしながら、各キャラクターの人気には移り変
わりがあり、そのことにより業績が影響を受ける可能性があります。 
 当社のキャラクター開発は、原則として社員が担当しています。そして、開発されたキャラクターは、
当社各部門の協力を得て市場に出ることとなります。したがって、著作権は全て当社に帰属します。な
お、キャラクター開発部門の重要な人材の安定的な雇用につきましては、各種の動機付けを行うなど万全
を期していますが、雇用を長期に亘って持続できるとは限りません。そのことにより、当社のキャラクタ
ー開発力が低下する可能性があります。また、さらに従業員の他社移籍により、他社との開発競争に不利
な影響を及ぼす可能性があります。 
  

④不良品発生リスク 
競合他社との価格競争に対抗すべく商品調達コストの削減をめざして、当社グループは、国内のみなら

ず、中国を中心とした海外メーカーに商品を発注しています。各メーカーに対しては、当社指定の品質基
準に従って製造・検品を行い、かつ品質管理部を通しての安全性や品質向上に向けて 善の注意をいたし
ております。しかし、不測の品質上の問題が発生した場合には、リコール費用やブランド力低下の影響か
ら売上高の減少により、当社グループの財務状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤災害、事故によるリスク 
当社グループは、国内２箇所でテーマパークを営業しており、災害や事故による人身への被害が起こる

可能性があります。施設における耐震性確保など安全管理には万全を期していますが、予測不能な事態に
対しては対応できるとは限りません。その場合において当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可
能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク
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当企業集団は、株式会社サンリオ（当社）、子会社27社及び関連会社６社により構成されております。
当企業集団が営んでいる主な事業内容、関係会社が担当している主な事業及び相互間の商品またはサービ
スの流れを図示すると次のとおりであります。 
  

 

 
  

2. 企業集団の状況

（注） 1. ※連結子会社  ※※非連結子会社

───→ 商品又はサービスの流れ
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関係会社の状況 

連結子会社 

 
  

名称 住所 資本金
主要な 

事業内容

議決権の

所有割合 

又は 

被所有(%)

関係内容

役員の兼任

営業上の 

取引

設備の 

賃貸借等
その他当社 

役員

(名)

当社 

従業員

(名)

Sanrio,Inc.

米国 

カリフォルニア

州サウスサンフ

ランシスコ市

34,412

千米ドル

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100 1 2

当社商品の輸入

販売・ロイヤリ

ティ取引

─ 債務保証

Sanrio Entertainment Inc.

米国 

カリフォルニア

州サウスサンフ

ランシスコ市

500

千米ドル

テーマパーク 

事業

100

(100)
1 1

ショーの 

企画・販売
─ ─

Sanrio Do Brasil Comercio  

e Representacoes Ltda.

ブラジル 

タンボレ市

2,097

千伯レアル

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100

(100)
─ ─

当社商品の輸入

販売・ロイヤリ

ティ取引

─ ─

Sanrio (Hong Kong) 

Co.,Ltd.
香港

1,000

 千香港ドル

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100

(80)
1 1

当 社 商 品 の 製

造・ロイヤリテ

ィ取引

─ ─

Sanrio Korea Co., Ltd.
大韓民国 

ソウル市

50

百万韓国

ウォン

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100

(100)
1 3

当 社 商 品 の 製

造・ロイヤリテ

ィ取引

─ ─

三麗鴎股份有限公司 台湾台北市
177,000

千台湾ドル

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100 1 4

当 社 商 品 の 製

造・ロイヤリテ

ィ取引

─ ─

Sanrio GmbH

ドイツ 

シュレースヴィ

ッヒホルシュタ

イン州

2,019

千ユーロ

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100 1 3

当社商品の輸入

販売・ロイヤリ

ティ取引

─ ─

Sanrio License GmbH

ドイツ 

シュレースヴィ

ッヒホルシュタ

イン州

100

千ユーロ

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100

(100)
─ 1

ロイヤリティ取

引
─ ─

三麗鴎上海国際貿易有限公司 中国上海市
400

 千米ドル

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100

(60)
1 3

当 社 商 品 の 製

造・ロイヤリテ

ィ取引

─ ─

Sanrio Asia Merchandise 

Co.,Ltd.
香港

1,000

千香港ドル

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100

(100)
1 2

当 社 商 品 の 製

造・ロイヤリテ

ィ取引

─ ─

三貝徳股份有限公司 台湾台北市
63,094

千台湾ドル

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100

(100)
2 1 著作権の管理 ─ ─

Sanrio Wave Hong Kong 

Co.,Ltd.
香港

450

千香港ドル

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

95

(95)
1 2

インターネット

プロバイダー事

業、他

─ ─
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名称 住所 資本金
主要な 

事業内容

議決権の

所有割合 

又は 

被所有(%)

関係内容

役員の兼任

営業上の 

取引

設備の 

賃貸借等
その他当社 

役員

(名)

当社 

従業員

(名)

㈱サンリオピューロランド
東京都 

多摩市

4,050

百万円

テーマパーク 

事業
100 7 5

当社商品の仕入

販売・ロイヤリ

ティ取引

建物及び 

設備の賃貸
資金貸付

㈱ハーモニーランド

大分県 

速見郡 

日出町

1,748

百万円

テーマパーク 

事業

84.8

(0.5)
4 2

当社商品の仕入

販売・ロイヤリ

ティ取引

建物及び 

設備の賃貸
資金貸付

㈱サンリオファーイースト
東京都 

品川区

30

百万円

ソーシャル・コ

ミュニケーショ

ン・ギフト事業

100 3 ─

当 社 商 品 の 製

造・ロイヤリテ

ィ取引

事務所の賃

貸
─

㈱ココロ
東京都 

羽村市

495

百万円
その他事業 100 3 1

ロ ボ ッ ト の 開

発・企画・販売

事務所の賃

貸

債務保証 

資金貸付

（注） 1. Sanrio,Inc.、㈱サンリオピューロランド及び㈱ハーモニーランドは特定子会社であります。

2. （ ）のうちSanrio Do Brasil Comercio e Representacoes Ltda.及びSanrio Entertainment Inc.

に係るものは内書で子会社Sanrio,Inc.の、㈱ハーモニーランドに係るものは子会社㈱サンリオピュ

ーロランドの、Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd.に係るものは子会社㈱サンリオファーイーストの、

Sanrio Korea Co., Ltd.に係るものは子会社Sanrio(Hong Kong) Co., Ltd.及びSanrio,Inc.の、三

麗鴎上海国際貿易有限公司に係るものは子会社Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd.、Sanrio Wave Hong 

Kong Co.,Ltd.及びSanrio Investment Co.,Ltd.の、Sanrio Asia Merchandise Co.,Ltd.に係るもの

は子会社Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd.の、三貝徳股份有限公司に係るものは子会社三麗鴎股份有限

