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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 33,271 △3.5 2,799 △13.2 2,174 △29.2 601 △48.7
21年3月期第2四半期 34,471 ― 3,224 ― 3,070 ― 1,171 ―

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3月期第2四半期 4.19 ―
21年3月期第2四半期 10.61 ―

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3月期第2四半期 83,688 27,286 32.6 194.98
21年3月期 79,087 26,844 33.9 187.08

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  27,257百万円 21年3月期  26,821百万円

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（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」をご覧下さい。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

3.  平成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 68,572 △1.7 6,097 △7.3 4,947 △16.9 2,694 ― 25.49
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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) 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） 

(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 
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条件等については、６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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 88,148,431株 21年3月期  88,148,431株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  847,344株 21年3月期  847,216株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 87,301,140株 21年3月期第2四半期 87,301,381株
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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。 

 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 合計 

Ｂ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21年３月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 489 90 489 90 

22年３月期 ─ ─ 0 00       

22年３月期(予想)     ─ ─ 469 00 469 00 
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【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 
当第２四半期累計期間における全般的な世界経済は、各国の景気対策による需要下支えに加え、
中国などの新興国の高成長が主導し、世界経済は再び拡大しつつある状況になってまいりました。
一方、国内景気は３月を底に戻りつつありますが、諸物価の値下がりが示すようにデフレ傾向に陥
りつつあり、企業の投資や個人の消費を慎重にさせ、一層の物価の値下がりを招く悪循環が懸念さ
れる状況でありました。 
このような状況の中、当第２四半期累計期間の売上高は332億円（前年同期比3.5％減）となりま
した。うち国内の売上高は231億円（同4.6％減）、海外売上高は、前年同期と比較して円高の影響
がありましたが、欧州地域の大幅な伸びにより101億円（同0.8％減）となり海外売上高比率は
30.5％となりました。営業利益はソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業における国内ライ
センスと、テーマパーク事業の低迷を海外事業が補い、27億円（同13.2％減）となりました。 
経常利益は、企業収益の低迷、預金金利の低下により受取利息、受取配当金が減少し、加えて大
幅な円高による為替差損が生じ営業外損益が悪化したため、21億円（同29.2％減）となりました。
税金等調整前四半期純利益は17億円（同28.4％減）となり、四半期純利益は６億円（同48.7％減）
となりました。 
なお、すべての海外の連結子会社は12月決算であり、当第２四半期累計期間の対象期間は、2009
年１月～６月であります。 
 

〔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２ 
四半期 
累計期間 

当第２ 
四半期 
累計期間 

増減額 増減率 
前第２ 
四半期 
累計期間 

当第２ 
四半期 
累計期間 

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 302 293 △9 △3.0% 43 37 △5 △13.7% 

テーマパーク事業 29 27 △1 △5.2% △5 △3 1 － 

その他事業 12 11 △1 △10.8% △1 △1 △0 － 

消去又は全社 － － － － △4 △3 0 － 

連結 344 332 △12 △3.5% 32 27 △4 △13.2% 
 
①ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業：売上高293億円（前年同期比3.0％減）、 
                       営業利益37億円（同13.7％減） 
 第１四半期は海外ライセンスが好調でしたが、百貨店やチェーンストア及びコンビニエンススト
ア向けの売上が減少し、国内ライセンスも、玩具やお土産用雑貨などが低迷しました。第２四半期
では、ハローキティ35周年記念商品の投入により、直営店や百貨店では、厳しい小売環境下でも前
年同期間を上回る売上を達成し、海外ライセンスも順調に推移しました。しかしながら、引き続き、
チェーンストア向けの売上や国内ライセンスが振るわないことや、総じて好調な海外事業にも円高
の影響があり第２四半期累計期間で減収となりました。当社国内の既存店の売上高（直営店及び百
貨店の当社直営ショップベース）は前年同期比102.1%と健闘し、また好調な欧州地域も大幅な円高
にもかかわらず引き続き増収を維持できました。減益の要因は、主に国内ライセンスの低迷により
ます。 
 商品・キャラクター面では、国内外において、『ハローキティ』を中心にライセンス取引を展開
しました。特に国内では、アパレル・バッグなどのコラボレーションに注力し、お土産用雑貨など
の低迷を補いました。一方、国内物販においては、『ハローキティ』の35周年記念商品が各イベン
トとともに浸透するにつれて、後半、大きく売上増に寄与しました。 
 
