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経営成績に関する分析 
 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出が増加し企業の生産活動も持ち直
しつつあるものの、厳しい雇用・所得環境による内需の停滞、海外景気の下振れ懸念、デフレーションの影響など、
景気の自律回復力は乏しく、厳しい状況にて推移いたしました。 
 玩具業界の年末商戦におきましては、価格に敏感な消費者の購買マインドは中低価格帯商品へシフトするととも
に、購入場所の選別や売れ筋商品への集中がいっそう顕著になる傾向が見られました。そのようななか、当社の現代
版ベーゴマ「メタルファイト ベイブレード」が高い人気を集めるなど、男児玩具市場を中心に明るい兆しも窺えま
した。 
 このような環境のもと、当社グループでは「中期経営戦略」に基づき、本年度については、 
  ①連結経営の強化 
  ②売上伸長に頼らずとも利益を生み出せる経営への変革 
  ③海外展開の強化（特にアジア地域） 
の３つの重点経営課題に積極的に取り組んでおります。昨年11月には、グループ全体での事業構造改革の強化、男児
向け玩具事業のグローバル化推進のために本社機構の大幅な変更を行い、より高い収益性を実現する連結経営体制の
構築を進めました。また、厳しい経営環境を踏まえ、商品力および販売力のさらなる強化に加え、生産・物流体制面
での改革や広告宣伝の効果的な投入をはじめとしたコストマネジメントについても引き続き徹底した取り組みを行っ
てまいりました。  
 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、主力の玩具事業が順調に推移し、143,767百万円（前年同
期比1.6％減）と前年同期並みを計上することができました。また、利益面におきましては、男児玩具分野でのヒッ
ト商品ラインに加え、グループ各社の大幅な収益改善、固定費圧縮、連結業績先行管理の徹底など、今年度の最重要
経営課題である“連結経営強化”の諸施策が奏功し、営業利益12,091百万円（同73.0％増）、経常利益11,986百万円
（同64.3％増）、四半期純利益10,176百万円（同157.4％増）となり、第３四半期連結累計期間の業績としてはタカ
ラトミー合併以降、最高額の利益を計上することができました。 
  
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。  
（セグメント別の概況～事業別）                （単位：百万円） 

＜玩具事業＞ 
 国内市場におきましては、現代版ベーゴマ「メタルファイト ベイブレード」がテレビアニメや雑誌と連動した商
品展開と積極的な店頭イベントの開催により、男児向け玩具市場を牽引するヒット商品として大きく売上高を伸長さ
せました。トレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」は昨年９月の映画公開を含む全方位のマーケティ
ング展開を進め、さらなる人気拡大を図りました。また、定番商品を中心に年末にテレビ宣伝を拡大し、積極的な販
売促進活動を進めました。トミカでは立体サーキット「びゅんびゅんビッグタワーサーキット」やトミカハイパーシ
リーズの巨大移動基地ビークル「ハイパーグランナー」が人気を呼びました。プラレールではトミカと一緒に遊べ、
トミカとプラレールそれぞれの世界観や情景を融合させた商品「トミカと遊ぼう！オート踏切ステーション」など、
リカちゃんではごっこ遊びがさらに楽しめる仕様にグレードアップした「チャイムでピンポーン♪ゆったりさん」な
どの販売が堅調に推移いたしました。 
 海外市場におきましては、「トランスフォーマー」が昨年６月に映画で上映され、秋にはDVDとしても発売される
など、キャラクターとしての高い人気を維持しており、米国市場を中心として売上が順調に推移いたしました。韓国
では昨年９月からテレビ放送と併せて発売した「メタルファイト ベイブレード」の販売が好調に推移するととも
に、本年１月テレビ放送開始の「トミカヒーロー レスキューファイアー」関連商品の市場投入など、コンテンツ展

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

  
売上高 営業利益又は営業損失（△） 

当第３四半
期連結累計
期間 

前第３四半
期連結累計
期間  

前年同期比
増減 

当第３四半
期連結累計
期間 

前第３四半
期連結累計
期間  

前年同期比
増減 

玩具事業  91,608  92,320  △712  14,507  9,480  5,027

玩具周辺事業  54,751  58,055  △3,304  217  △453  670

その他事業   1,090  1,415  △325  3  △17  20

消去又は全社   △3,683  △5,740  2,057  △2,637  △2,021  △615

連結  143,767  146,051  △2,284  12,091  6,989  5,102
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開と連動した商品販売を進めました。欧州販売子会社におきましては、厳しい市場環境が続いているものの、販売促
進活動を積極的に進め、英国市場でのロングセラー商品を中心に販売は概ね堅調に推移いたしました。 
 以上の結果、玩具事業における売上高は91,608百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益は14,507百万円（同
53.0％増）を計上することができました。 
＜玩具周辺事業＞ 
 連結子会社㈱タカラトミーアーツにおきましては、主力のガチャ商品（カプセル玩具）の拡販を積極的に進め、
「家庭教師ヒットマンREBORN！」や「メタルファイト ベイブレード」などの関連商品でヒット商品を創出するな
ど、売上拡大と大幅な収益改善を実現しつつあり、玩具周辺事業の中核会社として企業体質の変革が順調に進みまし
た。アパレル事業におきましては、一時期の暖冬の影響により秋冬物の販売が苦戦したものの、子供衣料向け量販店
への販売は堅調に推移いたしました。さらに、連結子会社トイズユニオン㈱は人気ゲームソフト発売に伴うソフトお
よびハード取扱量増加により売上高を伸長させましたが、当社および北米子会社のゲームソフト販売は苦戦いたしま
した。 
 以上の結果、玩具周辺事業における売上高は54,751百万円（前年同期比5.7％減）となりましたが、営業利益は217
百万円（前年同期営業損失453百万円）に改善することができました。 
  
