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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 13,235 3.6 1,421 148.5 1,380 144.5 948 248.3
22年3月期第2四半期 12,770 △1.5 572 △35.2 564 △35.1 272 △59.3

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

23年3月期第2四半期 57.70 57.63
22年3月期第2四半期 16.57 ―

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

23年3月期第2四半期 26,401 17,761 66.9 1,075.35
22年3月期 25,453 17,324 67.8 1,049.37

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  17,675百万円 22年3月期  17,248百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
・配当予想修正の詳細については、同日発表の「平成23年3月期の配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

年間配当金
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

22年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
23年3月期 ― 10.00
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 26,800 1.4 2,120 7.7 2,050 4.5 1,340 11.5 81.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 
 
※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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
 
 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 17,959,158株 22年3月期  17,959,158株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,522,517株 22年3月期  1,522,184株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 16,436,835株 22年3月期2Q  16,437,216株
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 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

         当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経済環境は、各国の景気刺激策により緩やかな回復が見

    られたものの、政策効果が一巡するなか、不安定な為替動向、主要国の景気下振れへの懸念、厳しい雇用情勢が

    続く中での個人消費の低迷や長期化するデフレ状態による価格競争の激化など、依然として、先行き不透明な状

    況が続いております。 

     こうした環境下、当社グループは、国内外市場において利益重視の販売戦略を継続するとともに、中国を中心

    にアジア市場における販売およびブランドの強化に努めてまいりました。 

     中国市場は、旺盛な個人消費を背景に好調に推移しておりますが、日本市場・米国市場では、個人消費は未だ

    回復の途上にあり、依然として厳しい状況にあります。当社グループはこの状況に対応すべく、顧客との関係を

    強化し拡販に努めるとともに、経費削減および原価低減に取り組んでまいりました。また、円高進行に伴う仕入

    高における為替差益のメリットの享受などもあり、全体としては増収・増益となりました。 

     以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は132億35百万円（前年同期比3.6％増）、営業利益14億21百

    万円（同148.5％増）、経常利益13億80百万円（同144.5％増）、四半期純利益は９億48百万円（同248.3％増） 

    となりました。 

  

    事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

     ＜ベビー用品・玩具関連事業＞ 

       国内では、玩具関連事業は依然として厳しい状況にありますが、ベビー用品事業はベビーカーが事業全体

      を大きく牽引しており、外出環境支援事業も事業環境の改善を受けて、回復の兆しを見せております。 

       海外では、米国市場は未だ個人消費の改善は見られず、依然として厳しい環境が続いておりますが、経営

      効率の見直しにより回復基調にあります。また、旺盛な個人消費が継続している中国を中心に、経営資源の

      積極投入を推進した結果、アジア市場では、現地通貨ベースで堅調に推移いたしました。 

       この結果、ベビー用品・玩具関連事業の売上高は114億37百万円、営業利益は22億53百万円となりまし 

      た。 

  

      ＜アパレル事業＞ 

       アパレル事業については、個人消費の低迷に加えて不安定な天候の影響を受けるなかで、通販業務を中心

      に事業構造（ブランド・カテゴリー等）見直しの途上でもあり、厳しい内容となりました。 

       この結果、アパレル事業の売上高は15億72百万円、営業利益は△６百万円となりました。 

  

     ＜健康関連用品事業＞ 

       機能性食品事業については、食品素材事業は概ね回復基調にありますが、新規事業への経営資源の投入を

      継続するなかで、全体として厳しい内容となりました。 

       この結果、健康関連用品事業の売上高は２億26百万円、営業利益は△47百万円となりました。 

  

    （注）第１四半期連結会計期間からセグメント区分を変更したため、各セグメントの対前年同期との金額比較は

       記載しておりません。 

   

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

         当第２四半期連結会計期間末における総資産は264億１百万円となり、前連結会計年度末比９億48百万円増加 

        いたしました。その主な要因は、現金及び預金の増加５億87百万円、たな卸資産の増加５億25百万円、有価証券

        の増加３億70百万円と投資有価証券の減少３億84百万円によるものであります。  

         負債の部は86億40百万円となり、前連結会計年度末比５億11百万円増加いたしました。その主な要因は、支払

        手形及び買掛金の増加２億56百万円、未払法人税等の増加１億52百万円によるものであります。  

          また、純資産は177億61百万円となり、前連結会計年度末比４億36百万円増加いたしました。その主な要因 

        は、利益剰余金の増加７億86百万円、評価・換算差額等の減少３億60百万円によるものであります。  

        (キャッシュ・フローの状況)  