公司の、Sanrio Wave Hong Kong Co.,Ltd.に係るものは子会社Sanrio (Hong Kong) Co.,Ltd.の、

Sanrio License GmbHに係るものは子会社Sanrio GmbHの間接所有割合であります。

3. 上記子会社のうちには有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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人間にとり 高の幸せの一つは「心から話し合える仲間をもつこと」です。仲間とは、親子、兄弟、夫
婦、友人、恋人といった身近な存在から、学校や会社の同僚、そして世界中の人々にまで広がっていま
す。それらの人々と仲良くしていくために大切なのは、相手を、信じ、尊敬し、愛する、そうした気持ち
をまず自分から表現することだと思います。これがサンリオを支える基本理念「ソーシャル・コミュニケ
ーション」です。 
 サンリオは、これまで子供たちを始めとする世界中の全ての人々に“仲良し”の輪を広めようと考え
「スモールギフト、ビッグスマイル」を合言葉にソーシャル・コミュニケーション事業を推進してきてい
ます。それは、思いやりの心を伝えるギフト商品の企画・開発、及びコミュニケーション創造の場として
のテーマパークから成り立っています。とくに、テーマパークは、サンリオにとって、一番大切な当社の
企業理念の具現化の場であり、キャラクターの世界観作りの場として、そして、商品・キャラクターの開
発力の源泉としての経営の根幹を成しております。 
 これからもサンリオは、夢を感じる商品、友情を育てる空間、愛情溢れる人材を大切にし、誰にでも安
心して喜んでいただく、豊かなコミュニケーションの世界を創り続けて行きます。 
 人々をつないで仲間をつくるため、子供から大人まで楽しめ人々の心を豊かにする商品・サービスを企
画し、安全で高品質そして環境に優しいものを適切な価格でお客様に提供するように、徹底した管理体制
を整備すること、これらを持続させることを通してサンリオは社会に貢献したいと考えます。 
 世界中の人々の人権を尊重して、反社会的な力に屈することなく、平和を愛しみんな仲良く幸せになれ
るような社会づくりに向け、お客様はじめステークホルダーの皆様と一緒になり役職員一同全力を尽くし
て努めてまいります。それが、世界中の誰もが認める「オンリーワン」の存在へとサンリオを導く道と信
じます。 

  

2008年４月より実施中の中期計画「Project2010」（2008-2010年度）については、以下のように取り扱
うことにいたしました。 
  

①理由 
 2008年度を初年度とし、３年間にわたる中期経営計画を実施しておりました。しかし、米国のサブプラ
イムローン問題を端緒とした世界同時不況、大幅な円高の定着など同計画を設定する前提条件となってい
た経営環境が激変し、かつこの情勢の終息時期及び終息後の経済構造が適確に見通せないところから、実
施中の中期経営計画を取り下げることにいたしました。 
 なお、中期計画に掲げました「安定した好収益基盤の構築」に向けた、国内物販事業の合理化、テーマ
パーク事業の見直し、海外事業の持続成長の強化の諸策につきましては、目標数値を見直しつつ2009年度
においても継続して取り組むことにいたしております。 
  

②当面の取り組みと今後の予定 
 当社の企業価値創造を支える高い資質の人材の雇用を守り、その意欲を高める施策を実施しつつ、2009
年度中に以下を始めとする対策を講じます。 
 ⅰ．人件費の削減 

ⅱ．商品アイテム数の削減（10-20%）による原価率の引下げ 
ⅲ．不採算、低採算店舗の退店等 

 また、事業環境の推移を睨みつつ、新たな中期経営計画を作成し、2010年度から実施する予定です。 
  

③資本政策 
 取り下げる中期経営計画では、資本政策に関し「普通株式転換請求権付Ｂ種優先株式の償還原資につい
て、これまでの期間利益を充当する方針に加えて、資本準備金の一部取崩し（50億円）を併用する」こと
としており、昨年６月26日開催定時株主総会にて資本準備金からその他資本剰余金への振替を決議してい
ただきました。しかしながら、当期の営業利益は前年並みを維持したものの、投資有価証券の減損、固定
資産の減損、繰延税金資産の取崩しの発生により当期純損失の計上を余儀なくされたため、予定していた
配当の原資として上述の剰余金を充当せざるをえないことになった結果、優先株式の償還は、止むを得
ず、次期以降に繰延べることといたしました。 
（参考）Ｂ種優先株式について 
 発行額:100億円 
 配当金：日本円半年物東京インターバンクレート（TIBOR）に４％加算した利率 
 普通株式転換可能期間：平成22年３月23日以降 
 当初転換価額：平成22年３月23日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の毎日の普通株式終値 
        平均値の90％に相当する金額（以降、年２回の転換価額の修正があります。） 

3. 経営方針

(1) サンリオの経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標と中長期的な経営戦略
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当社グループは、売上高指向から利益指向へシフトし、国内外においてライセンスビジネスに注力する
ことを基本的な戦略としております。具体的には、一方で今後大きな成長を見込まれる海外市場の拡大戦
略の展開と、他方で市場が縮小している国内物販事業の見直しが当面の課題であります。 
  

①サンリオの価値創造を支える人材の活性化 
 サンリオが掲げる「ソーシャル・コミュニケーション」を具体的事業に繋げるためには、キャラクター
をはじめとする当社の企業理念をグローバルに具現化するクリエーション能力を一層磨き上げることが欠
かせません。そのためには、新たな人材の登用に加え、既に活躍している社員の絶え間ない能力開発を促
す研修施策を導入することが課題であります。 
  

②海外戦略の強化 
 海外全地域において、当社キャラクターの認知率は着実に上昇しており、物販、ライセンス事業ともに
順調に拡大を続けております。さらに今後は未開拓の中東、ＢＲＩＣｓを中心に新たな市場開拓に着手
し、当社グループの成長の新たな原動力に育てるつもりでおります。そのために積極的に各国代理店企業
やライセンシーの開拓を積極的にすすめ収益力強化のスピードアップを図ります。 
  

③国内物販事業の見直し 
 国内物販事業を再構築し収益力の向上を図ることを急がなければなりません。現在のような厳しい消費
環境の中で勝ち残るために、不採算店舗の整理とサプライチェーンの商品開発から店頭まで見直しを徹し
ます。さらに、海外店舗と連動することにより、商品をグローバルに企画開発し、あわせて供給体制を強
化し、効率性向上とコスト削減に取り組みます。 
 また、グローバルに有名デザイナーや高級ファッションブランドとのコラボレーションを通して、高付
加価値商品の開発と店舗の整備を進めてまいります。 
  

④テーマパーク事業の見直し 
 キャラクターの新たな世界観を創り、キャラクターインキュベーター（育成者）の場としての役割を果
たしているテーマパーク事業の位置づけを見直し、その新たな活用策を講じます。その中でも、中国市場
でのライセンスによるショーが公演されているように、テーマパークのキャラクタ－インキュベーターの
機能と物販事業やライセンス事業との一体展開が図れるようになり、当社グループの総合力の発揮が期待
されるようになりました。この流れに弾みをつけるべくライセンス供与をさらに積極的に進めてまいりま
す。 

  

(3) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 12,968 13,891 

受取手形及び売掛金 ※２ 13,121 ※２ 9,431 

たな卸資産 ※２ 5,302 ※２, ※４ 5,018 

未収入金 885 703 

繰延税金資産 2,534 857 

その他 794 1,153 

貸倒引当金 △268 △71 

流動資産合計 35,338 30,983 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 53,085 52,804 

