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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 37,284 ― △636 ― △380 ― △532 ―
20年3月期第1四半期 37,601 15.8 240 △55.5 539 △30.6 △155 ―

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

21年3月期第1四半期 △30.07 ―
20年3月期第1四半期 △8.76 ―

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

21年3月期第1四半期 68,151 16,360 23.7 910.91
20年3月期 66,945 16,919 25.2 951.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,131百万円 20年3月期  16,848百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 78,500 ― 70 ― 100 ― 10 ― 0.56
通期 165,000 1.2 3,200 34.4 4,600 41.4 1,800 56.1 101.64

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  

（注）詳細は、２ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は、２ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧下さい。  

(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 
１．平成20年５月13日に発表した連結業績予想に変更はありません。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、現時点で入手可能な情報に基づき
判断しており、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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  17,918,252株 20年3月期  17,918,252株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  208,794株 20年3月期  208,794株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  17,709,458株 20年3月期第1四半期  17,709,691株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰に伴い、生活必需品の値上げが相次

ぎ、企業業績、個人消費ともに先行き不透明な状況が続いております。 

 流通業界におきましても、同業他社のみならず異業種を含めた競争の激化に加え、諸物価の値上がりによる消費者

心理の悪化もあり、消費動向は低調のまま厳しい経営環境となりました。 

 このような中、当社グループ（当社及び連結子会社）は，当第１四半期において、①1,200店の再価値化に向けて

の設備投資 ②フォトブック戦略遂行のための設備投資 ③こども写真館「スタジオマリオ」を中心とした出店（上

期４５店を出店予定、内２０店を6月末までに完了）④不採算店のスクラップ（１０店）を実施いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における連結業績は売上高37,284百万円（前年同期比0.8％減）、営業損失

636百万円、経常損失380百万円、四半期純損失532百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の総資産は68,151百万円となり、前期末に比べて1,205百万円増加しました。また、純

資産は16,360百万円となり、前期末に比べて558百万円減少しました。この結果自己資本比率は23.7％となりまし

た。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の連結業績予想に関しましては、平成20年５月13日公表の「平成20年３月期決算短信」に修正はご

ざいません。 

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） 

 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 

     １ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前期末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合

に、前連結会計年度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 棚卸資産の評価方法 

 当第１四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。 

 また棚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格を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

     ３ 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出する方法に

よっております。 

 ②四半期連結財務諸表作成に特有の処理 

     税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四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。 
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（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 

     １ 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業

会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

     ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

           なお、この変更による影響はありません。 
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,808,636 5,795,528

受取手形及び売掛金 6,110,867 6,390,552

商品 15,439,314 15,944,440

原材料及び貯蔵品 1,072,444 990,473

前払費用 741,620 676,071

繰延税金資産 878,683 624,562

未収入金 3,809,504 4,063,590

その他 367,010 456,076

貸倒引当金 △211,840 △213,710

流動資産合計 36,016,241 34,727,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,553,056 12,361,664

減価償却累計額 △7,833,406 △7,676,428

建物及び構築物（純額） 4,719,650 4,685,236

機械装置及び運搬具 631,744 298,111

減価償却累計額 △508,011 △211,773

機械装置及び運搬具（純額） 123,733 86,338

工具、器具及び備品 7,704,569 7,908,660

減価償却累計額 △5,577,163 △5,739,087

工具、器具及び備品（純額） 2,127,406 2,169,572

土地 6,278,021 6,002,994

建設仮勘定 266,911 19,378

有形固定資産合計 13,515,724 12,963,521

無形固定資産   

ソフトウェア等 2,280,214 2,151,159

無形固定資産合計 2,280,214 2,151,159

投資その他の資産   

投資有価証券 882,130 1,372,608

長期貸付金 2,375 2,685

長期前払費用 515,837 533,175

繰延税金資産 1,523,036 1,613,261

敷金及び保証金 12,108,055 12,395,247

仕入先長期積立金 1,302,107 1,261,291

その他 112,326 69,063

貸倒引当金 △106,435 △143,980

投資その他の資産合計 16,339,434 17,103,353

固定資産合計 32,135,373 32,218,034

資産合計 68,151,614 66,945,619
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,941,218 19,994,714