②テーマパーク事業：売上高27億円（前年同期比5.2％減）、営業損失３億円（同１億円改善） 
 この減収の主な要因は、第１四半期、第２四半期ともにサンリオピューロランド（東京都多摩
市）の不振によるものであります。特に年間を通しての最大の集客期である夏休みが振るわず４月
より宝塚歌劇団スタッフの手による新作ミュージカル「ハローキティとオズの魔法の国」やロール
プレイング型体験ゲーム「ブラック・ワンダー」を投入したにもかかわらず、入場者数は374千人
（前年同期比35千人減）と期待した集客には結びつきませんでした。 
 大分県のハーモニーランドでは、第２四半期累計期間を通して高速道路料金の値下げやサンリオ
店舗の前売券割引キャンペーンやイベント等により堅調に推移、円高や新型インフルエンザの影響
により台湾、韓国からの団体が大幅に減少しましが、入場者数は187千人（前年同期比27千人増）と
なりました。 
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③その他事業：売上高11億円（前年同期比10.8％減）、営業損失１億円（同微減） 
 事業内容は、主にレストラン事業、不動産賃貸、ロボット製作です。営業損失及び減収減益の主
な要因は、ケンタッキーフライドチキンのフランチャイジー事業において前年キャンペーンの特注
があったこととロボット製作事業の不振によるものであります。 
 

〔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２ 
四半期 
累計期間 

当第２ 
四半期 
累計期間 

増減額 増減率 
前第２ 
四半期 
累計期間 

当第２ 
四半期 
累計期間 

増減額 増減率 

日本 255 239 △15 △6.1% 17 11 △5 △32.5% 

欧州 45 48 3 6.8% 13 14 0 1.1% 

北米 23 22 △1 △6.7% 2 3 0 36.9% 

その他の地域 20 22 2 10.0% 3 3 △0 △15.4% 

消去又は全社 － － － － △4 △3 0 － 

連結 344 332 △12 △3.5% 32 27 △4 △13.2% 
 
前期より米国（ブラジルを含む）、台湾、香港の連結子会社の決算期を３月より12月に変更した
ために、以下の北米とブラジル、台湾、香港を含む地域の前年同期比数値は2008年４月～９月と
2009年１月～６月との比較になります。欧州、その他地域については、2008年１月～６月と2009年
１月～６月との比較となります。 
 
①日本：売上高239億円（前年同期比6.1％減）、営業利益11億円（同32.5％減） 
 減収の主な要因は、前述のとおりコンビニエンスストアへの特注やライセンス商品を含む国内の
消費環境の不振によります。減益の主な要因は、国内ライセンスの減収によります。 
 
②欧州：売上高48億円（前年同期比6.8％増）、営業利益14億円（同1.1％増） 
 欧州地域は、第２四半期においても引き続き物販、ライセンスとも全般的には好調に推移し、ユ
ーロに対する大幅な円高の影響を受けましたが増収増益となりました。物販事業は、不振な消費環
境と開拓中の東欧地域の通貨下落によるコストアップに苦戦しつつも前期並みを確保。ライセンス
事業においても、引き続き新規ライセンシーの要望が増えており、北欧や東欧などのマーケットへ
の広がりも順調に進み堅調に推移いたしました。 
 
③北米：売上高22億円（前年同期比6.7％減）、営業利益３億円（同36.9％増） 
 高失業率の北米の消費環境は第１四半期に引き続き第２四半期も低調に推移いたしました。その
ような環境下において、昨年来からすすめたグローバルなライセンシーへの見直しの効果が表われ、
ライセンスが対象の累計期間において堅調に推移したことが、減収増益の要因であります。 
 
