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1. 2020年1月期第3四半期の連結業績（2019年1月21日～2019年10月20日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年1月期第3四半期 2,789 △3.2 233 △5.8 227 △4.9 155 △1.3

2019年1月期第3四半期 2,882 ― 247 ― 239 ― 157 ―

（注）包括利益 2020年1月期第3四半期　　177百万円 （9.4％） 2019年1月期第3四半期　　162百万円 （―％）

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

2020年1月期第3四半期 35.41 ―

2019年1月期第3四半期 35.86 ―

（注）2018年1月期（期末）より連結財務諸表を作成しているため、2019年1月期第3四半期の対前年増減率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2020年1月期第3四半期 2,331 1,984 85.1

2019年1月期 2,451 2,078 84.8

（参考）自己資本 2020年1月期第3四半期 1,984百万円 2019年1月期 2,078百万円

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年2月16日）等を2020年1月期第1四半期連結会計期間の期首から適用してお
り、2019年1月期の連結財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっています

2. 配当の状況

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

2019年1月期 ― 0.00 ― 62.00 62.00

2020年1月期 ― 0.00 ―

（注）1.　直近に公表されている配当予想からの修正の有無：　無

　　　2.　2020年1月期期末配当につきましては、現時点では未定であり、予想額につきましては改めて年末商戦状況を見極めた後に発表させて頂きます。

3. 2020年 1月期の連結業績予想（2019年1月21日～2020年 1月20日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 3,628 △12.5 216 △50.0 211 △50.0 143 △50.0 32.60

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年1月期3Q 4,437,500 株 2019年1月期 4,437,500 株

② 期末自己株式数 2020年1月期3Q 63,279 株 2019年1月期 63,253 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年1月期3Q 4,374,246 株 2019年1月期3Q 4,374,248 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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【添付資料】

1.当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明

金額 　対前年同期間比 　　　金額 　　対前年同期間比

売上高 1,122百万円 5.2% 減 2,789百万円 3.2% 減

営業利益 156百万円 5.5% 増 233百万円 5.8% 減

経常利益 154百万円 8.2% 増 227百万円 4.9% 減

108百万円 12.7% 増 155百万円 1.3% 減
親会社株主に帰
属する四半期純
利益

第3四半期会計期間（8～10月度） 第3四半期累計期間（2～10月度）

（2019年7月21日～2019年10月20日） （2019年1月21日～2019年10月20日）

当43期の第３四半期は、 国内販売では玩具市場全般においてヒット商品や集客に乏しく、一般玩具平均で

前年を下回る厳しい状況であった夏季商戦以降は、一時的に当社商品の補充注文が消極的になる等の影響を

受けながらも、10月に入ると乳幼児カテゴリーを中心とした定番品の受注は復活しました。また、消費税増

税後の影響も比較的少なく、９月度発売の新製品３品のヒットも売上に寄与しました。一方、自転車部門で

は「ケッターサイクル」の人気は継続しているものの、当第３四半期会計期間においては消費税増税後の影

響が一時的に見られました。

結果、当第３四半期会計期間の連結売上高は11億22百万円の前年同期間比5.2％減となり、期初からの第

３四半期累計期間連結売上高は、27億89百万円の前年比3.2％減となりました。

新製品では、８月度に「やりたい放題ビッグ版 リアル＋(プラス)」(5,300円・税別)を発売しました。１

歳のイタズラ急上昇中の「パパの眼鏡」など、子育て環境の変化に合わせて、“令和版”にアップデートし、

従来価格より値上げに踏み切っておりますが、流通各社の期待商品として積極的に商戦アイテムに選定され、

全国的な露出が始まっております。

また、９月度は乳幼児カテゴリーにて、赤ちゃんが好きな“光”と“顔”でピタっと泣き止むぬいぐるみ

「ＰＩＫＡＯ―ピカオ―」(3,500円・税別)や、スマートなデザインでシンプルなリビングに合うコンパクト

なベビージム「スマート知育ジム＆ウォーカー」(5,800円・税別)など、最新の育児環境調査によって生まれ

たお母さんたちの気持ちにフィットする商品を発売し、ＳＮＳを中心としたキャンペーンで好調な動きを見

せています。

室内遊具では、ボール遊びが好きな１歳から思う存分遊べる「頭と体の知育ボールサーカス」(8,400円・

税別)を発売し、大型遊具の中では人気商品として前年にはない売上加算となりました。

自転車部門では、好評販売中の「ケッターサイクル」(オープン価格)は、発売後１年経過してもなお、新

店での積極的なコーナー展開や試乗会の実施など、引き続き流通からの期待を集めております。

海外販売では、米国向け「Magna-Tiles」の出港が8・9月度に集中したことで、10月度が調整月となりま

した。

以上の売上推移に伴い、第３四半期累計期間の営業利益は２億33百万円の前年同期間比5.8減、経常利益

は２億27百万円の前年同期間比4.9％減、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億55百万円の前年同期間

