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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 1,514 △10.0 0 ― 18 ― 106 ―
21年5月期第2四半期 1,681 ― △694 ― △668 ― △837 ―

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5月期第2四半期 3,456.89 ―
21年5月期第2四半期 △27,164.15 ―

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5月期第2四半期 2,602 1,680 64.6 54,530.46
21年5月期 2,605 1,578 60.6 51,216.44

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  1,680百万円 21年5月期  1,578百万円

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
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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22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  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,220 △3.4 50 ― 55 ― 143 ― 4,640.45



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  有  

(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 
連結業績予想につきましては、平成21年12月24日付で公表いたしました数値に変更はありません。なお、本資料に記載されている業績見通し等、将来に
関する記述は、本日現在で、当社が入手可能な情報及び合理的と判断でき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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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5月期第2四半期 30,816株 21年5月期  30,816株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  ―株 21年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 30,816株 21年5月期第2四半期 30,816株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の経済指標等に景気の底打ちを示す数値等が出始めまし

たが、雇用情勢の厳しさは増し、更に所得環境の悪化は緩和せず、また、それらの要因による個人消費の低迷等によ

り、引き続き厳しい状況で推移しました。 

このような経済状況のもと、当連結会計年度の当社グループは前連結会計年度までの方針を転換し、従来からの

事業拡大路線から、「小さく投資し、大きく育てる」をスローガンに、強みである企画・開発力をより活かせるOEM

事業に経営資源を集中し、事業を推進しております。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、株式会社バンダイのOEM製品である「プリキュア」シリーズ関連商品の販売

が期中を通じて好調に推移しました。また、同じく株式会社バンダイより平成21年11月23日より販売しております当

社主力製品の「たまごっち」シリーズの新商品「Tamagotchi iD （たまごっちアイディー）」の販売が順調にスター

トしたことから、全体的な売上はほぼ見込みどおりの結果となりました。あわせて、売上高総利益率の高い権利売上

に関しても、「たまごっち」関連を中心にほぼ見込みどおりの結果となりました。 

結果的に当第２四半期連結累計期間の売上高は、15億14百万円（前年同期比10.0％減）となりました。なお、売

上高に関しましては前連結会計年度に子会社２社（株式会社epics、株式会社プロダクションリード）を売却し、連

結子会社から除外されたこと等により、前年同期に比して１億67百万円の減収となっております。 

また、利益面におきましては、前年同期に対して、グループ子会社の売却及び従業員の削減等をおこなったこと

による固定費等の大幅な削減により、営業利益０百万円（前年同期は営業損失６億94百万円）、経常利益18百万円

（前年同期は経常損失６億68百万円）、四半期純利益は、「匿名組合投資利益」を加算した１億６百万円（前年同期

は四半期純損失８億37百万円）となりました。 

  

 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 

おもちゃ事業につきましては、OEM事業が堅調に推移いたしました。特に期中を通じて「プリキュア」関連製品

が好調な販売で推移し、株式会社セガトイズから「家（うち）あげ花火」及び「ホームスターSpa（スパ）」、株

式会社ハピネットより「貯犬箱（ちょけんばこ）」及び「熱闘３分 カップヌードルゲーム」等を発売し堅調に進

捗しました。 

また、前掲のとおり「Tamagotchi iD （たまごっちアイディー）」の販売が順調にスタートし、当初予定して

いた数量を出荷したことにより、全体的に、期中を通じてほぼ計画通りの進捗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間のおもちゃ事業の売上高は15億10百万円（前年同期比9.1％減）となり

ました。 

  

 ② その他事業 

その他事業のアミューズメント事業につきましては、オリジナル機器の開発を一時中断している状況であり、

当第２四半期連結累計期間のその他事業の売上高は３百万円（前年同期比83.3％減）となりました。  

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ２百万円減少し26億２百万円となりました。これは

主に受取手形及び売掛金が３億57百万円増加した反面、現金及び預金が２億14百万円、投資その他の資産が93百万円

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１億５百万円減少し９億21百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛

金が54百万円増加した反面、流動負債のその他が１億68百万円減少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１億２百万円増加し16億80百万円となりました。これは主に利益剰余金の増

加１億６百万円によるものです。 

  

 当第２四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２億13百万円減少

し、７億73百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

  

（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２億96百万円（前年同期は４億48百万円の支出）となりました。これは税金等調整

前四半期純利益が１億５百万円となる等、資金の増加要因はありましたが、売上債権の増加が３億57百万円あったこ

と等によるものです。 

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



  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果獲得した資金は85百万円（前年同期は１億65百万円の支出）となりました。これは有形固定資産の

取得による支出が89百万円となる等、資金の減少要因はありましたが、出資金の分配による収入が１億27百万円あっ

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） 

 当第２四半期連結累計期間において、財務活動による資金の異動はありません（前年同期は７億13百万円の収

入）。  

  

 通期の業績予想につきましては、平成21年12月24日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。  

  

 該当事項はありません。  

  

①棚卸資産の評価方法 

 当第２四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２四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。  

  

 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間において営業利益０百万円、経常利益18百万円、四半期純利益１

億６百万円を計上しておりますが、前連結会計年度まで２期連続して当期純損失を計上しております。また、営

業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度までの２期間に引き続きマイナスになっており、これらの

状況により、継続企業の前提に関する重要な事象等が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消すべく、次のような取り組みを継続的に実施し、一定の成果を上げておりま