減価償却累計額 △43,526 △45,432 

建物及び構築物（純額） 9,559 7,372 

機械装置及び運搬具 13,657 13,667 

減価償却累計額 △12,711 △13,125 

機械装置及び運搬具（純額） 945 542 

土地 11,397 11,290 

リース資産 － 573 

減価償却累計額 － △217 

リース資産（純額） － 355 

建設仮勘定 167 17 

その他 4,962 4,853 

減価償却累計額 △4,313 △4,367 

その他（純額） 648 486 

有形固定資産合計 ※３ 22,718 ※３ 20,063 

無形固定資産 456 448 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,610 5,841 

長期貸付金 1,369 1,220 

従業員に対する長期貸付金 3,399 3,261 

差入保証金 4,167 3,886 

繰延税金資産 9,707 8,694 

その他 5,085 5,516 

貸倒引当金 △919 △881 

投資その他の資産合計 30,419 27,539 

固定資産合計 53,593 48,052 

繰延資産 

社債発行費 39 51 

繰延資産合計 39 51 

資産合計 88,971 79,087 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 8,478 6,453 

短期借入金 21,383 17,947 

1年内償還予定の社債 2,277 1,162 

リース債務 － 196 

未払法人税等 805 677 

賞与引当金 422 370 

返品調整引当金 80 105 

その他 4,802 4,052 

流動負債合計 38,250 30,964 

固定負債 

社債 5,560 5,607 

長期借入金 3,556 7,127 

リース債務 － 304 

退職給付引当金 6,816 6,884 

役員退職慰労引当金 451 457 

長期預り金 749 551 

長期未払金 297 158 

その他 292 187 

固定負債合計 17,724 21,278 

負債合計 55,974 52,243 

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 12,034 9,189 

自己株式 △954 △954 

株主資本合計 36,175 33,330 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △839 △1,893 

繰延ヘッジ損益 △92 △51 

為替換算調整勘定 △2,260 △4,563 

評価・換算差額等合計 △3,192 △6,508 

少数株主持分 13 22 

純資産合計 32,996 26,844 

負債純資産合計 88,971 79,087 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 93,917 69,767 

売上原価 54,662 32,079 

売上総利益 39,255 37,688 

返品調整引当金繰入額 － 25 

返品調整引当金戻入額 37 － 

差引売上総利益 39,292 37,663 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 3,310 3,357 

貸倒引当金繰入額 94 － 

役員報酬及び給料手当 7,396 7,156 

雑給 3,339 3,302 

賞与 879 873 

賞与引当金繰入額 419 363 

役員退職慰労引当金繰入額 19 17 

運賃及び荷造費 1,441 1,309 

賃借料 3,374 3,040 

減価償却費 1,034 1,147 

その他 11,367 10,519 

販売費及び一般管理費合計 32,677 31,088 

営業利益 6,615 6,575 

営業外収益 

受取利息 402 375 

受取配当金 109 105 

雑収入 194 329 

営業外収益合計 706 811 

営業外費用 

支払利息 774 696 

租税公課 422 400 

為替差損 475 20 

貸倒引当金繰入額 209 43 

雑損失 175 271 

営業外費用合計 2,057 1,431 

経常利益 5,264 5,954 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

投資有価証券売却益 416 14 

その他 20 2 

特別利益合計 437 16 

特別損失 

固定資産処分損 ※１ 85 ※１ 49 

減損損失 ※２ 161 ※２ 2,409 

役員退職慰労引当金繰入額 432 － 

投資有価証券評価損 742 897 

貸倒引当金繰入額 101 － 

たな卸資産評価損 － 79 

その他 9 40 

特別損失合計 1,532 3,476 

税金等調整前当期純利益 4,168 2,494 

法人税、住民税及び事業税 1,501 1,342 

法人税等調整額 1,567 2,636 

法人税等合計 3,069 3,978 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △15 11 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,114 △1,495 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 14,999 14,999 

当期末残高 14,999 14,999 

資本剰余金 

前期末残高 10,095 10,095 

当期変動額 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 0 0 

当期末残高 10,095 10,095 

利益剰余金 

前期末残高 12,657 12,034 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 5 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,307 △1,355 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,114 △1,495 

連結子会社の増加による剰余金減少高 △430 － 

当期変動額合計 △622 △2,850 

当期末残高 12,034 9,189 

自己株式 

前期末残高 △960 △954 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 6 0 

当期変動額合計 5 △0 

当期末残高 △954 △954 

株主資本合計 

前期末残高 36,792 36,175 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 5 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,307 △1,355 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,114 △1,495 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 6 0 

連結子会社の増加による剰余金減少高 △430 － 

当期変動額合計 △616 △2,850 

当期末残高 36,175 33,330 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 459 △839 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,298 △1,054 

当期変動額合計 △1,298 △1,054 

当期末残高 △839 △1,893 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △56 △92 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△36 40 

当期変動額合計 △36 40 

当期末残高 △92 △51 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △1,042 △2,260 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,218 △2,302 

当期変動額合計 △1,218 △2,302 

当期末残高 △2,260 △4,563 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △638 △3,192 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,553 △3,316 

当期変動額合計 △2,553 △3,316 

当期末残高 △3,192 △6,508 

少数株主持分 

前期末残高 30 13 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 8 

当期変動額合計 △17 8 

当期末残高 13 22 

純資産合計 

前期末残高 36,184 32,996 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 5 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,307 △1,355 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,114 △1,495 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 6 0 

連結子会社の増加による剰余金減少高 △430 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,570 △3,307 

当期変動額合計 △3,187 △6,158 

当期末残高 32,996 26,844 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 4,168 2,494 

減価償却費 1,546 1,603 

長期前払費用償却額 97 101 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 416 △178 

賞与引当金の増減額（△は減少） 47 △50 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 257 70 

返品調整引当金の増減額（△は減少） △37 25 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 451 6 

受取利息及び受取配当金 △511 △481 

支払利息 774 696 

為替差損益（△は益） 125 － 

固定資産処分損益（△は益） 85 49 

減損損失 161 2,409 

投資有価証券売却損益（△は益） △416 △14 

投資有価証券評価損益（△は益） 742 897 

売上債権の増減額（△は増加） △547 2,882 

たな卸資産の増減額（△は増加） 531 169 

その他の資産の増減額（△は増加） △200 △177 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,211 △1,660 

未払消費税等の増減額（△は減少） △18 96 

その他の負債の増減額（△は減少） 718 △826 

その他 78 261 

小計 5,260 8,373 

利息及び配当金の受取額 491 487 

利息の支払額 △777 △680 

法人税等の支払額 △1,164 △1,281 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,810 6,898 

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 △593 △301 

定期預金の払戻による収入 1,263 406 

有形固定資産の取得による支出 △1,495 △1,131 

投資有価証券の取得による支出 △4,527 △506 

投資有価証券の売却による収入 3,104 201 

貸付けによる支出 △183 △319 

貸付金の回収による収入 133 136 

差入保証金の回収による収入 968 479 

その他の支出 △1,726 △1,010 

その他の収入 660 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,396 △2,038 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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 342 1,025 

短期借入金の返済による支出 △1,205 △1,486 

長期借入れによる収入 2,500 6,780 

長期借入金の返済による支出 △3,104 △6,173 

社債の発行による収入 977 1,185 

社債の償還による支出 △2,068 △2,277 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

自己株式の売却による収入 6 0 

配当金の支払額 △1,306 △1,351 

その他の支出 － △262 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,858 △2,559 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △679 △1,147 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,123 1,153 