比1.3％減となりました。
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(2)財政状態に関する説明

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

（次期第4四半期連結会計期間および通期業績予測）

①資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末から１億20百万円減少の23億31百万
円となりました。資産の部では、年末に向けた仕入増加に伴う商品増加の一方、配当金及び法人税等の支払
による現金及び預金の減少等で、流動資産が前連結会計年度末から１億81百万円減少しました。

負債では、流動負債で主に未払法人税等の減少の一方、次月度決済予定の買掛金計上を含めた結果、負債
合計は前連結会計年度末より26百万円減少の３億48百万円となりました。

純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益計上の一方、配当支払等により、前連結会計年度末よ
り94百万円減少して19億84百万円となり、結果、自己資本比率は85.1％となりました。

②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は、前連結会計年度末より３億68百万円減少し
11億82百万円となりました。主な要因は次の通りです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上の減少に伴う回収額の減少、年末に向けた仕入決済の進行及
びたな卸資産の増加等の結果、20百万円の支出となりました。（前年同期間は２億20百万円の収入）

投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得および自社利用ソフトウェア開発開始に伴
う無形固定資産取得額の増加に伴い、76百万円の支出となりました。（前年同期間は41百万円の支出）

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払により２億71百万円の支出となりました。（前
年同期間は２億83百万円の支出）

次期第４四半期は、中国製造玩具の米国輸入関税引上げ実施の可能性もあり、この秋から生産国を中国外に

移転する対策を講じております。当生産国移転に伴い、製造対象となる米国向け「Magna-Tiles」の出荷調整が、

第４四半期売上高に大きく影響することが予想されます。また、国内においても、抱き人形市場の著しい回復

は見込みにくく、引き続き厳しい状況が予想されます。

従って、次期第４四半期の総売上高は前年同期間比で３割強の減収見通しをしており、通期売上高は前期比

12～13ポイント程の減収となる見通しです。

また、経費面では広告関連費用も年末年始商戦に向けて集中するため、通期では前期並みの経費発生見通し

ながらも、上記のとおり国内外ともに売上高の減少により、営業利益段階では大幅に減益となる見込みです。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年１月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年10月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,551,059 1,182,532

受取手形及び売掛金 360,899 398,338

商品 283,231 438,781

原材料 645 4,264

その他 52,077 42,854

貸倒引当金 △684 △754

流動資産合計 2,247,227 2,066,014

固定資産

有形固定資産 45,113 70,234

無形固定資産

その他 983 9,495

無形固定資産合計 983 9,495

投資その他の資産 158,079 185,753

固定資産合計 204,174 265,481

資産合計 2,451,402 2,331,495

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 145,847 166,207

未払法人税等 120,502 52,549

その他 107,224 117,972

流動負債合計 373,574 336,727

固定負債

繰延税金負債 - 11,010

固定負債合計 - 11,010

負債合計 373,574 347,738

純資産の部

株主資本

資本金 238,800 238,800

資本剰余金 162,705 162,705

利益剰余金 1,664,271 1,547,966

自己株式 △34,233 △34,267

株主資本合計 2,031,543 1,915,204

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 44,553 67,119

為替換算調整勘定 1,732 1,434

その他の包括利益累計額合計 46,285 68,554

純資産合計 2,077,828 1,983,758

負債純資産合計 2,451,402 2,331,495

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2018年１月21日
　至 2018年10月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月21日
　至 2019年10月20日)

売上高 2,882,106 2,788,727

売上原価 1,765,872 1,726,955

売上総利益 1,116,234 1,061,772

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 149,095 108,175

販売促進費 99,648 84,517

運賃 105,095 115,585

役員報酬 55,852 47,102

給料及び手当 124,095 129,361

退職給付費用 - 10,204

支払手数料 70,464 73,301

研究開発費 122,087 126,633

その他 142,417 133,855

販売費及び一般管理費合計 868,754 828,732

営業利益 247,479 233,039

営業外収益

受取利息 97 82

受取配当金 1,732 1,981

その他 70 103

営業外収益合計 1,898 2,166

営業外費用

為替差損 10,363 7,814

営業外費用合計 10,363 7,814

経常利益 239,014 227,391

税金等調整前四半期純利益 239,014 227,391

法人税、住民税及び事業税 72,560 66,462

法人税等調整額 9,573 6,032

法人税等合計 82,133 72,493

四半期純利益 156,881 154,898

親会社株主に帰属する四半期純利益 156,881 154,898

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2018年１月21日
　至 2018年10月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月21日
　至 2019年10月20日)

四半期純利益 156,881 154,898

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,790 22,567

為替換算調整勘定 △719 △297

その他の包括利益合計 5,071 22,270

四半期包括利益 161,952 177,167

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 161,952 177,167

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2018年１月21日
　至 2018年10月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月21日
　至 2019年10月20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 239,014 227,391

減価償却費 34,969 44,442

売上債権の増減額（△は増加） △9,942 △37,439

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,548 △159,168

仕入債務の増減額（△は減少） 132,511 20,360

その他 77,506 12,579

小計 351,510 108,166

利息及び配当金の受取額 1,828 2,063

法人税等の支払額 △132,955 △130,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,383 △20,386

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 △40,726 △71,154

無形固定資産の取得による支出 - △5,162

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,726 △76,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1 △34

