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1.  平成22年1月期第1四半期の業績（平成21年2月1日～平成21年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年1月期第1四半期 33,357 ― △1,683 ― △1,773 ― △1,195 ―
21年1月期第1四半期 36,957 △9.4 △1,795 ― △1,752 ― △2,196 ―

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

22年1月期第1四半期 △34.85 ―
21年1月期第1四半期 △64.03 ―

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

22年1月期第1四半期 92,501 25,872 28.0 754.14
21年1月期 84,697 27,067 32.0 789.00

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  25,868百万円 21年1月期  27,064百万円

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

21年1月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年1月期 ―
22年1月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成22年1月期の業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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）

（注）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

第2四半期 
累計期間

70,000 ― △3,100 ― △3,200 ― △2,300 ― △67.05

通期 176,000 △2.3 2,300 103.5 2,200 104.2 700 ― 20.41
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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）詳細については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年1月期第1四半期 34,445,982株 21年1月期  34,445,982株
② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  144,028株 21年1月期  144,028株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年1月期第1四半期 34,301,954株 21年1月期第1四半期 34,301,954株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載しております業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は、今後の様々な要因により異
なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
なお、当第１四半期会計期間（平成21年２月１日から平成21年４月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正
する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しており
ます。 

- 2 -



当第１四半期（平成21年２月１日から平成21年４月30日まで）におけるわが国経済は世界経済の深刻な景気悪化の

影響を受け、企業収益や雇用情勢が悪化し、個人消費も低迷する等、極めて厳しい状況で推移いたしました。  

このような状況の中、当第１四半期における当社の店舗展開につきましては、既存のトイザらス店舗の市川店（千

葉県）、川崎高津店（神奈川県）、藤沢店（神奈川県）の３店舗が、トイザらスとベビーザらスのサイド バイ サイ

ド ストア（併設型店舗）としてリニューアルオープンいたしました。この結果、平成21年４月30日現在の店舗数

は、167店舗（トイザらス127店舗、ベビーザらス20店舗、サイド バイ サイド ストア20店舗）となりました。 

商品別売上高につきましては、「スポーツ用品・自転車」は対前年同期比6.1％増の32億95百万円となりました

が、「玩具」は対前年同期比6.6％減の53億32百万円、「ベビー用品」は対前年同期比4.1％減の133億57百万円、ゲ

ーム機及びそのソフトを含む「エンタテインメント」は対前年同期比29.3％減の62億42百万円となりました。 

この結果、当社の当第１四半期における売上高は前年同期に比べ9.7％減少し、333億57百万円となりました。損益

面につきましては、相対的に利益率の高い商品群の売上構成比が上昇したことによる商品ミックス等により、売上総

利益率は前年同期に比べ0.6ポイント上昇し、30.5％となりました。また、販売費及び一般管理費につきましては、

引き続き、広告宣伝費に集中的に投資を行い来店客数の増加に努める一方で、徹底した業務効率の向上及び見直しに

より、経費等の削減に努めた結果、対前年同期比7.9％減の118億42百万円となりました。この結果、営業損失は16億

83百万円（前年同期比１億11百万円の損失減）、経常損失は17億73百万円（前年同期比21百万円の損失増）となり、

四半期純損失につきましては、11億95百万円（前年同期比10億円の損失減）となりました。 

なお、当社は事業の性質上、上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい季節的変動があり、特に第４四半期

に売上と利益が集中する傾向にあります。このような傾向は当期についても変わりはありません。 

※文章内の対前年同期比につきましては、参考として記載しております。  

  

 当第１四半期末の総資産は925億１百万円（前事業年度末は846億97百万円）となり、前事業年度末に比べ 

78億４百万円の増加となりました。これは主に商品が65億89百万円増加したことによるものであります。 

負債合計は666億28百万円（前事業年度末は576億30百万円）となり、前事業年度末に比べ89億98百万円の増加とな

りました。これは主に買掛金が116億30百万円減少した一方、短期借入金が209億円増加したことによるものでありま

す。 

純資産は258億72百万円（前事業年度末は270億67百万円）となり、前事業年度末に比べ11億94百万円の減少となり

ました。これは主に四半期純損失の計上により利益剰余金が11億95百万円減少したことによります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の四半期末残高は、前事業年度末

に比べ９億11百万円増加し、18億９百万円となりました。 

なお、前事業年度は期末日が金融機関の休日であったため、期末日決済予定の債権債務についてその決済が当事業

年度にずれ込んでおります。このため、当事業年度における営業活動の結果使用した資金及び財務活動の結果得られ

た資金がともに大幅に増加しております。当事業年度の決済となった債権債務の主な内訳は売掛金及び買掛金で、そ

の決済金額はそれぞれ６億99百万円（収入）及び140億８百万円（支出）となっております。また、買掛金の決済と

同時に126億円の借入れを実行しております。 

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。  

（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、192億64百万円（前年同四半期に比べ103億30百万円の支出増）となりました。こ