現金及び現金同等物の期首残高 15,534 12,445 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 34 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 12,445 ※１ 13,599 

株式会社サンリオ（8136）　平成21年３月期決算短信

－　23　－



  
該当事項はありません。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

子会社24社のうち連結子会社は、Sanrio, Inc.(米

国法人)、Sanrio  Entertainment  Inc.（米国法

人）、㈱サンリオピューロランド、㈱ハーモニー

ランド、㈱サンリオファーイースト、㈱ココロ、

Sanrio(Hong Kong)Co.,Ltd.(香港法人)、三麗鴎

股 份 有 限 公 司 ( 台 湾 法 人 )、Sanrio  Korea 

Co.,Ltd.( 韓 国 法 人 )、Sanrio  Do  Brasil 

Comercio e Representacoes Ltda.(ブラジル法

人)、三麗鴎上海国際貿易有限公司（中国法

人）、Sanrio Asia 

Merchandise Co.,Ltd.(香港法人）、三貝徳股份有

限公司(台湾法人)、Sanrio  Wave  Hong  Kong 

Co.,Ltd.(香港法人)、並びにSanrio GmbH

(ドイツ法人)の計15社であります。㈱ココロは重

要性が増したため、Sanrio Entertainment Inc.

は当連結会計年度において設立したため、当連結

会計年度より連結の範囲に含めております。在外

法人３社(Sanrio Investment Limited（モーリシ

ャス法人）、San-Byte Investment Co.,Ltd.（英

国領ヴァージン諸島法人）、San-Byte Hong Kong 

Co.,Limited（香港法人）)及び国内法人６社

(㈱サンリオ音楽出版社、サンリオ自動車リース

㈱、㈱サンリオエンタープライズ、㈱サンリオウ

ェーブ、㈱パントゥリー、㈱フォーティウィンク

ス)は連結の範囲から除外しております。

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等はいずれも少額であり、全体として

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりませ

ん。

１ 連結の範囲に関する事項

子会社27社のうち連結子会社は、Sanrio, Inc.(米

国法人)、Sanrio  Entertainment  Inc.（米国法

人）、㈱サンリオピューロランド、㈱ハーモニー

ランド、㈱サンリオファーイースト、㈱ココロ、

Sanrio(Hong Kong)Co.,Ltd.(香港法人)、三麗鴎股

份有限公司(台湾法人)、Sanrio Korea Co.,Ltd.

(韓国法人)、Sanrio Do Brasil Comercio e 

Representacoes Ltda.(ブラジル法人)、三麗鴎上

海国際貿易有限公司（中国法人）、Sanrio Asia 

Merchandise Co.,Ltd.(香港法人）、三貝徳股份有

限公司(台湾法人)、Sanrio  Wave  Hong  Kong 

Co.,Ltd.(香港法人)、Sanrio GmbH(ドイツ法人)、

並びにSanrio License GmbH（ドイツ法人）の計16

社であります。Sanrio License GmbHは当連結会計

年度において設立したため、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。在外法人３社

(Sanrio  Investment  Limited（モーリシャス法

人）、San-Byte Investment Co.,Ltd.（英国領ヴ

ァージン諸島法人）、San-Byte Hong Kong

Co.,Limited（香港法人）)及び国内法人８社(㈱サ

ンリオ音楽出版社、サンリオ自動車リース㈱、㈱

サンリオエンタープライズ、㈱サンリオウェー

ブ、㈱パントゥリー、㈱フォーティウィンクス、

㈱ロイヤルウィング、㈱Nal)は連結の範囲から除

外しております。

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等はいずれも少額であり、全体として

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりませ

ん。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社９社（「１ 連結の範囲に関する事

項」に記載しております。）及び関連会社６社

（Sanrio Digital Corporation、Sanrio Digital 

(Hong Kong)Limited、Mei-Wave Entertainment 

 Co.,Ltd.、Sanrio  Digital  Korea  Co.,Ltd.、

Sanrio Digital (SEA) PTE.LTD.、Sanrio 

Digital Europe）は、連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重

要性がないため非連結子会社及び関連会社に対す

る投資については、持分法を適用せず原価法によ

り評価しております。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社11社（「１ 連結の範囲に関する事

項」に記載しております。）及び関連会社６社

（Sanrio Digital Corporation、Sanrio Digital 

(Hong Kong)Limited、Mei-Wave Entertainment 

 Co.,Ltd.、Sanrio  Digital  Korea  Co.,Ltd.、

Sanrio Digital (SEA) PTE.LTD.、Sanrio 

Digital Europe）は、連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重

要性がないため非連結子会社及び関連会社に対す

る投資については、持分法を適用せず原価法によ

り評価しております。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

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Sanrio  Korea  Co.,  Ltd.、

Sanrio GmbH、並びに三麗鴎上海国際貿易有限公司

の事業年度の末日は12月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては事業年度の末日現在の

財務諸表を使用しております。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

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Sanrio  Korea  Co.,  Ltd.、

Sanrio GmbH、Sanrio License GmbH並びに三麗鴎

上海国際貿易有限公司の事業年度の末日は12月31

日であります。連結子会社のうちSanrio, Inc.、

Sanrio Entertainment Inc.、Sanrio(Hong Kong) 

Co.,Ltd.、三 麗 鴎 股 份 有 限 公 司、Sanrio  Do 

Brasil  Comercio  e  Representacoes  Ltda.、

Sanrio Asia Merchandise Co.,Ltd.、三貝徳股份

有限公司、Sanrio Wave Hong Kong Co.,Ltd.の事

業年度の末日は従来３月31日としておりましたが

12月31日に変更しております。連結財務諸表の作

成にあたっては事業年度の末日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、連結決算日までの期

間に発生した重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 その他有価証券

   時価のあるもの

  決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)。

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

 その他有価証券

   時価のあるもの

  同左

   時価のないもの

  移動平均法に基づく原価法

  デリバティブ ……時価法

  たな卸資産  ……主として移動平均法に基づく

原価法

   時価のないもの

  同左

  デリバティブ ……同左

  たな卸資産  ……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）

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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）を適用してお

ります。これにより営業利益及び経常利益が15

百万円、税金等調整前当期純利益が95百万円そ

れぞれ減少しております。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。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産……当社のテーマパーク施設、物

流倉庫及び平成10年４月１日

以降取得した建物、㈱ハーモ

ニーランド、㈱サンリオファ

ーイースト、並びに海外子会

社は定額法を採用し、それ以

外については定率法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりです。

建物及び構築物 ３年～60年

機械装置及び運搬具 ２年～18年

その他 ２年～20年

  

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改

正（（所得税法等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号））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

資産については、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。これに

伴い、前連結会計年度と同一の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ121百万円減

少しております。なお、セグメント情報に与

える影響については、当該箇所に記載してお

ります。

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改

正（（所得税法等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令  平成19年

３月30日 政令第83号））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は、それぞれ50百万

円減少しております。なお、セグメント情報

に与える影響については、当該箇所に記載し

ております。

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産（リース資産を除く） 

……当社のテーマパーク施

設、物流倉庫及び平成10年４

月１日以降取得した建物、㈱

ハーモニーランド、㈱サンリ

オファーイースト、並びに海

外子会社は定額法を採用し、

それ以外については定率法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりです。

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～18年

その他 ２年～20年

        ────── 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   
   
  
 