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。  
（セグメント別の概況～所在地別）  （単位：百万円） 

＜日本＞ 
 「メタルファイト ベイブレード」、「トランスフォーマー」、トレーディングカードゲーム「デュエル・マスタ
ーズ」のヒット商品や堅調な定番商品の販売などにより、玩具事業は順調に推移いたしました。また、トイズユニオ
ン㈱が売上高を大きく増加させるとともに、ガチャ事業およびぬいぐるみ事業などを担う㈱タカラトミーアーツ、ア
パレル事業の㈱ティンカーベルなどのグループ会社も事業構造改革を進め、収益力の回復に努めた結果、売上高は
131,872百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は13,041百万円（同44.5％増）と伸長させることができました。 
＜欧州＞ 
 欧州景気の低迷や取引先の不安定な資金調達環境など厳しい状況が続くなか、プリスクール商品、アーツ&クラフ
ト商品などの販売が堅調に推移いたしました。売上高は為替の影響もあり8,458百万円（前年同期比20.3％減）とな
りましたが、前年度中から取り組んでいる合理化策の徹底により、営業利益411百万円（同376.0％増）に改善させる
ことができました。 
＜北米＞ 
 前年度において現地販売子会社の玩具事業を一時撤退し、テレビゲーム事業に経営資源を集中いたしましたが、テ
レビゲームソフト市場の急速な悪化や販売苦戦により、売上高は863百万円（前年同期比37.0％減）となりました。
しかし、販売費及び一般管理費の大幅削減などにより営業利益は50百万円（前年同期営業損失558百万円）と黒字転
換させることができました。 
＜アジア＞ 
 中国では昨年８月からテレビ放送を開始した日中合作アニメ「三国演義」の地方局への放送拡大による知名度向上
を図りつつ、関連の玩具商品ラインにつき中国市場に適した店頭価格帯へのシフトや本年２月の春節に向けた新商品
展開を進めました。韓国では「メタルファイト ベイブレード」などテレビ放送と連動した商品展開を積極的に進め
ました。また、香港およびタイの生産子会社では、玩具の受注が増加したことから利益を大きく伸ばすことができま
した。その結果、売上高は為替の影響もあり22,100百万円（前年同期比9.1％減）となりましたが、営業利益は1,176
百万円（同79.3％増）と大きく伸長させました。 
  

  
売上高 営業利益又は営業損失（△） 

当第３四半
期連結累計
期間 

前第３四半
期連結累計
期間 

前年同期比
増減 

当第３四半
期連結累計
期間 

前第３四半
期連結累計
期間 

前年同期比
増減 

日本  131,872  131,176  696  13,041  9,022  4,018

欧州  8,458  10,618  △2,159  411  86  324

北米  863  1,370  △507  50  △558  608

アジア  22,100  24,303  △2,203  1,176  656  520

消去又は全社  △19,527  △21,417  1,890  △2,587  △2,217  △370

連結  143,767  146,051  △2,284  12,091  6,989  5,102
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〔資産、負債および純資産の状況〕 
（１）資産 

  流動資産は、前連結会計年度末に比較して19,312百万円増加し、77,405百万円となりました。これは主と
して売上債権の増加によるものです。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比較して81百万円増加し、33,495百万円となりました。これは主として
無形固定資産が増加した一方、有形固定資産および投資その他の資産が減少したことによるものです。 

（２）負債 
  流動負債は、前連結会計年度末に比較して4,499百万円増加し、42,183百万円となりました。これは主と
して仕入債務が増加したことによるものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比較して2,831百万円増加し、26,081百万円となりました。これは主と
して平成21年６月に新株予約権付社債5,300百万円を発行したほか、一部社債の約定償還を行ったことによ
るものです。 

（３）純資産 
  純資産は、前連結会計年度末に比較して12,095百万円増加し、42,762百万円となりました。これは主とし
て自己株式の処分および利益剰余金の増加によるものです。 

〔キャッシュ・フローの状況〕  
 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比較して
183百万円減少し、21,308百万円となりました。 

（１）営業活動によるキャッシュ・フロー  
 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比較して8,122
百万円増加し、1,092百万円の支出となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益11,257百万
円、減価償却費2,810百万円、仕入債務の増加3,828百万円等による資金の増加に対し、売上債権の増加19,394
百万円等による資金の減少があったことによるものです。 

（２）投資活動によるキャッシュ・フロー  
 当第３四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、前年同四半期に比較して166百
万円増加し、2,067百万円の支出となりました。これは主として、有形固定資産の取得1,305百万円、無形固定
資産の取得933百万円等による資金の減少があったことによるものです。 

（３）財務活動によるキャッシュ・フロー  
 当第３四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、前年同四半期に比較して7,502
百万円減少し、3,126百万円の収入となりました。これは主として、新株予約権付社債の発行5,246百万円、自
己株式の処分8,428百万円による資金の増加に対し、長期借入金の返済954百万円、社債の償還1,303百万円、
自己株式の取得5,833百万円、配当金の支払い895百万円等による資金の減少があったことによるものです。 
 

  

平成21年11月11日に公表いたしました平成22年３月期の連結通期業績予想から修正しておりません。 

２．連結財政状態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
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 該当事項はありません。 
  

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法については、当第３四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。 

２．当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前四半期連結会計期間末
の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

３. 固定資産の減価償却費の算定方法に関しては、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。 

４．繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ないと認められる場合には、前連結会計年度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。 

５．税金費用については、当第３四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。 
  

  

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
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