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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 76,340 ― △1,085 ― △504 ― △888 ―
20年3月期第2四半期 77,734 15.3 289 △69.7 836 △32.7 △21 ―

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2四半期 △50.19 ―
20年3月期第2四半期 △1.23 ―

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2四半期 69,729 15,804 22.5 885.48
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2四半期  15,681百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 159,000 △2.4 1,000 △58.0 2,000 △38.5 700 △39.2 39.07

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．上記に記載した連結業績予想数値及び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2四半期  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2四半期  208,774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2四半期  17,709,468株 20年3月期第2四半期  17,709,683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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰が若干落ち着いたものの円高や世界的な金融

不安の高まり、株安等の影響により企業の景況感が悪化するとともに、景気の停滞が長期化の様相を呈しています。

 個人消費につきましても物価の上昇や年金・医療制度に対する先行きの不安感から伸び悩み総じて低調に推移しま

した。 

 このような中、当社グループ（当社及び連結子会社）は、上期に４つの施策を実施いたしました。 

（１）フォトブックの拡販 

 ①新商品の拡販・・・ケータイフォトブック「Ｃｈｕ―Ｍｅ」、ポケモンフォトブック、大判フォトブック、

           12色のカラーバリエーション                        

 ②ご自宅からネットで楽々ご注文できる「フォトブック直行便」の配布 

（２）デジタルカメラの拡販 

 ①グループ物販サイトの増強（ネットで注文して1200店で受取可能） 

 ②価格対抗、下取り強化 

（３）写真スタジオマリオの強化 

 ①ローコストオペレーションの実施 

 ②38店の出店（内36店はカメラのキタムラ内出店）と２店の移転 

（４）ＥＣ、Ｗｅｂ５つの１００万人作戦の実施 

 ５つの１００万人作戦 

 ①ホームページへの1日の訪問者数 

 ②ネット会員 

 ③メルマガ会員 

 ④ケータイ会員 

 ⑤ブログ訪問者数 

 しかしながら、本命のフォトブックは着実に伸ばしておりますが、まだ爆発にはいたっておりません。デジタルカ

メラの単価下落、デジカメプリントの伸びの鈍化、フイルムプリントの減少、景気後退による消費低迷、休日の天候

不順等により苦戦をいたしました。 

 結果、当社グループは第２四半期連結累計期間において「減収」及び「営業利益」「経常利益」「四半期純利益」

ともに赤字となり、当初の業績予想及び前年同期を下回る結果になりました。 

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の総資産は69,729百万円となり、前期末に比べて2,784百万円増加しました。また、純

資産は15,804百万円となり、前期末に比べて1,115百万円減少しました。この結果自己資本比率は22.5％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10月31日公表の「業績予想に関するお知らせ」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

られる場合に、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。 
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         ４ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判定に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、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、前連結会計年度決算において使用した

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、前連結会計年度末以降に経営環境等

に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決

算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用

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２四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。 

（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 

 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 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年

内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）四半期連結財務諸表は、

「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20年８月７日内閣

府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成し

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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,958,471 5,795,528

受取手形及び売掛金 6,901,774 6,390,552

商品 15,486,012 15,944,440

原材料及び貯蔵品 831,200 990,473

前払費用 709,458 676,071

繰延税金資産 951,165 624,562

未収入金 4,696,363 4,063,590

その他 293,834 456,076

貸倒引当金 △231,246 △213,710

流動資産合計 37,597,035 34,727,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,976,506 12,361,664

減価償却累計額 △8,002,764 △7,676,428

建物及び構築物（純額） 4,973,742 4,685,236

機械装置及び運搬具 614,421 298,111

減価償却累計額 △445,352 △211,773

機械装置及び運搬具（純額） 169,069 86,338

工具、器具及び備品 7,726,594 7,908,660

減価償却累計額 △5,617,793 △5,739,087

工具、器具及び備品（純額） 2,108,800 2,169,572

土地 6,278,021 6,002,994

建設仮勘定 24,801 19,378

有形固定資産合計 13,554,435 12,963,521

無形固定資産   

ソフトウエア 1,539,620 1,189,939

その他 901,411 961,219

無形固定資産合計 2,441,032 2,151,159

投資その他の資産   

投資有価証券 737,866 1,372,608

長期貸付金 2,065 2,685

長期前払費用 510,016 533,175

繰延税金資産 1,566,241 1,613,261

敷金及び保証金 11,988,331 12,395,247

仕入先長期積立金 1,323,780 1,261,291

その他 111,151 69,063

貸倒引当金 △102,105 △143,980

投資その他の資産合計 16,137,347 17,103,353

固定資産合計 32,132,815 32,218,034

資産合計 69,729,850 66,945,619
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,910,907 19,994,714

短期借入金 3,080,000 2,360,000

1年内返済予定の長期借入金 6,209,000 5,454,340

1年内償還予定の社債 105,000 150,000

未払法人税等 545,423 931,423

未払消費税等 137,736 171,148

未払費用 1,832,181 1,756,138

賞与引当金 1,036,330 1,028,799

その他 2,580,490 3,543,243

流動負債合計 38,437,069 35,389,808

固定負債   

社債 80,000 110,000

長期借入金 10,210,000 9,037,000

繰延税金負債 294,882 284,432

退職給付引当金 2,573,577 2,509,736

役員退職慰労引当金 395,195 500,394

負ののれん 1,646,705 1,886,063

その他 288,233 308,619

固定負債合計 15,488,594 14,636,245

負債合計 53,925,664 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 10,558,492 11,692,878

自己株式 △182,262 △182,275

株主資本合計 15,648,390 16,782,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,074 65,878