（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、当連結会計年度より、法人

税法の改正（所得税法等の一部を改正する法

律 平成20年４月30日 法律第23号）を契機と

して見直しを行いました。これに伴う当連結

会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

   無形固定資産……自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく

定額法、それ以外の無形固定

資産については、定額法を採

用しております。

    

  

  

  

  

  

 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   社債発行費……… 償還期間にわたり、定額法

により償却しております。

なお、平成18年３月期連結

会計年度末までに発生した

社債発行費は３年間で均等

償却しております。

   無形固定資産（リース資産を除く） 

……自社利用のソフトウェア

については、社内における見

込利用可能期間（５年）に基

づく定額法、それ以外の無形

固定資産については、定額法

を採用しております。

   リース資産………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

については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額をゼロ

として算定する方法によって

おります。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   社債発行費………同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

   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。

 (4) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金………同左 
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

   賞与引当金………従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当社及

び主要な連結子会社は支給見

込額に基づき計上しておりま

すが、一部在外連結子会社で

は賞与支給制度がないため引

当金は設定しておりません。 

 

   賞与引当金………同左

 

返品調整引当金…出版物の返品による損失に備

えるため、法人税法の規定に

基づく繰入限度相当額を計上

しております。

返品調整引当金……同左

 

 退職給付引当金……当社及び主要な連結子会社

においては、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。数理計

算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(８年)による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

より費用処理することとして

おります。

 退職給付引当金……同左

役員退職慰労引当金…当社、㈱ハーモニーラン

ド、及び㈱サンリオファーイ

ーストは、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、役員退

職慰労金規程（内規）に基づ

く当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

（会計方針の変更） 

 従来、役員退職慰労金は支給時に費用処理

しておりましたが、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに

役員退職慰労引当金等に関する監査上の取り

扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実

務委員会報告第42号平成19年４月13日）の公

表を契機とし、期間損益の適正化及び財務内

容の健全化を図るため、当連結会計年度より

役員退職慰労金規程（内規）に基づく連結会

計年度末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更しました。この変更に

伴い、当連結会計年度発生額19百万円は販売

費及び一般管理費に、過年度相当額432百万

円は特別損失に計上しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、営業利益及

び経常利益が19百万円、税金等調整前当期純

利益が451百万円それぞれ減少しておりま

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。

役員退職慰労引当金…同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

 (5) 重要なリース取引の処理方法 ──────

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、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す。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  1) ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を、金利スワップに

ついては特例処理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用しております。

 (6) 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) (ヘッジ対象)

為替予約 

 

  外貨建ての金銭債務及び予定

  取引

金利スワップ   借入金、社債

  2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 

 

  外貨建ての金銭債権債務 

  及び予定取引

金利スワップ   借入金、社債

  3) ヘッジ方針

主として内部規程に基づき、為替変動リスク及

び金利変動リスクをヘッジしております。

  3) ヘッジ方針

同左

  4) ヘッジ有効性評価の方法

主としてヘッジ対象とヘッジ手段について相場

変動またはキャッシュフローの変動の累計を比

較する方法によっております。なお、為替予約

取引のうち、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な

条件が同一であり、高い相関関係が認められる

ものについては有効性の判定を省略しておりま

す。

  4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項  (7) 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方法

消費税等の会計処理方法は税抜方式によって

おります。

   消費税等の会計処理方法

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。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から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。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

同左 
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(7)【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19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

────── 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

（リース取引に関する会計基準等）

   当連結会計年度より、「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））を適用してお

ります。これにより、当連結会計年度の有形固定

資産のリース資産が411百万円、無形固定資産が

76百万円増加しております。また、これに伴う当

連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響はありません。

────── （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）

   当連結会計年度より、「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 

（企業会計基準委員会））を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。これに伴う当連結

会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は軽微であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 １ 保証債務 

(1)従業員の銀行借入に対する債務保証 

             157名 377百万円 

(2)      ──────

 １ 保証債務 

(1)従業員の銀行借入に対する債務保証 

             150名 354百万円 

(2)㈱ロイヤルウイングのリース契約に対する債

務保証             284百万円

※２ 担保資産

Sanrio, Inc.の輸入信用状に対して、その額を限

度として売掛金及びたな卸資産を担保に供してお

ります。

  外貨による金額 100千米ドル

  円換算額 10百万円

※２ 担保資産

Sanrio, Inc.の短期借入金に対して、その額を限

度として売掛金及びたな卸資産を担保に供してお

ります。

  外貨による金額 1,000千米ドル

  円換算額 91百万円

※３ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。

※３ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。

           ────── ※４ たな卸資産の内訳

商品及び製品       4,703百万円 

仕掛品            73百万円 

原材料及び貯蔵品      240百万円     
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

※１ 固定資産処分損の内訳

  建物及び構築物 66百万円

  その他 19百万円

計 85百万円

※１ 固定資産処分損の内訳

  建物及び構築物 38百万円

  その他 11百万円

計 49百万円

 

※２ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失(161百万円)を計上いた

しました。

用途

地域 

及び 

件数

種類

減損 

損失 

（百万円）

ソーシャル・

コミュニケー

ション・ギフ

ト事業資産

埼玉県 

さいたま市 

他8件

建物及び構築物 35

その他の有形固定

資産
7

その他事業資

産

埼玉県 

さいたま市 

1件

建物及び構築物 19

その他の有形固定

資産
4

東京都羽村

市1件

リース資産 82

工具器具備品 2

遊休資産

提出会社及

び国内子会

社1件

電話加入権 8

 ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業資産

（国内）・その他事業資産においては、営業損益が低

迷しているため、将来キャッシュフローが帳簿価額を

下回り、回収可能性が認められなくなったことから減

損認識時点の帳簿価額の全額を減損損失として計上し

ております。資産のグルーピングは、店舗をグルーピ

ングの 小単位としております。また、電話加入権に

おいては、休止回線の帳簿価額全額を減損損失として

計上しております。  

※２

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失(2,409百万円)を計上い

たしました。

用途

地域 

及び 

件数

種類

減損 

損失 

（百万円）

ソーシャル・

コミュニケー

ション・ギフ

ト事業資産

東京都 

江東区 

他12件

建物及び構築物 48

機械装置及び運搬

具
0

その他の有形固定

資産
4

テーマパーク

事業資産

大分県 

速見郡1件

建物及び構築物 1,895

機械装置及び運搬

具
169

土地 81

リース資産（有形

固定資産）
56

その他の有形固定

資産
23

無形固定資産 62

その他の投資その

他の資産
7

その他事業資

産

大阪府大阪

市 

他3件

建物及び構築物 52

その他の有形固定

資産
8

 ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業資産

（国内）・その他事業資産においては、営業損益が低

迷しているため、将来キャッシュフローが帳簿価額を

下回り、回収可能性が認められなくなったことから減

損認識時点の帳簿価額の全額を減損損失として計上し

ております。テーマパーク事業資産においては割引前

キャッシュ・フロー及び土地の時価評価が帳簿価額を

下回り、将来キャッシュ・フローの改善が見込めない

ため正味売却価額と帳簿価額との差額を減損損失とし

て計上しております。 

 資産のグルーピングは、ソーシャル・コミュニケー

ション・ギフト事業資産（国内）・その他事業資産に

ついては店舗をグルーピングの 小単位、テーマパー

ク事業資産については施設をグルーピングの 小単位

としております。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加     131株 
減少数の内訳は、次の通りであります。 
 ストックオプションの行使による減少  5,400株 
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (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連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 88,148,431 ─ ─ 88,148,431