れは主として、減価償却費８億31百万円、差入保証金と相殺した賃借料３億73百万円があった一方、たな卸資産の増

加額66億６百万円、仕入債務の減少額116億30百万円、税引前四半期純損失18億91百万円があったこと等によるもの

であります。  

（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、１億97百万円（前年同四半期に比べ69百万円の支出増）となりました。これは主

として、敷金及び保証金の回収による収入１億55百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出３億41百万円

があったこと等によるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、203億72百万円（前年同四半期に比べ105億72百万円の収入増）となりました。こ

れは主として、長期借入金の返済による支出４億40百万円があった一方、短期借入金の純増加額209億円があったこ

と等によるものであります。  

※文章内の対前年同期比につきましては、参考として記載しております。 

業績予想につきましては、平成21年３月12日付「平成21年１月期決算短信（非連結）」にて公表いたしました業績

予想に変更はありません。 

簡便な会計処理  

①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前事業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出する方法によっております。 

  

②繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化が無いと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。  

①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

なお、当第１四半期会計期間（平成21年２月１日から平成21年４月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第

１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期会計期間より「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日公表

分）が適用されたことに伴い、移動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。 

これによる影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用  

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日以後開始する事業年度に係る四半期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、当第１

四半期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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,809,175 898,015

売掛金 2,719,135 2,743,763

商品 24,831,140 18,241,755

貯蔵品 178,606 161,055

その他 6,671,123 6,413,689

流動資産合計 36,209,182 28,458,279

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 17,167,287 17,390,258

工具、器具及び備品（純額） 7,246,555 7,436,224

その他（純額） 3,218,557 2,348,587

有形固定資産合計 27,632,400 27,175,071

無形固定資産 496,645 431,940

投資その他の資産   

敷金及び保証金 24,753,029 25,152,899

長期前払費用 2,981,427 3,050,302

その他 1,142,160 1,142,160

貸倒引当金 △713,327 △713,327

投資その他の資産合計 28,163,290 28,632,035

固定資産合計 56,292,336 56,239,046

資産合計 92,501,518 84,697,326

負債の部   

流動負債   

買掛金 23,571,171 35,201,969

短期借入金 22,500,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 880,000 880,000

未払金 1,947,795 2,103,133

未払法人税等 105,646 339,743

賞与引当金 115,880 143,337

役員賞与引当金 11,341 12,545

店舗閉鎖損失引当金 50,000 50,000

ポイント引当金 101,000 98,000

その他 1,829,062 1,943,340

流動負債合計 51,111,897 42,372,069

固定負債   

長期借入金 14,060,000 14,500,000

退職給付引当金 331,654 321,299

役員退職慰労引当金 9,625 25,749

その他 1,115,702 411,200

固定負債合計 15,516,982 15,258,249

負債合計 66,628,880 57,630,318
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,034,099 6,034,099

資本剰余金 9,503,578 9,503,578

利益剰余金 10,591,249 11,786,824

自己株式 △260,310 △260,310

株主資本合計 25,868,617 27,064,193

新株予約権 4,020 2,814

純資産合計 25,872,638 27,067,007

負債純資産合計 92,501,518 84,697,326
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 33,357,849

売上原価 23,199,372

売上総利益 10,158,476

販売費及び一般管理費 11,842,328

営業損失（△） △1,683,852

営業外収益  

受取利息 107,234

業務受託料 28,888

受取賃貸料 29,895

その他 32,827

営業外収益合計 198,845

営業外費用  

支払利息 114,896

アレンジメントフィー 102,500

賃貸費用 27,894

その他 43,144

営業外費用合計 288,435

経常損失（△） △1,773,442

特別損失  

固定資産除売却損 117,778

特別損失合計 117,778

税引前四半期純損失（△） △1,891,220

法人税、住民税及び事業税 67,877

法人税等調整額 △763,523

法人税等合計 △695,645

四半期純損失（△） △1,195,575
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △1,891,220