          当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は54億32百万円となり、前年同四半期連結会

        計期間末に比べ12億95百万円増加し、前連結会計年度末に比べ３億84百万円増加いたしました。各キャッシュ・

        フローの状況とそれらの増減の要因は次の通りであります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



       「営業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ける営業活動におけるキャッシュ・フローは、11億３百万円（前年同四半期連

        結累計期間比７億64百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益13億55百万円、減価償却費

        ３億11百万円、仕入債務の増加２億28百万円により獲得した資金を、たな卸資産の増加５億93百万円、及び法人

        税等の支払額２億89百万円に充当したこと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」  

         当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△４億74百万円（前年同四半期連

        結累計期間比１億32百万円減）となりました。これは主に、定期預金の預入と払戻の差額△３億50百万円、有形

        固定資産の取得１億78百万円によるものであります。  

       「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ける財務活動によるキャッシュ・フローは、△２億19百万円（前年同四半期連

        結累計期間比96百万円減）となりました。これは主に、配当金の支払い１億98百万円によるものであります。 

  

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

    平成23年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、連結・個別とも、平成22年10月29日に

   公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり修正を行っております。 



（１）重要な子会社の異動の概要 

該当する事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法  

   当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

  られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

    ・たな卸資産の評価方法 

      当第２四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

          のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。  

    ・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。 

   ②四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理  

     該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更    

 ・「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

       第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

     分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10  

         日）を適用しております。 

         これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありま 

     せん。   

      ・「資産除去債務に関する会計基準」の適用  

      第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

         日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

         を適用しております。 

         これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は3,983千円減少し、税金等調整前四半期 

         純利益は32,803千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額59,434 

         千円であります。  

       

     ②表示方法等の変更 

    ・四半期連結貸借対照表 

      前連結会計年度まで「役員退職慰労引当金」に含めて表示しておりました執行役員に対する退職慰労引当金

         については、平成22年６月29日開催の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止したため、第１四

         半期連結会計期間より、「執行役員退職慰労引当金」として区分掲記することといたしました。 

           なお、前連結会計年度末の「役員退職慰労引当金」に含まれる「執行役員退職慰労引当金」は31,950千円で

     あります。  

     （追加情報）   

      当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平

     成22年６月29日開催の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。 

      これに伴い、同総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給

     の時期は、取締役を退任する時としております。 

      なお、打ち切り支給額の未払分257,160千円につきましては、第１四半期連結会計期間において、「役員退 

     職慰労引当金」より取崩し、固定負債「その他」に振替えております。   

  

２．その他の情報



    ・四半期連結損益計算書 

       「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の

         適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

         す。   

  

（４）追加情報 

  退職給付引当金 

    当社は、平成22年８月１日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行 

   し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。    

    なお、確定給付企業年金制度への移行に伴い、退職給付債務が42,668千円減少し、過去勤務債務（△42,668千 

   円）はその発生時における平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）により費用処理（費用の戻し）しておりま