Ｂ種優先株式(株) 1,000,000 ― ― 1,000,000

合計（株） 89,148,431 ─ ─ 89,148,431

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 852,404 131 5,400       847,135

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月29日 
取締役会

普通株式 872 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月22日

平成19年５月29日 
取締役会

Ｂ種優先株式 434 434.20 平成19年３月31日 平成19年６月22日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 873 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年５月29日 
取締役会

Ｂ種優先株式 利益剰余金 482 482.21 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加        431株 
減少数の内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の売渡による減少          50株 
 ストックオプションの行使による減少     300株 
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (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連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 88,148,431 ─ ─ 88,148,431

Ｂ種優先株式(株) 1,000,000 ― ― 1,000,000

合計（株） 89,148,431 ― ― 89,148,431

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 847,135 431 350 847,216

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
取締役会

普通株式 873 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年５月29日 
取締役会

Ｂ種優先株式 482 482.21 平成20年３月31日 平成20年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
取締役会決議予定

普通株式 資本剰余金 873 10.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年５月28日 
取締役会決議予定

Ｂ種優先株式 資本剰余金 489 489.90 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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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19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21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

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 12,968百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △522百万円

現金及び現金同等物 12,445百万円

※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21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 13,891百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △291百万円

現金及び現金同等物 13,599百万円
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近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 

 

 

 
  

（セグメント情報）

1.事業の種類別セグメント情報

ソーシャル・
コミュニケー
ション・ギフ

ト事業 
(百万円)

テーマパーク
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結(百万円)

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

85,040 6,141 2,735 93,917 ― 93,917

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

797 1,216 173 2,186 ( 2,186) ―

計 85,837 7,358 2,908 96,104 ( 2,186) 93,917

営業費用 76,834 8,472 3,342 88,649 (1,346) 87,302

営業利益 
又は営業損失（△）

9,003 △1,114 △433 7,455 (  840) 6,615

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 46,652 14,495 4,075 65,224 23,747 88,971

減価償却費 767 702 113 1,583 60 1,644

資本的支出 671 504 150 1,326 101 1,428

（注）
 

1. 
 

事業区分の方法 
当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分により行っております。

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 製作委員会

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、830百万円であり、その主
なものは、当社のエンターテイメント企画開発部、秘書室の各部に係る費用であります。

4. 
 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、25,030百万円であり、その主なもの
は、当社での現預金、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
6. 
 

減損損失の各セグメント別資産への影響額については、連結損益計算書関係注記の２をご参照くだ
さい。
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7. 
  
  
  
  
  
  
 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価
償却資産の減価償却の方法 （会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度から、平成19
年４月１日以降に取得した資産について、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用は、ソーシ
ャル・コミュニケーション・ギフト事業が68百万円、テーマパーク事業が43百万円、その他事業が
９百万円、全社が０百万円増加し、ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業では営業利益が
同額減少しており、テーマパーク事業、その他事業及び全社では、営業損失が同額増加しておりま
す。

8. 
  
  
  
  
  
  
 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価
償却資産の減価償却の方法 （追加情報）」に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した資
産のうち、償却可能限度額まで償却が達した資産については、当連結会計年度から、償却可能限度
額に達した翌連結会計年度以後５年間にわたり均等償却する方法によっております。この変更に伴
い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用は、ソーシャル・コミュニケーシ
ョン・ギフト事業が36百万円、テーマパーク事業が１百万円、その他事業が９百万円、全社が３百
万円増加し、ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業では営業利益が同額減少しており、テ
ーマパーク事業、その他事業及び全社では、営業損失が同額増加しております。

9. 
  
  
  
  
  
  
 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (4)重要な引当
金の計上基準 役員退職慰労引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、役員退職慰労金の計上
基準について、従来支給時に費用処理しておりましたが、当連結会計年度から役員退職慰労金規程
に基づく連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用は、ソーシャル・コ
ミュニケーション・ギフト事業が17百万円、テーマパーク事業が１百万円増加し、ソーシャル・コ
ミュニケーション・ギフト事業では営業利益が同額減少しており、テーマパーク事業では営業損失
が同額増加しております。

株式会社サンリオ（8136）　平成21年３月期決算短信

－　37　－



当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 

 

 

ソーシャル・
コミュニケー
ション・ギフ

ト事業 
(百万円)

テーマパーク
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結(百万円)

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

62,233 5,068 2,466 69,767 ─ 69,767

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

655 1,174 126 1,957 (1,957) ─

計 62,888 6,243 2,593 71,725 (1,957) 69,767

営業費用 53,735 7,631 2,980 64,348 (1,155) 63,192

営業利益 
又は営業損失（△）

9,152 △1,388 △387 7,376 (801) 6,575

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 39,362 11,048 4,267 54,677 24,409 79,087

減価償却費 778 694 166 1,639 65 1,705

資本的支出 855 271 160 1,288 132 1,420

（注）
 

1. 
 

事業区分の方法 
当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分により行っております。

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

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、802百万円であり、その主
なものは、当社のエンターテイメント企画開発部、秘書室の各部に係る費用であります。

4. 
 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、25,043百万円であり、その主なもの
は、当社での現預金、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
6. 
 

減損損失の各セグメント別資産への影響額については、連結損益計算書関係注記の２をご参照くだ
さい。

7. 
  
  
  
  
 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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 （会計方針の変更）」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、当連結会計年度から、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、当連結会計年度のソーシャ
ル・コミュニケーション・ギフト事業の営業利益は15百万円減少しております。
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近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 

 
  

2.所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

75,158 5,828 7,223 5,707 93,917 ─ 93,917

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,847 185 29 1,952 7,014 (7,014) ─

計 80,006 6,014 7,252 7,659 100,932 (7,014) 93,917

営業費用 76,422 5,202 5,239 6,639 93,503 (6,201) 87,302

営業利益 3,583 811 2,012 1,020 7,428 (  812) 6,615

Ⅱ 資産 50,879 6,655 4,066 5,996 67,598 21,373 88,971

（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。 
北米……米国 
欧州……イタリア、フランス、スペイン、ドイツ他 
その他の地域……香港、台湾、韓国、ブラジル、中国

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、830百万円であり、その
主なものは、当社のエンターテイメント企画開発部、秘書室の各部に係る費用であります。

4. 
 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、25,030百万円であり、その主なもの
は、当社での現預金、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

5. 当連結会計年度、日本において161百万円、減損損失に計上いたしました。
6. 
  
