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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 5,101 ― △163 ― △103 ― △70 ―
20年3月期第1四半期 5,645 2.6 120 191.1 181 141.8 190 472.6

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 △13.62 ―
20年3月期第1四半期 36.03 ―

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 13,620 4,317 31.7 841.16
20年3月期 15,201 4,613 30.3 891.52

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,317百万円 20年3月期  4,613百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

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 11,600 △2.9 10 △94.8 100 △55.9 50 △48.2 9.66
通期 25,000 △0.9 500 6.9 600 2.4 400 41.8 77.30

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）  有  

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(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３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(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４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(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 
 
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こと可能性があります。業績予想に関する事項は、【定性的情報・財務情報等】 ３．連結業績に関する定性的情報 をご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 2 社 （社名 デジプリ（株）、ITエージェント（株） ）

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  6,132,582株 20年3月期  6,132,582株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  999,457株 20年3月期  958,099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  5,154,011株 20年3月期第1四半期  5,286,471株



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、原材料価格高騰に伴うコスト増を主因として、企業収益は

急速に落ち込み、企業の景況感も大幅に悪化しており、個人消費も物価上昇に伴う実質所得の減少などを背景と

して、消費者心理は悪化し続けております。

　国内写真関連市場においては、引続きデジタル化が拡大する一方で、デジタルカメラで撮影した写真の新しい

楽しみ方を求める需要が拡がる状況にあり、今まで以上にデジタルデータを利用した新しい付加価値プリント

サービスの提供が急務となっております。

　このような経済状況のもとで、当社グループは、新たな成長軌道に乗せるために、徹底した経営効率化と将来

にわたり安定的に収益を確保できる事業の再構築に取り組んでまいりました。平成20年４月にその活動の一環と

してインターネットによるデジタルプリントサービスを営むデジプリ株式会社及びＷｅｂ販売サイトを運営する

ＩＴエージェント株式会社を当社に吸収合併の方法で事業統合いたしました。

　

　部門別における概況と業績は、次のとおりであります。　

①写真サービス関連部門　

　写真サービス関連部門においては、写真の新しい楽しみ方を求める顧客ニーズに対応するため、新しい付加価

値プリントメニュー、新商品等の開発を積極的に推進してまいりましたが、採算不振店舗の閉店による店舗数の

減少や休日の天候不良などの影響による来客数減少により、写真サービス関連部門の売上高は、44億68百万円と

なりました。 

②携帯部門　

　携帯部門においては、積極的に独自のショップネットーワークを生かしたサービス展開を進めてきましたが、

新販売方式（割賦方式）の導入など、携帯電話市場を取り巻く環境の変化による影響は継続しており、携帯部門

の売上高は、６億33百万円となりました。

 

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は51億１百万円となり、営業損失１億63百万円、経

常損失１億３百万円、四半期純損失70百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1）財政状態の状況　

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末の総資産の額は136億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億80百万円の減少

となりました。この要因は主として、持分法適用関連会社であるジグノシステムジャパン株式会社の全株式を譲渡

したことにより投資有価証券が16億15百万円減少し、その譲渡代金が入金したものの、有利子負債の圧縮等により

現金及び預金の増加が４億19百万円となったことによるものです。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債の額は、93億２百万円となり前連結会計年度末に比べ12億85百万円の減少と

なりました。この要因は主として、買掛金の減少３億１百万円及び有利子負債の圧縮により短期借入金が２億55百

万円及び長期借入金が２億28百万円それぞれ減少したことによるものです。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産の額は、43億17百万円となり前連結会計年度末に比べ２億95百万円の減少

となりました。この要因は主として、配当金の支払額２億６百万円などにより利益剰余金が２億77百万円減少し、

自己株式が29百万円増加したことなどによるものであります。また、当第１四半期連結会計期間末における自己資

本比率は、31.7％となっております。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億19百万円増加し、21億２百

万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは１億55百万円の支出となりました。この要因は主として、売上債権の減少

による収入が２億55百万円となったものの、仕入債務の減少による支出が３億１百万円となったことなどによるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは12億72百万円の収入となりました。この要因は主として、持分法適用関連

会社であるジグノシステムジャパン株式会社の全株式を譲渡したことによる収入16億５百万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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは６億98百万円の支出となりました。この要因は主として、短期借入金の減