評価・換算差額等合計 33,074 65,878

新株予約権 － 67,600

少数株主持分 122,721 3,324

純資産合計 15,804,186 16,919,565

負債純資産合計 69,729,850 66,945,619
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（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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 76,340,133

売上原価 50,213,088

売上総利益 26,127,044

販売費及び一般管理費 27,212,676

営業損失（△） △1,085,631

営業外収益  

受取利息 18,378

受取配当金 39,956

受取手数料 37,163

受取保証料 147,751

仕入割引 70,746

負ののれん償却額 248,588

その他 274,845

営業外収益合計 837,430

営業外費用  

支払利息 147,740

支払手数料 54,573

売上割引 1,349

その他 52,537

営業外費用合計 256,201

経常損失（△） △504,402

特別利益  

店舗売却益 82,535

貸倒引当金戻入額 24,809

新株予約権戻入益 67,600

その他 95

特別利益合計 175,040

特別損失  

固定資産売却損 7,493

固定資産除却損 266,619

減損損失 49,546

投資有価証券評価損 33,937

その他 20,972

特別損失合計 378,568

税金等調整前四半期純損失（△） △707,929

法人税等 184,821

少数株主損失（△） △3,928

四半期純損失（△） △888,823
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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損失（△） △707,929

減価償却費 1,178,312

減損損失 49,546

のれん償却額 △248,588

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,130

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,469

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） 47,454

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △105,199

受取利息及び受取配当金 △58,335

支払利息 147,740

投資有価証券評価損益（△は益） 33,937

新株予約権戻入益 △67,600

固定資産売却損益（△は益） △75,138

固定資産除却損 293,195

売上債権の増減額（△は増加） △484,494

たな卸資産の増減額（△は増加） 628,554

その他の資産の増減額（△は増加） △534,495

仕入債務の増減額（△は減少） 2,903,527

その他の負債の増減額（△は減少） △1,291,547

その他 △34,029

小計 1,651,301

利息及び配当金の受取額 56,856

利息の支払額 △56,315

法人税等の支払額 △891,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 760,684

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 △330,000

定期預金の払戻による収入 330,000

有形固定資産の取得による支出 △1,235,930

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 △390,972

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 △1,085

投資有価証券の売却による収入 3,067

敷金及び保証金の差入による支出 △225,300

敷金及び保証金の回収による収入 510,486

子会社株式の取得による支出 △29,580

貸付金の回収による収入 620

投資その他の資産の増減額（△は増加） △126,716

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,367,267
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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） 1,020,000

長期借入れによる収入 5,000,000

長期借入金の返済による支出 △3,072,340

社債の償還による支出 △75,000

少数株主からの払込みによる収入 120,000

自己株式の売却による収入 13

配当金の支払額 △383,060

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,609,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,003,029

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 7,167,822
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

６．その他の情報 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   77,734,449 100.0 

Ⅱ 売上原価   50,414,499 64.9 

売上総利益   27,319,949 35.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   27,030,809 34.7 

営業利益   289,139 0.4 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 19,210     

２．受取配当金 9,076     

３．受取手数料 29,290     

４．受取保証料 139,710     

５．仕入割引 84,734     

６．負ののれん償却額 235,757     

７．その他 271,236 789,017 1.0 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 123,661     

２．支払手数料 48,385     

３．売上割引 1,038     

４．その他 68,159 241,244 0.3 

経常利益   836,912 1.1 

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産除却損 138,892     

２．減損損失 58,009     

３．貸倒損失 4,805 201,707 0.3 

税金等調整前中間純利益   635,205 0.8 

法人税、住民税及び事業
税 

528,796     

法人税等調整額 128,144 656,940 0.8 

中間純損失（△）   △21,734 0.0 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至  平成19年９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 

 

税金等調整前中間純利益 635,205 

減価償却費 1,086,324 

減損損失 58,009 

負ののれん償却額 △235,757 

貸倒引当金の増加額 171,205 

賞与引当金の減少額 △242 

役員賞与引当金の減少額 △24,123 

退職給付引当金の増加額 44,457 

役員退職慰労引当金の減
少額 

△60,755 

景品費等引当金の減少額 △478,722 

受取利息及び受取配当金 △28,286 

支払利息 123,661 

固定資産除却損 138,892 

貸倒損失 4,805 

売上債権の増加額 △869,036 

たな卸資産の増加額 △1,581,761 

その他資産の増加額 △260,133 

仕入債務の増加額 3,022,484 

その他負債の減少額 △86,903 

小計 1,659,322 

利息及び配当金の受取額 24,790 

利息の支払額 △119,667 

法人税等の支払額 △636,813 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

927,631 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至  平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

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 
等による支出 

△1,049,657 

無形固定資産の取得等に
よる支出 

△461,159 

敷金及び保証金の支出 △198,455 

敷金及び保証金の回収 462,046 

子会社株式の取得による
支出 

△5,000 

貸付けによる支出 △16 

貸付金の回収による収入 610 

その他投資等の増加によ
る支出 

△182,177 

投資活動におけるその他
の収支 

△2,120 

投資活動によるキャッシ・
フロー 

△1,435,931 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ・
フロー 

  

短期借入金の純減少額 △8,860,000 

長期借入れによる収入 7,800,000 

長期借入金の返済による
支出 

△2,760,168 

社債の償還による支出 △75,000 

子会社設立による少数株
主からの払い込みによる
収入 

4,000 

自己株式の取得による支
出 

△73 

自己株式の売却による収
入 

21 

配当金の支払額 △336,218 

少数株主への配当金の支
払額 

△12,001 

財務活動によるキャッシ・
フロー 

△4,239,440 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

△4,747,739 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

11,523,350 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

6,775,610 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 映像・情報関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当社は、前中間連結会計期間については、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。 

  

〔海外売上高〕 

 当社は、前中間連結会計期間については、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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