   す。   



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,655,186 8,068,159

受取手形及び売掛金 4,560,154 4,576,946

有価証券 1,313,124 942,852

たな卸資産 4,070,310 3,544,471

その他 919,531 837,901

貸倒引当金 △51,242 △70,107

流動資産合計 19,467,065 17,900,223

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,739,289 2,739,289

その他（純額） 2,153,064 2,260,522

有形固定資産合計 4,892,354 4,999,812

無形固定資産 273,983 314,831

投資その他の資産 1,768,188 2,238,648

固定資産合計 6,934,526 7,553,292

資産合計 26,401,591 25,453,516

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,443,826 2,187,430

短期借入金 711,661 713,000

未払法人税等 451,204 298,243

賞与引当金 340,970 360,207

役員賞与引当金 － 18,500

その他 1,779,431 1,742,169

流動負債合計 5,727,094 5,319,552

固定負債   

社債 2,000,000 2,000,000

退職給付引当金 49,355 46,791

役員退職慰労引当金 － 285,737

執行役員退職慰労引当金 24,200 －

資産除去債務 63,027 －

その他 776,721 476,652

固定負債合計 2,913,305 2,809,181

負債合計 8,640,399 8,128,733



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,991,922 2,991,922

資本剰余金 2,783,731 2,783,731

利益剰余金 14,135,268 13,348,335

自己株式 △1,077,394 △1,077,166

株主資本合計 18,833,528 18,046,823

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,588 11,459

繰延ヘッジ損益 △112,579 △2,653

為替換算調整勘定 △1,048,438 △807,092

評価・換算差額等合計 △1,158,430 △798,286

新株予約権 2,656 －

少数株主持分 83,437 76,245

純資産合計 17,761,192 17,324,782

負債純資産合計 26,401,591 25,453,516



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 12,770,249 13,235,710

売上原価 6,619,906 6,258,612

売上総利益 6,150,343 6,977,098

販売費及び一般管理費 5,578,254 5,555,540

営業利益 572,088 1,421,558

営業外収益   

受取利息 38,078 31,847

受取配当金 1,722 1,528

持分法による投資利益 － 3,134

受取家賃 31,958 35,795

その他 40,241 26,976

営業外収益合計 112,000 99,282

営業外費用   

支払利息 26,828 21,305

売上割引 64,241 62,197

為替差損 25,450 52,241

その他 2,860 4,117

営業外費用合計 119,381 139,862

経常利益 564,708 1,380,978

特別利益   

固定資産売却益 644 1

貸倒引当金戻入額 73,744 4,623

償却債権取立益 － 4,478

特別利益合計 74,389 9,103

特別損失   

固定資産売却損 74 99

固定資産処分損 5,648 1,321

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,820

投資有価証券売却損 － 8

減損損失 － 4,335

特別損失合計 5,722 34,585

税金等調整前四半期純利益 633,374 1,355,496

法人税、住民税及び事業税 126,090 432,920

過年度法人税等 180,654 －

法人税等調整額 47,374 △35,723

法人税等合計 354,118 397,197

少数株主損益調整前四半期純利益 － 958,299

少数株主利益 6,946 9,954

四半期純利益 272,309 948,344



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 633,374 1,355,496

減価償却費 307,266 311,687

減損損失 － 4,335

貸倒引当金の増減額（△は減少） △82,284 4,222

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,906 △19,237

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,000 △18,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,816 2,564

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,582 △285,737

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 24,200

受取利息及び受取配当金 △39,800 △33,376

支払利息 26,828 21,305

為替差損益（△は益） 48,617 60,727

持分法による投資損益（△は益） － △3,134

投資有価証券売却損益（△は益） － 8

固定資産売却損益（△は益） △570 98

固定資産処分損益（△は益） 5,648 1,321

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,820

売上債権の増減額（△は増加） 316,670 △41,992

たな卸資産の増減額（△は増加） 668,279 △593,647

仕入債務の増減額（△は減少） △581,039 228,672

その他 58,124 344,085

小計 1,341,440 1,391,919

法人税等の支払額 △1,003,116 △289,700

法人税等の還付額 184 1,048

営業活動によるキャッシュ・フロー 338,508 1,103,267

投資活動によるキャッシュ・フロー   

利息及び配当金の受取額 51,022 41,102

定期預金の預入による支出 △1,632,041 △990,912

定期預金の払戻による収入 1,124,649 640,495

有価証券の売却及び償還による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △271,091 △178,404

有形固定資産の売却による収入 785 －

無形固定資産の取得による支出 △29,613 △11,815

投資有価証券の取得による支出 △300,000 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 600,000 30,271

その他 13,994 △5,152

投資活動によるキャッシュ・フロー △342,293 △474,414

財務活動によるキャッシュ・フロー   

利息の支払額 △26,552 △20,606

短期借入れによる収入 505,960 350,000

短期借入金の返済による支出 △437,385 △350,000

自己株式の取得による支出 △66 △227

配当金の支払額 △164,219 △198,195

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,264 △219,030

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,426 △25,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △88,622 384,009

現金及び現金同等物の期首残高 4,224,893 5,048,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,136,271 5,432,218



  該当事項はありません。  

  

〔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21年４月１日 至平成21年９月30日）   

  (注）１. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

(1）事業区分は、主要な製品系列による区分によっております。 

(2）各事業区分の主要な製品または事業の内容 

   