少による支出１億68百万円及び長期借入金の返済による支出３億15百万円並びに配当金の支払による支出１億86百

万円など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

　連結業績予想につきましては、第２四半期以降において、売上・利益の拡大を見込んでいることなどから、平成

20年５月16日に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想数値については、変更しておりませ

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）

　デジプリ株式会社及びITエージェント株式会社は、当第１四半期連結会計期間において当社との合併により解

散したため、連結の範囲から除外しております。　

（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市場価格のない株式の減損処理

市場価格のない株式の発行会社の財政状態が悪化しているかどうかの判断にあたっては、四半期会計期末

までに入手し得る直近の財務諸表を使用する方法によっております。

②たな卸資産の評価方法

たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味実現価額を見積り、

簿価の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定しており

ます。

④固定資産の減損兆候の決定方法

減損の兆候にあたっては、前連結会計年度末以降に使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループ

の回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する

事案が発生したかどうかについて留意し、兆候を把握するか否か決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特有の会計処理　　

　該当事項はありません。　　
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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　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。

②　会計処理基準に関する事項の変更

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、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」（企業会計基準第９号　平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　この変更による営業利益、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。
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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 2,102,137 1,682,957

受取手形及び売掛金 536,577 837,054

商品 571,366 601,031

製品 16,539 19,481

原材料 112,087 115,246

貯蔵品 35,556 42,304

その他 1,162,606 1,236,857

貸倒引当金 △2,854 △46,224

流動資産合計 4,534,017 4,488,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,941,424 3,003,649