④その他の地域（主にブラジル、アジア）：売上高22億円（前年同期比10.0％増）、 

 営業利益３億円（同15.4％減） 
 ブラジルは、堅調ながらも為替の影響を大きく受け減収ながらも経費の削減により営業増益。ア
ジアにおいては、台湾では、全般的な消費不振に加え、サンバイト台湾の映画興行、他社版権代理
業の不振のため営業損失となりました。香港では、第１四半期に続き第２四半期も欧州向けの輸出
が伸び及び経費の減少により増収増益でした。韓国においては大幅な円高・ウォン安とキティ35周
年記念イベントやプロモーション開催による経費の増加により減収・減益となりましたが、現地合
弁会社のライセンス事業は前年同期比を上回って推移しております。中国は、昨年来の消費の低迷
は第２四半期においても続いており、ライセンシーの在庫投資への慎重な姿勢が継続した結果減収
減益となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第２四半期末の総資産は836億円で前連結会計年度末比46億円増加しました。資産の部の主な増
加項目は、現預金が20億円、クリスマス商戦を控えたな卸資産が９億円、主に株価の回復により投
資有価証券が３億円、長期貸付金が８億円です。負債の部は564億円で前連結会計年度末比41億円増
加しました。主な増加項目は社債による19億円、支払手形及び買掛金10億円、未払金３億円、未払
法人税等２億円です。純資産の部は、四半期純利益で６億円増加、その他有価証券評価差額金で３
億円増加、為替換算調整勘定で８億円増加、配当金の支払による13億円の減少等により、272億円と
前連結会計年度末比４億円増加いたしました。自己資本比率は32.6％と前連結会計年度末比1.3ポイ
ント減少いたしました。 
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営業活動によるキャッシュ・フローは22億円の収入（前年同期比15億円の収入減少）となりまし
た。これは主に営業利益27億円（同４億円収入減少）、減価償却及び引当金繰入で８億円（同微
増）の収入に対し、売上債権、仕入債務、棚卸資産等の増減により運転資金増加で５億円（同22億
円収入減少）、利息、法人税等に10億円（同１億円支出減少）支出したためです。なお、未払消費
税、その他の資産負債等の増減により前年同期比13億円支出が減少いたしました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは９億円の支出（同５億円支出減少）となりました。これは
主に有形固定資産取得のための９億円の支出によるものです。なお、投資有価証券の取得及び貸付
による支出の減少により前年同期比４億円支出が減少いたしました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは３億円の収入（同28億円収入増加）となりました。これは
主に、社債の発行による24億円の収入に対し、配当金に13億円、社債の償還に５億円を支出したた
めです。 
以上の結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前期末比20億円増加し、156億円と
なりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
国内外の経済は、財政支出による需要促進策が奏功し回復傾向を示す指標が数多くみられるよう
になりました。しかしながら、雇用環境はまだ下げ止まらず悪化基調が続いていることから消費環
境はまだ低水準の状況がつづくものと予想しております。 
 そのような状況の中で、ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業は、引き続き欧州地域の
ライセンスを中心とした海外事業が伸び、国内物販も堅調に推移するものと思われますが、国内ラ
イセンスについては、ライセンス商品が主に販売されている百貨店やチェーンストアの不振や低価
格商品化の傾向が強いことから回復の見通しが立たない状況であります。 
 テーマパーク事業においては、第２四半期累計期間に続き一層の経費削減につとめることから営
業損失の縮小を目指しておりますが、雇用不安などの要因による節約志向が続くことから第３四半
期以降も厳しい状況が続くものと見込んでおります。 
 以上の状況を鑑み、通期の業績につきましては、平成21年５月14日に公表いたしました業績予想
を以下の通りに変更いたします。なお、大幅に減少いたします当期純利益に関しましては、期初、
テーマパーク事業の組織再編に伴い法人税等調整額の戻入を見込んでおりましたが、タックスプラ
ン上は認められないと判断したためであります。 
 

  
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
前回発表予想（Ａ） 
（平成21年5月14日発表） 69,977 6,585 5,783 4,798 49.55 

今回予想（Ｂ） 68,572 6,097 4,947 2,694 25.49 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,405 △488 △836 △2,104 ― 

増減率（％） △2.0 △7.4 △14.5 △43.9 ― 
ご参考：前期実績 
（平成21年3月期） 69,767 6,575 5,954 △1,495 △22.74 

 
 なお、現在、上記の通期業績予想に基づく実績をスタート台として、創業 50 周年を迎える来期以
降の中期計画策定の作業中であります。その骨子は以下のとおりであります。発表は、平成 22 年５
月の当期通期の決算発表時を予定しております。 
 
(1)高コスト体質の国内物販事業の収益構造の見直し 
 ①商品戦略、出店・販売戦略、メディア戦略を一新し、組織を統合・スリム化 
 ②日本・米国・欧州の商品ラインの統一化による商品力と利益率の向上 
 ③低採算店舗の撤退（現状リテール部門の３分の１の約 90 店舗を見込む） 
 ④メディア戦略では、マーケティング機能の強化と、広告宣伝における商品・店舗の連動に注力 
 