短期借入金 3,870,000 2,360,000

1年内返済予定の長期借入金 5,617,300 5,454,340

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 244,729 931,423

未払消費税等 282,809 171,148

未払費用 1,736,854 1,756,138

賞与引当金 1,581,971 1,028,799

その他 3,165,356 3,543,243

流動負債合計 37,590,240 35,389,808

固定負債   

社債 80,000 110,000

長期借入金 8,863,900 9,037,000

繰延税金負債 295,587 284,432

退職給付引当金 2,458,690 2,509,736

役員退職慰労引当金 384,437 500,394

負ののれん 1,765,184 1,886,063

その他 352,810 308,619

固定負債合計 14,200,611 14,636,245

負債合計 51,790,851 50,026,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,852,437 2,852,437

資本剰余金 2,419,722 2,419,722

利益剰余金 10,944,674 11,692,878

自己株式 △182,275 △182,275

株主資本合計 16,034,558 16,782,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97,208 65,878

評価・換算差額等合計 97,208 65,878

新株予約権 67,600 67,600

少数株主持分 161,395 3,324

純資産合計 16,360,762 16,919,565

負債純資産合計 68,151,614 66,945,619
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 37,284,110

売上原価 24,364,764

売上総利益 12,919,346

販売費及び一般管理費 13,555,778

営業損失（△） △636,432

営業外収益  

受取利息 7,674

受取配当金 7,780

受取手数料 15,926

受取保証料 73,249

仕入割引 42,267

負ののれん償却額 120,879

その他 99,132

営業外収益合計 366,910

営業外費用  

支払利息 71,867

支払手数料 9,241

売上割引 346

その他 29,453

営業外費用合計 110,908

経常損失（△） △380,430

特別利益  

店舗売却益 82,535

貸倒引当金戻入額 21,355

その他 95

特別利益合計 103,986

特別損失  

固定資産売却損 7,493

固定資産除却損 211,850

減損損失 28,005

その他 7,127

特別損失合計 254,476

税金等調整前四半期純損失（△） △530,920

法人税等 5,747

少数株主損失（△） △4,064

四半期純損失（△） △532,603
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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損失（△） △530,920

減価償却費 560,432

減損損失 28,005

のれん償却額 △120,879

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,945

賞与引当金の増減額（△は減少） 531,172

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,271

退職給付引当金の増減額（△は減少） △67,432

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115,956

受取利息及び受取配当金 △15,455

支払利息 71,867

固定資産売却損益（△は益） △75,138

固定資産除却損 117,988

売上債権の増減額（△は増加） 306,413

たな卸資産の増減額（△は増加） 434,008

その他の資産の増減額（△は増加） 125,646

仕入債務の増減額（△は減少） 933,838

その他の負債の増減額（△は減少） △662,976

その他 43,480

小計 1,539,878

利息及び配当金の受取額 11,977

利息の支払額 △24,792

法人税等の支払額 △827,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 699,527

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 △165,000

有形固定資産の取得による支出 △549,045

有形固定資産の売却による収入 103,664

無形固定資産の取得による支出 △214,078

無形固定資産の売却による収入 24,478

投資有価証券の取得による支出 △301

敷金及び保証金の差入による支出 △94,868

敷金及び保証金の回収による収入 362,114

貸付金の回収による収入 310

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40,786

投資活動によるキャッシュ・フロー △573,512
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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） 1,810,000

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,510,140

社債の償還による支出 △30,000

少数株主からの払込みによる収入 120,000

配当金の支払額 △327,717

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,562,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,688,158

現金及び現金同等物の期首残高 5,004,806

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

159,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,852,951
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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 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 映像・情報関連事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメント資産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。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当社は、海外売上高がないため該当事項はありません。 

（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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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 37,601 

Ⅱ 売上原価 24,237 

売上総利益 13,364 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,124 

営業利益 240 

Ⅳ 営業外収益 390 

Ⅴ 営業外費用 91 

経常利益 539 

Ⅵ 特別利益 1 

Ⅶ 特別損失 131 

税金等調整前四半期純利益 410 

税金費用 565 

四半期純利益 △155 
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