配当金の支払額 △282,985 △271,514

その他 85 476

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,901 △271,072

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,664 △278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △104,908 △368,051

現金及び現金同等物の期首残高 1,524,600 1,550,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,419,692 1,182,303

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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　(４)四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（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。

（追加情報）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

（セグメント情報等）

　　【セグメント情報】

当社は、玩具及び自転車等乗り物類の企画・販売を事業とする単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメン

ト情報の記載を省略しております。

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期連結会計

期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。
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３.補足情報

　カテゴリー別販売の状況

①第3四半期累計期間（個別）売上高の前年同期間対比 （単位　千円）

カテゴリー名 前年同期比
（％）

乳児・知育玩具 932,284          96.2 
女児玩具 276,934          78.8 
遊具・乗り物 357,460          110.2 
その他・海外販売 1,311,144        96.8 

合計 2,877,822        96.6 
注）上記表の数値は、前年第３四半期および当第３四半期ともに個別業績の売上高を記載しております。

②新発売商品及び主なリニューアル商品

カテゴリー名
標準小売価格

（税別） 商品名
標準小売価格

（税別）
標準小売価格
（税別）

 3,480 「JOIZベーシック」  5,000

各\3,480 「JOIZファースト」  3,000

￥550～￥880
指先の知育「探求心刺激
ドア」

 1,380  9,800

 3,780
ピタゴラスBASIC「これな
～んだ」  4,600  5,000

 1,980
ピタゴラスWORLD「へんし
んロードガレージ」  5,800  1,600

 1,700
ピタゴラスWORLD「ゆめみ
るキャッスルハウス」  5,800  5,800

ピタゴラスWORLD「アスレ
チックパーク」  6,600  3,500

女児玩具  3,480
お人形「お風呂もいっ
しょよぽぽちゃん」

 2,980  1,380

 2,480
お人形「ロングヘアぽぽ
ちゃん ミニヘアコーム＆
ヘッドコームつき」

 4,780  3,800

 4,580
着せ替え「おやすみパ
ジャマセット」  1,580  1,280

 5,000
着せ替え「お姉さんパン
ツ２枚セット」  780  1,480

 1,980
着せ替え「ゆめかわワン
ピ」

 1,480  10,000

 780 「ねじハピ　ペイントス
タイル」

 3,680  4,980

「ねじハピ　エンジニア
スタイル」  3,980

「いきなり自転車16イン
チ」2色

オープン価格  8,400

「共伸びサイクル16イン
チ」2色

オープン価格 オープン価格

オープン価格
「くにキャラアドベン
チャー」

 3,280

各￥4,000

 1,680

2020年1月期　第１四半期 2020年1月期　第２四半期 2020年1月期　第３四半期

2018年1月期　第３四半期 2020年1月期　第３四半期
(自2018年1月21日 (自2019年1月21日
至2018年10月20日） 至2019年10月20日）

897,232
218,247
393,860

1,269,551

2,778,890

ピタゴラスシリーズ「小
学生ピタゴラス」３種

ノンキャラ良品シリーズ
「なめられ太郎4代目」
他、計5種

純国産お米のおもちゃシ
リーズ　「お米のどうぶつ
つみき」

 5,300

商品名 商品名

乳児・知育玩具

「やりたい放題セレク
ト」（リニューアル）

「お水の知育（エンドレ
ス循環式）」

純国産お米のおもちゃシ
リーズ　「お米のおもちゃ
-こだわり4点セット」

純国産お米のおもちゃシ
リーズ　「お米のボール
いろどり」

「スマート知育ジム＆
ウォーカー」

「うちの赤ちゃん世界一
全身を刺激セルフメ
リー」

「5種の知脳ボタンで脳が
育つ！知脳リモコン」

「いたずら１歳やりたい放
題ビッグ版　リアル+（プラ
ス）」

「PIKAO」

ぽぽちゃんシリーズ　お道
具「ぽぽちゃんの超ロング
ヘアウィッグ」

ぽぽちゃんシリーズ　お道
具「ぽぽちゃんの超ロング
ヘアウィッグ」

「ぽぽちゃんパーフェクト
セット」

「ぽぽちゃんのランド
リールーム」

ぽぽちゃんシリーズ　着せ
替え「くまちゃんレインポ
ンチョ　おさんぽ長靴つ
き」

ぽぽちゃんシリーズ　お道
具「ファーストぽぽちゃん
ボックス」（お世話お道具8
点つき）

「テディハグ　プレミア
ムエア」
「Bebe Pocket　Plus」2
色

「頭と体の知育ボールサー
カス」

「いちろく自転車22イン
チ」2色

「サンリオ　くるっとロー
ルンファクトリー」

「1歳には知育クレヨン」

その他

「ぽぽちゃんベッド」
（リニューアル）

お人形「あたしのかわい
い妹ぽぽちゃん　リンク
コーデアクセつき」

お人形「あたしがママよ
赤ちゃんぽぽちゃんお世
話お道具つき」

「ぽぽちゃんのおしゃべ
り弁当」

「ぽぽちゃんのごくごく
ペットボトルぶどう」

遊具・乗り物
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