(2)国内ライセンスの組織の効率性と営業力の強化 
 物販事業のスリム化から生み出す営業要員を投入 
 
(3)統合後のテーマパーク事業におけるコストの削減 
 ①ショー製作費の削減と公演日数の延長によるコスト低減 
 ②好評作品の複数再公演 
 ③一部飲食・イベント等の外部委託 
 ④施設の外部イベントへの貸出し 
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(4)好調な海外におけるライセンス事業を成長ドライバーとした増収増益体制のための営業力強化 
 
(5)海外子会社体制・インフラの整備 
 

（参考）海外地域別損益～第２四半期の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 H19/9  H20/9 増減率

（%） 

H21/9 増減率

（%） 

H19/9 H20/9 増減率

（%） 

H21/9 増減率

（%） 

北米 米国 2,934 2,393 △ 18.5 2,232 △ 6.7 316 221 △ 29.9 303 36.9 

南米 ブラジル 446 416 △ 6.8 399 △ 4.0 191 123 △ 35.5 135 10.0 

香港 1,521 907 △ 40.3 1,306 43.9 247 126 △ 48.7 148 17.0 

台湾 619 414 △ 33.1 350 △ 15.4 90 24 △ 73.3 △ 6 ─ 

韓国 299 118 △ 60.4 56 △ 52.1 76 39 △ 48.1 14 △ 62.2 

ア 

ジ 

ア 
中国 146 211 44.2 162 △23.5 34 58 68.8 22 △ 60.9 

小計 2,586 1,652 △ 36.1 1,875 13.5 448 248 △ 44.5 179 △ 28.0 

欧州 欧州 2,776 4,502 62.2 4,810 6.8 775 1,399 80.4 1,414 1.1 

合計 8,743 8,963 2.5 9,317 3.9 1,732 1,993 15.1 2,033 2.0 

 
（参考）決算期を３月から12月に変更した海外子会社の同期間（１月～６月）比較表    （単位：百万円） 

外部顧客に対する売上高 営業利益 

 自 H20/1 
至 H20/6 

当第２ 
四半期 
累計期間 

増減額 増減率 
（%） 

自 H20/1 
至 H20/6 

当第２ 
四半期 
累計期間 

増減額 増減率 
（%） 

北米 米国 2,441 2,232 △ 208 △ 8.6 311 303 △ 8 △ 2.6 

南米 ブラジル 364 399 34  9.5 149 135 △ 13 △ 9.1 

香港 816 1,306 489 59.9 65 148 83 127.5 ア
ジ
ア 台湾 415 350 △ 64 △ 15.6 △ 34 △ 6 27 － 
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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) 
  該当事項はありません。 
 
(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 
 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。 
 
(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 
 ①会計基準等の改正に伴う変更 
  該当事項はありません。 
 
 ② ①以外の変更 
  該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,906 13,891

受取手形及び売掛金 9,556 9,431

商品及び製品 5,533 4,703

仕掛品 189 73

原材料及び貯蔵品 263 240

その他 2,941 2,714

貸倒引当金 △83 △71

流動資産合計 34,306 30,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,750 7,372

土地 11,357 11,290

その他（純額） 1,328 1,401

有形固定資産合計 20,435 20,063

無形固定資産 567 448

投資その他の資産   

繰延税金資産 8,518 8,694

その他 20,738 19,726

貸倒引当金 △964 △881

投資その他の資産合計 28,292 27,539

固定資産合計 49,295 48,052

繰延資産 86 51

資産合計 83,688 79,087

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,500 6,453

短期借入金 16,967 17,947

未払法人税等 951 677

賞与引当金 411 370

返品調整引当金 97 105

その他 6,560 5,411

流動負債合計 32,488 30,964

固定負債   

社債 7,066 5,607

長期借入金 8,088 7,127

退職給付引当金 6,941 6,884

役員退職慰労引当金 408 457

その他 1,408 1,201

固定負債合計 23,913 21,278

負債合計 56,401 52,243

株式会社サンリオ（8136）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－　9　－



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 8,732 10,095

利益剰余金 9,790 9,189

自己株式 △954 △954

株主資本合計 32,568 33,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,529 △1,893

繰延ヘッジ損益 △57 △51

為替換算調整勘定 △3,723 △4,563

評価・換算差額等合計 △5,311 △6,508

少数株主持分 29 22

純資産合計 27,286 26,844

負債純資産合計 83,688 79,087
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 34,471 33,271