す。 

① 経費削減 

 不採算でありましたオリジナル販売事業及び新規事業等につきましては、前連結会計年度の後半より撤退及び

縮小をおこない、当該事業に係る経費を大幅に削減しております。また、希望退職者の募集等のリストラクチャ

リングによる固定費の削減も実施しております。これらの経費削減等に伴い、当連結会計年度の損益分岐売上高

は前連結会計年度に比べ、大きく引き下げられており、今後もスリム化した組織体制で事業を継続することが可

能となっております。 

② 売上高の維持・確保 

 当連結会計年度は前連結会計年度においても堅調でありました大手玩具メーカーを中心としたOEM事業に経営

資源を集中し、採算性の向上を図っております。またオリジナル販売事業につきましては、前記①のとおり投資

は縮小いたしますが、「お料理気分♪ふろずきんチャンのたのしーバスタイム」シリーズのヒットを参考に、大

手玩具メーカー向けOEM商品と差別化されたニッチな市場において採算性を重視し「小さく投資し、大きく育て

る」ことを前提に推進しております。 

③ 資金繰りへの対応 

 当連結会計年度の営業キャッシュ・フローについては、前記①②の施策により改善が見込まれるとともに、商

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



品アイテム毎に発売数量を精査し、その実現性において、より固めに見積もっているため、大幅なキャッシュの

減少はないものと認識しております。 

 以上の諸施策により、当第２四半期連結累計期間における業績は、固定費の削減が進み、前掲のとおり利益を

計上しております。また、第３四半期連結会計期間以降も概ね予定どおりに推移すると見込まれることから、当

社グループは、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。従って、継続企業

の前提に関する注記に該当する事項はありません。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成21年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 773,211 987,355

受取手形及び売掛金 869,797 512,214

商品及び製品 83,235 59,999

仕掛品 29,212 39,728

原材料及び貯蔵品 23,892 48,477

その他 40,355 77,725

流動資産合計 1,819,705 1,725,500

固定資産   

有形固定資産 31,117 33,931

無形固定資産 5,656 6,369

投資その他の資産   

投資有価証券 593,163 596,420

その他 152,762 243,094

投資その他の資産合計 745,926 839,515

固定資産合計 782,700 879,815

資産合計 2,602,405 2,605,316

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 205,783 150,920

短期借入金 300,000 300,000

その他 72,915 241,310

流動負債合計 578,699 692,231

固定負債   

退職給付引当金 47,464 42,790

長期未払金 265,526 265,526

その他 30,303 26,481

固定負債合計 343,295 334,799

負債合計 921,994 1,027,030

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 576,704 470,176

株主資本合計 1,719,374 1,612,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,847 △30,037

為替換算調整勘定 △7,116 △4,523

評価・換算差額等合計 △38,963 △34,561

純資産合計 1,680,410 1,578,285

負債純資産合計 2,602,405 2,605,316



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,681,829 1,514,013

売上原価 1,203,344 999,462

売上総利益 478,484 514,550

販売費及び一般管理費 1,173,456 513,628

営業利益又は営業損失（△） △694,972 922

営業外収益   

受取利息 3,859 452

受取配当金 8,025 3,009

為替差益 14,803 13,563

その他 2,905 5,532

営業外収益合計 29,594 22,558

営業外費用   

支払利息 2,863 2,316

持分法による投資損失 － 1,447

その他 6 771

営業外費用合計 2,870 4,535

経常利益又は経常損失（△） △668,248 18,944

特別利益   

固定資産売却益 － 150

匿名組合投資利益 20,996 89,316

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 2,640

特別利益合計 20,996 92,107

特別損失   

固定資産除却損 1,609 5,679

投資有価証券評価損 96 －

割増退職金 13,823 －

店舗閉鎖損失 1,378 －

特別損失合計 16,907 5,679

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△664,159 105,372

法人税等 208,134 △1,155

少数株主損失（△） △35,203 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △837,090 106,527



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△664,159 105,372

減価償却費 27,466 6,748

のれん償却額 3,375 2,000

匿名組合投資損益（△は益） △20,996 △89,316

組合等受入損益(△は益)・純額 121,392 8,959

貸倒引当金の増減額（△は減少） △190 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,359 4,674

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △20,295

受取利息及び受取配当金 △11,885 △3,461

支払利息 2,863 2,316

為替差損益（△は益） 677 △391

持分法による投資損益（△は益） － 1,447

固定資産除売却損益（△は益） 1,609 5,529

売上債権の増減額（△は増加） 123,325 △357,423

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,172 11,864

仕入債務の増減額（△は減少） △22,023 51,570

その他 82,750 △26,992

小計 △444,327 △297,397

利息及び配当金の受取額 11,848 3,461

利息の支払額 △2,863 △2,316

法人税等の支払額 △13,147 △574

営業活動によるキャッシュ・フロー △448,489 △296,826

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 △8,691 △89,324

無形固定資産の取得による支出 △1,090 －

関係会社株式の取得による支出 △2,000 △2,000

出資金の払込による支出 △178,348 －

出資金の分配による収入 28,050 127,921

貸付けによる支出 △48,180 －

貸付金の回収による収入 26,996 －

その他 17,496 48,425

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,766 85,021

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） 760,000 －

配当金の支払額 △46,224 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 713,776 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 98 △2,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 99,617 △213,961

現金及び現金同等物の期首残高 1,665,097 987,084

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 1,771,093 773,122



 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年６月１日 至平成21年11月30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。  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年６月１日 至平成21年11月30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。  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年６月１日 至平成21年11月30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。  

  

 該当事項はありません。 

  

（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
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