減価償却費 831,685

長期前払費用償却額 3,603

差入保証金と相殺した賃借料 373,042

株式報酬費用 1,206

有形固定資産除売却損益（△は益） 102,866

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,457

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,204

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,355

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,124

受取利息及び受取配当金 △3,873

支払利息 114,896

売上債権の増減額（△は増加） 24,628

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,606,936

仕入債務の増減額（△は減少） △11,630,797

未払金の増減額（△は減少） △154,744

その他 △50,954

小計 △18,918,053

利息及び配当金の受取額 3,873

利息の支払額 △93,419

法人税等の支払額 △257,031

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,264,630

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 △341,431

有形固定資産の売却による収入 5,030

無形固定資産の取得による支出 △8,207

敷金及び保証金の差入による支出 △8,367

敷金及び保証金の回収による収入 155,905

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,069

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △86,547

短期借入金の純増減額（△は減少） 20,900,000

長期借入金の返済による支出 △440,000

配当金の支払額 △593

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,372,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 911,159

現金及び現金同等物の期首残高 898,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,809,175
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該当事項はありません。 

  

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

 なお、当第１四半期会計期間（平成21年２月１日から平成21年４月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５

号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。 

  

（５）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年１月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  36,957,577

Ⅱ 売上原価  25,901,107

売上総利益  11,056,469

Ⅲ 販売費及び一般管理費  12,852,130

営業損失（△）  △1,795,661

Ⅳ 営業外収益  214,367

Ⅴ 営業外費用  170,755

経常損失（△）  △1,752,048

Ⅵ 特別損失  1,592,736

税引前四半期純損失（△）  △3,344,785

法人税、住民税及び事業税  67,152

法人税等調整額  △1,215,526

四半期純損失（△）  △2,196,411
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前第１四半期累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

（２）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年１月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純損失（△）   △3,344,785

減価償却費  864,370

長期前払費用償却額   3,701

差入保証金と相殺した賃借料   368,417

株式報酬費用  7,681

有形固定資産除却損  73,472

店舗閉鎖損失  32,177

店舗閉鎖損失引当金の減少額  △35,000

契約解除損失引当金の増加額   1,500,000

ポイント費用引当金の増加額  7,000

貸倒引当金の減少額   △1,770

賞与引当金の減少額   △68,569

退職給付引当金の減少額   △1,379

役員退職慰労引当金の減少額   △47,559

受取利息及び受取配当金   △4,324

支払利息   124,108

売上債権の増加額   △937,271

たな卸資産の増加額   △5,248,204

仕入債務の減少額   △1,929,896

未払金の増加額   19,250

その他  42,497

小計  △8,576,084

利息及び配当金の受取額   4,324

利息の支払額   △123,254

法人税等の支払額   △238,663

営業活動によるキャッシュ・フロー  △8,933,678

Ⅱ 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   △70,000

有形固定資産の取得による支出   △213,455

無形固定資産の取得による支出   △12,799

敷金及び保証金の差入による支出   △5,764

敷金及び保証金の回収による収入   174,039

投資活動によるキャッシュ・フロー  △127,979

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額   10,500,000

長期借入金の返済による支出   △440,000

配当金の支払額   △259,506

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,800,493

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  738,836

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  936,849

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,675,685
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６．（参考）商品別売上高及び仕入の状況

(1）商品別売上高  

 （注）１．数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。 

    ２. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

    ３．上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。 

 ベビー用品……………紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料 

 エンタテインメント…テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル 

 その他…………………教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上等 

（2）商品別仕入高  

 （注）１．数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。 

    ２. 金額は仕入価格によって表示しております。 

    ３. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

    ４．上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。 

 ベビー用品……………紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料 

 エンタテインメント…テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル 

 その他…………………教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上原価等 

品目 

前第１四半期累計期間 

（自 平成20年２月１日 

至 平成20年４月30日） 

当第１四半期累計期間 

（自 平成21年２月１日 

至 平成21年４月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

商品売上高       

玩具  5,707,551  15.4  5,332,749  16.0

ベビー用品  13,932,727  37.7  13,357,713  40.0

スポーツ用品・自転車  3,107,137  8.4  3,295,524  9.9

エンタテインメント  8,829,106  23.9  6,242,318  18.7

その他  4,981,219  13.5  4,757,207  14.3

小計  36,557,742  98.9  32,985,514  98.9

賃貸料収入  399,835  1.1  372,335  1.1

計  36,957,577  100.0  33,357,849  100.0

品目 

前第１四半期累計期間 

（自 平成20年２月１日 

至 平成20年４月30日） 

当第１四半期累計期間 

（自 平成21年２月１日 

至 平成21年４月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

商品仕入高       

玩具  5,040,364  16.2  5,003,553  16.9

ベビー用品  11,936,980  38.4  12,028,016  40.5

スポーツ用品・自転車  2,528,382  8.1  2,723,730  9.2

エンタテインメント  7,756,490  24.9  5,999,335  20.2

その他  3,856,819  12.4  3,906,347  13.2

計  31,119,035  100.0  29,660,983  100.0
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