売上原価 15,658 15,058

売上総利益 18,812 18,213

返品調整引当金戻入額 5 8

差引売上総利益 18,817 18,221

販売費及び一般管理費 15,593 15,421

営業利益 3,224 2,799

営業外収益   

受取利息 196 136

その他 319 168

営業外収益合計 515 304

営業外費用   

支払利息 368 308

租税公課 170 214

為替差損 － 287

その他 129 120

営業外費用合計 669 930

経常利益 3,070 2,174

特別利益   

固定資産売却益 － 2

投資有価証券売却益 － 2

貸倒引当金戻入額 59 －

その他 11 －

特別利益合計 71 5

特別損失   

投資有価証券評価損 502 －

事業再編損 － 378

たな卸資産評価損 79 －

その他 69 19

特別損失合計 652 398

税金等調整前四半期純利益 2,488 1,780

法人税、住民税及び事業税 690 1,009

法人税等調整額 617 164

法人税等合計 1,308 1,173

少数株主利益 8 5

四半期純利益 1,171 601
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 2,488 1,780

減価償却費 828 676

長期前払費用償却額 49 46

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72 79

賞与引当金の増減額（△は減少） 26 41

受取利息及び受取配当金 △261 △167

支払利息 368 308

売上債権の増減額（△は増加） 3,075 △638

たな卸資産の増減額（△は増加） △534 △931

その他の資産の増減額（△は増加） △130 △28

仕入債務の増減額（△は減少） △819 1,022

未払消費税等の増減額（△は減少） 33 △97

その他の負債の増減額（△は減少） △823 583

その他 584 458

小計 4,812 3,133

利息及び配当金の受取額 261 173

利息の支払額 △367 △292

法人税等の支払額 △856 △753

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,849 2,261

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 △140 △145

定期預金の払戻による収入 324 173

有形固定資産の取得による支出 △826 △947

投資有価証券の取得による支出 △248 △12

投資有価証券の売却による収入 199 47

貸付けによる支出 △318 △56

差入保証金の回収による収入 224 121

その他 △743 △116

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,528 △936

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 843 43

短期借入金の返済による支出 △747 △528

長期借入れによる収入 4,000 2,200

長期借入金の返済による支出 △4,480 △1,737

社債の発行による収入 1,185 2,456

社債の償還による支出 △1,743 △581

配当金の支払額 △1,348 △1,359

その他 △138 △115

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,427 377

現金及び現金同等物に係る換算差額 171 330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65 2,033

現金及び現金同等物の期首残高 12,445 13,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,510 15,632
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(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) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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) 

 売上高       

(1)外部顧客に 
対する売上高 30,267 2,951 1,252 34,471 － 34,471 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 382 613 54 1,050 (1,050) － 

計 30,650 3,565 1,306 35,522 (1,050) 34,471 

 営業利益 
 又は営業損失（△） 4,340 △513 △167 3,660 (436) 3,224 

（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 

ソーシャル・コミュニケ
ーション・ギフト事業 

著作権の許諾 ライセンス管理 

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 テーマパーク事業 

演劇 ミュージカル等の企画・公演 

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 
その他事業 

映画製作 製作委員会 
  ３． 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、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２四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９百万円減少しております。 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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) 

 売上高       

(1)外部顧客に 
対する売上高 29,356 2,797 1,117 33,271 － 33,271 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 378 680 66 1,126 (1,126) － 

計 29,735 3,478 1,184 34,397 (1,126) 33,271 

 営業利益 
 又は営業損失（△） 3,744 △384 △171 3,187 (387) 2,799 

（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 

ソーシャル・コミュニケ
ーション・ギフト事業 

著作権の許諾 ライセンス管理 

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 テーマパーク事業 

演劇 ミュージカル等の企画・公演 

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 
その他事業 

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】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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) 

 売上高       

(1)外部顧客に 
対する売上高 25,507 4,502 4,461 34,471 － 34,471 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 2,263 0 918 3,182 (3,182) － 

計 27,770 4,503 5,379 37,653 (3,182) 34,471 

 営業利益 1,702 1,399 594 3,695 (471) 3,224 

（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． 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、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２四半期連結累計期間の日本における営業利益は９百万円減少しております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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) 

 売上高       

(1)外部顧客に 
対する売上高 23,953 4,810 4,507 33,271 － 33,271 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 2,671 14 920 3,606 (3,606) － 

計 26,625 4,825 5,428 36,878 (3,606) 33,271 

 営業利益 1,149 1,414 618 3,182 (382) 2,799 

（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 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,606 5,626 10,233 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 34,471 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合
（％） 13.4 16.3 29.7 

（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。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
 

 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,823 5,323 10,146 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 33,271 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合
（％） 14.5 16.0 30.5 

（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。 

 

(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。 
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