  
 

従来、「その他の地域」に含めておりました「欧州」について当連結会計年度において当該セグメ
ントの営業利益が全セグメントの10％以上となったため、区分掲記しております。 
なお、前連結会計年度における当該セグメントの売上高、営業利益及び資産はそれぞれ2,718百万
円、408百万円、2,027百万円であります。

7. 
  
  
  
 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価
償却資産の減価償却の方法 （会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度から、平成19
年４月１日以降に取得した資産について、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の日本における営業費
用は121百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

8. 
  
  
  
  
 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価
償却資産の減価償却の方法 （追加情報）」に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した資
産のうち、償却可能限度額まで償却が達した資産については、当連結会計年度から、償却可能限度
額に達した翌連結会計年度以後５年間にわたり均等償却する方法によっております。この変更に伴
い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の日本における営業費用は50百万円増加し、
営業利益が同額減少しております。

9. 
  
  
  
  
 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (4)重要な引当
金の計上基準 役員退職慰労引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、役員退職慰労金の計上
基準について、従来支給時に費用処理しておりましたが、当連結会計年度より役員退職慰労金規程
に基づく連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の日本における営業費用は19百
万円増加し、営業利益が同額減少しております。
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 

 
  

日本 
(百万円)

欧州
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

52,962 9,516 7,289 69,767 ─ 69,767

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,867 28 1,503 6,398 (6,398) ─

計 57,829 9,544 8,792 76,166 (6,398) 69,767

営業費用 54,420 6,729 7,631 68,781 (5,589) 63,192

営業利益 3,408 2,815 1,161 7,384 (809) 6,575

Ⅱ 資産 40,654 5,298 10,067 56,020 23,067 79,087

（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。 
欧州……イタリア、フランス、スペイン、ドイツ他 
その他の地域……米国、香港、台湾、韓国、ブラジル、中国

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、802百万円であり、その
主なものは、当社のエンターテイメント企画開発部、秘書室の各部に係る費用であります。

4. 
 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、25,043百万円であり、その主なもの
は、当社での現預金、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

5. 当連結会計年度、日本において2,409百万円、減損損失に計上いたしました。
6. 
  
  
 

従来、区分掲記しておりました「北米」について当連結会計年度において当該セグメントの売上高
の重要性がなくなったため、「その他の地域」として一括して記載しております。なお、当連結会
計年度における当該セグメントの売上高、営業利益及び資産はそれぞれ4,052百万円、582百万円、
5,241百万円であります。

7. 
  
  
  
  
 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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 （会計方針の変更）」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、当連結会計年度から、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、当連結会計年度の日本におけ
る営業利益は15百万円減少しております。
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近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 

 
  

3.海外売上高

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,836 16,321 22,157

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 93,917

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 6.2 17.4 23.6

（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。
北米……米国 
その他の地域……香港、台湾、韓国、タイ、欧州、ブラジル、中国

3. 
  
 

海外売上高は、親会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。

欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,660 9,363 19,024

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 69,767

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 13.8 13.4 27.3

（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。
欧州……イタリア、フランス、スペイン、ドイツ他 
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、親会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。

4. 
  
  
 

従来、「その他の地域」に含めておりました「欧州」について、当連結会計年度において当該セグ
メントの海外売上高が連結売上高の10%以上となったため、区分掲記しております。なお、前連結会
計年度における当該セグメントの海外売上高、連結売上高に占める海外売上高の割合はそれぞれ
7,647百万円、8.1%であります。

5. 
  
  
 

従来、区分掲記しておりました「北米」について当連結会計年度において当該セグメントの海外売
上高の重要性がなくなったため、「その他の地域」として一括して記載しております。なお、当連
結会計年度における当該セグメントの海外売上高、連結売上高に占める海外売上高の割合はそれぞ
れ4,074百万円、5.8%であります。
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(注)1. 当連結会計年度においては、新株予約権を発行しておりますが、１株当たり当期純損失が計上されているた

め、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について記載しておりません。 

  2. １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

3. １株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額(円) 257.74 １株当たり純資産額(円) 187.08

１株当たり当期純利益(円) 7.24 １株当たり当期純損失(円) △22.74

潜在株式調整後１株当たり当期純利益(円) 7.24 潜在株式調整後１株当たり当期純利益(円) ─

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 32,996 26,844

普通株式に係る純資産額（百万円） 22,501 16,331

差額の主な内訳（百万円）

優先株式に係る資本金及び資本剰余金の合計額

優先株式配当金

少数株主持分

10,000

482

13

 

10,000 

489 

22

普通株式の発行済株式数(千株) 88,148 88,148

普通株式の自己株式数（千株） 847 847

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 

(千株)
87,301 87,301

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益または当期純損失（△）（百万円） 1,114 △1,495

 普通株主に帰属しない金額(百万円) 
  優先株式配当金 482 489

 普通株式に係る当期純利益または当期純損失（△）
 (百万円)

632 △1,985

 普通株式の期中平均株式数(千株) 87,300 87,301
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、

ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考

えられるため開示を省略します。 

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

資本準備金のその他資本剰余金への振替について

平成20年５月15日開催の取締役会において、以下の

とおりＢ種優先株式の償還のための資本準備金のその

他資本剰余金への振替について当社定時株主総会に付

議することを決議しました。

1. 理由

これまで期間利益を償還原資とする計画でありまし

た普通株式転換請求権付Ｂ種優先株式の償還原資の一

部として充当するために、また、今後の資本政策の柔

軟性、機動性の確保を目的として資本準備金を減少

し、その全額をその他資本剰余金に振り替えるため決

議しました。

2. 資本準備金の減少額

資本準備金の減少額     5,000百万円 

 なお、減少後の資本準備金は、5,003百万円

3. 資本準備金の減少の日程（予定）

（1） 株主総会決議日  平成20年6月26日 

（2） 効力発生日    平成20年7月31日

共同会社分割（新設分割）について 

 平成21年５月14日開催の当社取締役会において、当

社及び当社連結子会社である株式会社サンリオピュー

ロランド並びに株式会社ハーモニーランドは、平成21

年７月１日をもって当社テーマパーク事業、及び両連

結子会社の事業を株式会社サンリオエンターテイメン

ト（所在地：東京都多摩市、資本金１億円、平成21年

７月１日設立、当社連結子会社）に継承することを決

議しました。

1. 会社分割の目的

 今回の会社分割は、子会社も含めた当社グループの

テーマパーク事業の再編の一環として、グループ各社

で保有する本件事業資産・負債を集約し、一体運営を

行うことで事業効率の改善並びに、資産の帰属を一元

化することで事業採算の明確化や意思決定の迅速化を

通して、当社グループのテーマパーク事業における収

益力及び競争力の向上を図ることを目的に実施いたし

ます。

2. 会社分割の日程

 分割期日      平成21年７月１日（予定） 

 分割登記        平成21年７月１日（予定）

3. 今後の見通し

 当社連結及び単独業績見通しに与える影響は軽微で

あります。

（注）1．本分割は、会社法第805条の規定に基づき、

当社においては株主総会の承認を得ることなく行

います。

2．株券は不発行といたします。

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 6,467 7,102 

受取手形 285 219 

売掛金 10,295 6,754 

商品 3,473 － 

映画・ビデオ製作品 427 － 

商品及び製品 － 4,053 

仕掛品 115 31 

貯蔵品 148 － 

原材料及び貯蔵品 － 121 

前渡金 153 248 

前払費用 259 242 

繰延税金資産 2,069 430 

未収収益 16 11 

未収入金 1,706 689 

その他 50 124 

貸倒引当金 △9 △6 

流動資産合計 25,458 20,020 

固定資産 

有形固定資産 

建物 48,907 48,806 

減価償却累計額 △44,180 △44,191 

建物（純額） 4,727 4,615 

構築物 959 951 

減価償却累計額 △835 △832 

構築物（純額） 124 118 

機械及び装置 12,723 12,729 

減価償却累計額 △12,159 △12,247 

機械及び装置（純額） 563 482 

車両運搬具 151 151 

減価償却累計額 △140 △143 

車両運搬具（純額） 10 7 

工具、器具及び備品 2,270 2,248 

減価償却累計額 △2,031 △2,038 

工具、器具及び備品（純額） 239 210 

土地 4,664 4,664 

リース資産 － 248 

減価償却累計額 － △72 

リース資産（純額） － 176 

建設仮勘定 167 5 

有形固定資産合計 10,497 10,280 

無形固定資産 

商標権 0 0 

ソフトウエア 175 201 

ソフトウエア仮勘定 67 27 

電話加入権 31 31 

リース資産 － 41 

その他 0 7 

無形固定資産合計 274 309 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,470 4,796 

関係会社株式 6,171 6,268 

出資金 0 0 

長期貸付金 622 665 

従業員に対する長期貸付金 3,394 3,233 

関係会社長期貸付金 7,626 7,455 

破産更生債権等 226 1,386 

長期前払費用 223 236 

繰延税金資産 8,891 7,617 

差入保証金 3,998 3,780 

長期預金 2,200 2,700 

保険積立金 1,352 1,468 

その他 317 458 

貸倒引当金 △787 △1,432 

投資その他の資産合計 40,707 38,633 

固定資産合計 51,479 49,223 

繰延資産 

社債発行費 39 51 

繰延資産合計 39 51 

資産合計 76,977 69,296 

負債の部 

流動負債 

支払手形 999 917 

買掛金 6,451 4,350 

1年内償還予定の社債 2,277 1,162 

短期借入金 21,383 17,838 

リース債務 － 89 

未払金 1,513 1,382 

未払費用 535 541 

未払法人税等 145 118 

前受金 692 486 

預り金 90 56 

前受収益 4 2 

賞与引当金 309 307 

返品調整引当金 80 105 

設備関係支払手形 119 87 

その他 38 23 

流動負債合計 34,641 27,469 

固定負債 

社債 5,560 5,607 

長期借入金 3,538 7,067 

リース債務 － 129 

退職給付引当金 5,767 5,813 

役員退職慰労引当金 425 440 

長期預り金 597 551 

その他 127 111 

固定負債合計 16,016 19,721 

負債合計 50,657 47,190 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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 

資本準備金 10,003 5,003 

その他資本剰余金 92 5,092 

資本剰余金合計 10,095 10,095 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 3,053 △186 

利益剰余金合計 3,053 △186 

自己株式 △954 △954 

株主資本合計 27,194 23,954 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △798 △1,794 

繰延ヘッジ損益 △75 △54 

評価・換算差額等合計 △874 △1,849 

純資産合計 26,319 22,105 

負債純資産合計 76,977 69,296 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 73,005 51,888 

売上原価 

商品期首たな卸高 4,421 3,902 

当期商品仕入高 46,771 26,442 

合計 51,193 30,344 

他勘定振替高 435 542 

商品期末たな卸高 3,902 4,053 

売上原価合計 46,855 25,749 

売上総利益 26,149 26,138 

返品調整引当金繰入額 － 25 

返品調整引当金戻入額 37 － 

差引売上総利益 26,186 26,113 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 1,143 1,065 

保管費 588 556 

販売促進費 2,255 2,281 

給料及び手当 3,956 4,058 

雑給 2,816 2,806 

賞与 644 675 

賞与引当金繰入額 309 307 

役員退職慰労引当金繰入額 16 15 

法定福利及び厚生費 1,095 1,149 

賃借料 2,721 2,588 

租税公課 236 202 

減価償却費 518 620 

その他 5,918 5,680 

販売費及び一般管理費合計 22,221 22,008 

営業利益 3,965 4,105 

営業外収益 

受取利息 178 154 

受取配当金 3,403 172 

雑収入 80 130 

営業外収益合計 3,663 457 

営業外費用 

支払利息 587 532 

為替差損 402 67 

子会社支援費用 － 363 

租税公課 422 400 

雑損失 532 373 

営業外費用合計 1,944 1,737 

経常利益 5,683 2,825 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

投資有価証券売却益 391 10 

その他 18 － 

特別利益合計 410 10 

特別損失 

固定資産処分損 77 42 

投資有価証券評価損 709 793 

役員退職慰労引当金繰入額 408 － 

関係会社株式評価損 1,610 － 

減損損失 74 114 

関係会社貸倒引当金繰入額 － 696 

たな卸資産評価損 － 79 

その他 93 25 

特別損失合計 2,974 1,751 

税引前当期純利益 3,120 1,084 

法人税、住民税及び事業税 79 70 

法人税等調整額 1,635 2,898 

法人税等合計 1,715 2,969 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,405 △1,885 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 14,999 14,999 

当期末残高 14,999 14,999 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 10,003 10,003 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 － △5,000 

当期変動額合計 － △5,000 

当期末残高 10,003 5,003 

その他資本剰余金 

前期末残高 92 92 

当期変動額 

自己株式の処分 0 0 

準備金から剰余金への振替 － 5,000 

当期変動額合計 0 5,000 

当期末残高 92 5,092 

資本剰余金合計 

前期末残高 10,095 10,095 

当期変動額 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 0 0 

当期末残高 10,095 10,095 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,955 3,053 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,307 △1,355 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,405 △1,885 

当期変動額合計 98 △3,240 

当期末残高 3,053 △186 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,955 3,053 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,307 △1,355 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,405 △1,885 

当期変動額合計 98 △3,240 

当期末残高 3,053 △186 

自己株式 

前期末残高 △960 △954 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 6 0 

当期変動額合計 5 △0 

当期末残高 △954 △954 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 27,090 27,194 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,307 △1,355 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,405 △1,885 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 6 0 

当期変動額合計 104 △3,240 

当期末残高 27,194 23,954 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 461 △798 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,260 △995 

当期変動額合計 △1,260 △995 

当期末残高 △798 △1,794 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △57 △75 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△18 21 

当期変動額合計 △18 21 

当期末残高 △75 △54 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 403 △874 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,278 △974 

当期変動額合計 △1,278 △974 

当期末残高 △874 △1,849 

純資産合計 

前期末残高 27,494 26,319 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,307 △1,355 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,405 △1,885 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 6 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,278 △974 

当期変動額合計 △1,174 △4,214 

当期末残高 26,319 22,105 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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①新任取締役候補 

取締役 山口 政洋 （現 Sanrio GmbH支配人（当社部長）） 

  

②退任予定取締役 

取締役 山田 安久 （現 版権統括部長 兼 グリーティングカード事業部担当） 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

株式会社サンリオ（8136）　平成21年３月期決算短信

－　52　－