減価償却累計額 △2,214,815 △2,220,839

建物及び構築物（純額） 726,609 782,809

機械装置及び運搬具 5,156,923 4,927,285

減価償却累計額 △3,075,036 △3,014,577

機械装置及び運搬具（純額） 2,081,886 1,912,707

土地 1,344,924 1,344,924

その他 1,279,472 1,266,777

減価償却累計額 △825,328 △789,100

その他（純額） 454,144 477,677

有形固定資産合計 4,607,564 4,518,119

無形固定資産   

のれん 171,522 190,514

その他 321,676 322,222

無形固定資産合計 493,199 512,736

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,958,730 3,000,613

その他 1,438,921 3,067,578

貸倒引当金 △412,088 △386,610

投資その他の資産合計 3,985,563 5,681,582

固定資産合計 9,086,326 10,712,438

資産合計 13,620,344 15,201,146



（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 601,457 903,394

短期借入金 2,309,500 2,565,000

1年内償還予定の社債 240,000 240,000

未払法人税等 23,135 56,562

賞与引当金 80,805 180,028

ポイント引当金 189,994 197,799

その他 1,263,265 1,495,754

流動負債合計 4,708,159 5,638,539

固定負債   

社債 280,000 280,000

長期借入金 2,093,500 2,321,500

退職給付引当金 624,641 645,050

負ののれん 731,438 797,932

長期預り保証金 732,603 767,150

繰延税金負債 95,266 103,238

その他 36,932 34,594

固定負債合計 4,594,382 4,949,465

負債合計 9,302,541 10,588,004

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,880 1,017,880

資本剰余金 265,346 265,346

利益剰余金 3,817,783 4,094,955

自己株式 △776,651 △747,615

株主資本合計 4,324,358 4,630,566

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,555 △20,263

為替換算調整勘定 － 2,839

評価・換算差額等合計 △6,555 △17,424

純資産合計 4,317,802 4,613,141

負債純資産合計 13,620,344 15,201,146



（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 5,101,847

売上原価 2,581,200

売上総利益 2,520,646

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び販売促進費 240,566

給料手当及び賞与 365,513

賞与引当金繰入額 76,796

退職給付費用 15,321

雑給 590,676

消耗品費 161,518

賃借料 409,768

のれん償却額 18,991

その他の販売費及び一般管理費 804,698

販売費及び一般管理費合計 2,683,849

営業損失（△） △163,203

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,689

負ののれん償却額 66,494

その他 25,909

営業外収益合計 94,093

営業外費用  

支払利息 25,297

その他 9,162

営業外費用合計 34,460

経常損失（△） △103,570

特別利益  

固定資産売却益 129,437

貸倒引当金戻入額 2,394

償却債権取立益 352

特別利益合計 132,184

特別損失  

減損損失 71,717

固定資産除却損 1,651

投資有価証券評価損 582

関係会社株式売却損 19,079

店舗閉鎖損失 7,917

賃貸借契約解約損 2,074

特別損失合計 103,022

税金等調整前四半期純損失（△） △74,408

法人税、住民税及び事業税 7,955

法人税等調整額 △12,171

法人税等合計 △4,215

四半期純損失（△） △70,192



（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（△） △74,408

減価償却費 291,005

減損損失 71,717

のれん償却額 18,991

負ののれん償却額 △66,494

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,394

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,409

ポイント引当金の増減額（△は減少） △7,804

受取利息及び受取配当金 △1,689

支払利息 25,297

固定資産売却損益（△は益） △129,437

固定資産除却損 1,651

投資有価証券評価損益（△は益） 582

関係会社株式売却損益（△は益） 19,079

売上債権の増減額（△は増加） 255,908

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,514

仕入債務の増減額（△は減少） △301,936

その他 △251,090

小計 △128,917

利息及び配当金の受取額 31,444

利息の支払額 △16,516

法人税等の支払額 △41,213

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,202

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 △498,148

有形固定資産の売却による収入 171,990

無形固定資産の取得による支出 △24,573

投資有価証券の取得による支出 △6,825

関係会社株式の売却による収入 1,605,466

貸付金の回収による収入 3,417

その他 21,631

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,272,958

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） △168,000

長期借入金の返済による支出 △315,500

自己株式の取得による支出 △29,035

配当金の支払額 △186,344

財務活動によるキャッシュ・フロー △698,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 419,180

現金及び現金同等物の期首残高 1,682,957

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,102,137



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。

（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）　

　当社グループはイメージングサービス事業及びこれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため該当事項はありません。　

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）　

　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）　

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　6,132千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　999千株

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 206,979 40.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

－ 1 －



「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

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

　区分 金額（千円）

Ⅰ　売上高 5,645,918

Ⅱ　売上原価 2,805,296

　　売上総利益 2,840,622

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

販売促進費及び広告宣伝費 200,868

給与手当及び賞与 345,553

賞与引当金繰入額 91,456

退職給付費用 15,591

雑給 618,595

消耗品費及び修繕費 199,347

賃借料及びリース料 462,145

のれん償却額 28,065

その他 758,398

販売費及び一般管理費合計 2,720,021

営業利益 120,600

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 2,731

仕入割引 8,605

持分法による投資利益 7,522

負ののれん償却額 66,494

その他 14,587

営業外収益計 99,941

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 29,986

その他 8,789

営業外費用計 38,775

経常利益 181,765

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益 28,944

投資有価証券売却益 23

償却債権取立益 4,777

特別利益合計 33,745

－ 2 －



 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

　区分 金額（千円）

Ⅶ　特別損失  

固定資産除却損 7,279

店舗閉鎖損失 4,711

特別損失合計 11,990

税金等調整前四半期純利益 203,520

法人税、住民税及び事業税 13,057

　法人税等調整額 －

　法人税等合計 13,057

　四半期純利益 190,463

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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　 203,520

減価償却費 291,625

のれん償却額 28,065

負ののれん償却額 △66,494

退職給付引当金の増減額（減少：△） 1,907

ポイント引当金の増減額（減少：△） 30,925

受取利息及び受取配当金 △3,599

持分法による投資利益 △7,522

支払利息 29,986

固定資産売却益 △28,944

固定資産除却損 7,279

投資有価証券売却益 △23

売上債権の増減額（増加：△）　 176,381

たな卸資産の増減額（増加：△）　 △139,102

仕入債務の増減額（減少：△） 286,328

その他 △823,832

小計 △13,498

利息及び配当金の受取額 33,510

利息の支払額 △20,827

法人税等の支払額 △118,913

営業活動によるキャッシュ・フロー △119,728

Ⅱ　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　 △364,579

有形固定資産の売却による収入 45,099

無形固定資産の取得による支出 △227,877

投資有価証券の売却による収入 23

子会社株式の追加取得による支出 △800

貸付金による支出 △270,000

貸付金の回収による収入 35,280

その他　 17,248

投資活動によるキャッシュ・フロー △765,604

－ 4 －



前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（減少：△）　 196,000

長期借入金の返済による支出 △313,540

自己株式の取得による支出　 △17,400

配当金の支払額　 △79,473

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,414

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 252

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △1,099,496

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,628,584

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,529,088

－ 5 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　当社グループはイメージングサービス事業及びこれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　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

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

－ 6 －
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