〔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21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．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地域の内訳は次のとおりであります。 

・アジア…中国、台湾、韓国 ・北米…米国 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
ベビー用品・
玩具関連事業 

（千円）  

健康関連 
用品事業 
（千円） 

計（千円） 
消去 

又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

 （1）外部顧客に対する売上高    12,552,603  217,646  12,770,249 －  12,770,249

 （2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高   
 － － － － － 

       計   12,552,603  217,646  12,770,249    －  12,770,249

 営業利益又は営業損失（△）  1,465,467  △33,190  1,432,276 (860,187)  572,088

事業区分 主要な製品又は事業名 

ベビー用品・玩具関連事業 
ベビー用品、ベビーカー、チャイルドシート、哺乳用品、 

玩具、ベビーケア用品、ベビーアパレル、保育園運営等 

健康関連用品事業 機能性食品等 

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  10,349,829  1,657,728  762,691  12,770,249  －  12,770,249

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 52,813  2,254,405  －  2,307,218 (2,307,218)  －

計  10,402,642  3,912,133  762,691  15,077,468 (2,307,218)  12,770,249

営業利益又は営業損失(△)  847,351  556,104  △10,667  1,392,788 (820,699)  572,088



〔海外売上高〕 

前第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） 

 （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内訳は次のとおりであります。 

・アジア…中国、台湾、韓国他 ・北米…米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の地域における売上高であります。 

  

   〔セグメント情報〕  

 １．報告セグメントの概要  

      当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

  営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。 

    当社グループは、製品・サービス別に子会社または事業部を置き、各子会社または各事業部は、取り扱う製品・サ

  ービスについて国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

    したがって、当社は、社内業績管理単位である製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ベビー用 

  品・玩具関連事業」、「アパレル事業」および「健康関連用品事業」の３つを報告セグメントとしております。  

      「ベビー用品・玩具関連事業」は、ベビーカー等のベビー用品・玩具等を生産・販売しております。「アパレル事

    業」はベビーアパレル等を生産・販売しております。「健康関連用品事業」は機能性食品等を生産・販売しておりま

    す。  

  

   ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

     当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

                                               （単位：千円）

  （注）１．セグメント利益の調整額△778,069千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な

      ものは総務人事部、財務部、経営企画部等の管理部門の発生費用であります。 

     ２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。  

  

   ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    当第２四半期連結累計期間において、重要な事項はありません。   

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。  

  

 該当事項はありません。 

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,569,234  762,691  9,389  2,341,315

Ⅱ 連結売上高（千円）        12,770,249

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 12.3  6.0  0.1  18.3

  
ベビー用品 
・玩具関連

事業 

アパレル 
事業 

健康関連 
用品事業 

合計 
調整額 
(注)１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２  

売上高             

外部顧客への売上高  11,437,488  1,572,077  226,143  13,235,710  －  13,235,710

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  11,437,488  1,572,077  226,143  13,235,710  －  13,235,710

セグメント利益又は損失（△）  2,253,750  △6,516  △47,606  2,199,627  △778,069  1,421,558

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、内部振替後の数値によっております。（以下同様であります） 

２．金額は製造原価によっております。 

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。（以下同様であります） 

(2）受注状況 

 当社は受注生産は行っておりません。 

(3）商品仕入実績 

 当第２四半期連結累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(4）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 前第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結累計期間の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の

    総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

ベビー用品・玩具関連事業（千円）  3,870,396  －

アパレル事業（千円）  －  －

健康関連用品事業（千円）  62,086  －

合計（千円）  3,932,483  －

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

ベビー用品・玩具関連事業（千円）  1,312,131  －

アパレル事業（千円）  808,485  －

健康関連用品事業（千円）  8,852  －

合計（千円）  2,129,469  －

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

ベビー用品・玩具関連事業（千円）  11,437,488  －

アパレル事業（千円）  1,572,077  －

健康関連用品事業（千円）  226,143  －

合計（千円）  13,235,710  －

相手先 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

日本トイザらス㈱  1,411,075  11.1  1,796,677  13.6

㈱赤ちゃん本舗  1,778,145  13.9  1,781,487  13.5

ピップフジモト㈱  1,496,816  11.7  1,401,540  10.6
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