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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 120,815 ― 2,970 ― 3,822 ― 1,774 ―

20年3月期第3四半期 126,675 17.6 4,326 17.2 5,259 21.3 2,957 73.7

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3四半期 100.27 ―

20年3月期第3四半期 167.00 ―

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3四半期 72,116 18,348 25.3 1,034.21
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3四半期  18,240百万円 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 △39.3 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3四半期  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3四半期  280,838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3四半期  17,701,356株 20年3月期第3四半期  17,709,650株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧米金融危機に端を発した世界的規模の経済不安が深刻化し

たことにより重大な影響を受け、株価下落や円高など先行きの不透明感が増幅致しました。 

個人消費につきましては、ガソリン価格は低下したものの、雇用不安や景気後退感による消費者の生活防衛意識

の一層の高まりから急速に減退致しました。 

このような中、当社グループ（当社及び連結子会社）の第３四半期連結累計期間におきましては、売上高120,815

百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益2,970百万円（前年同期比31.3％減）、経常利益3,822百万円（前年同期比

27.3％減）、当期純利益1,774百万円（前年同期比40％減）であります。 

うち、第３四半期連結会計期間は、売上高44,475百万円（前年同期比9.1％減）、営業利益4,056百万円（前年同

期比0.5％増）、経常利益4,326百万円（前年同期比2.2％減）、四半期純利益2,663百万円（前年同期比10.6％減）

であります。なお、前年同期比は参考として記載しております。  

  

第３四半期の主たる要因は、以下のとおりです。 

（１）年賀状の拡販策で売り勝ち、第３四半期の収益に貢献しました。 

・年賀状総枚数4,900万枚（前年同期比12.8％増） 

  

（２）スタジオマリオは、七五三商戦において、予定通りお客様を取り込むことができました。 

・売上高前年同期比9.8％増（10月～12月） 

  

（３）デジタルカメラは、市場の低迷と単価の下落により、売上高は前年同期を下回りました。しかし、販売台数

では、前年同期を超えました。 

・売上高前年同期比6.0％減、販売台数前年同期比6.7％増（4月～12月累計） 

  
（４）10月に実施しました、店舗の統合（カメラのキタムラ、カメラのきむら、ＳＮＡＰＳ！をひとつの事業部に

統合）により、コストの削減効果が出始めました。 

・３社の10～12月の営業費は、 

株式会社キタムラ 前年同期比3.0％減 

株式会社カメラのきむら 前年同期比12.7％減 

スナップス販売株式会社 前年同期比8.8％減 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は72,116百万円となり、前期末に比べて5,171百万円増加しました。また、

純資産は18,348百万円となり、前期末に比べて1,429百万円増加しました。この結果自己資本比率は25.3％となりま

した。  

  

  

 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「業績予想の修正に関するお知らせ」に

修正はございません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

   

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。 

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 

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 

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 
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 ２ 棚卸資産の評価方法 

 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、第２四半期連結会計期間末に

係る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。 

 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。 

         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。  

  

（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 

 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。 

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、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 

 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、この変更による損益への影響は軽微であります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,031,367 5,795,528

受取手形及び売掛金 8,199,100 6,390,552

商品 18,000,039 15,944,440

原材料及び貯蔵品 1,206,562 990,473

前払費用 752,977 676,071

繰延税金資産 613,902 624,562

未収入金 5,434,974 4,063,590

その他 230,631 456,076

貸倒引当金 △161,088 △213,710

流動資産合計 40,308,468 34,727,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,894,486 12,361,664

減価償却累計額 △8,074,864 △7,676,428

建物及び構築物（純額） 4,819,622 4,685,236

機械装置及び運搬具 822,541 298,111

減価償却累計額 △473,566 △211,773

機械装置及び運搬具（純額） 348,975 86,338

工具、器具及び備品 7,739,057 7,908,660

減価償却累計額 △5,734,965 △5,739,087

工具、器具及び備品（純額） 2,004,092 2,169,572

土地 6,080,376 6,002,994

建設仮勘定 62,045 19,378

有形固定資産合計 13,315,112 12,963,521

無形固定資産   

ソフトウエア 1,619,095 1,189,939

その他 975,174 961,219

無形固定資産合計 2,594,269 2,151,159

投資その他の資産   

投資有価証券 550,699 1,372,608

長期貸付金 1,755 2,685

長期前払費用 520,448 533,175

繰延税金資産 1,623,719 1,613,261

敷金及び保証金 11,876,723 12,395,247

仕入先長期積立金 1,346,905 1,261,291

その他 103,409 69,063

貸倒引当金 △124,757 △143,980

投資その他の資産合計 15,898,904 17,103,353

固定資産合計 31,808,287 32,218,034

資産合計 72,116,755 66,945,619
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 23,092,352 19,994,714

短期借入金 3,400,000 2,360,000

1年内返済予定の長期借入金 6,255,500 5,454,340

1年内償還予定の社債 95,000 150,000

未払法人税等 1,347,379 931,423

未払消費税等 262,074 171,148

未払費用 1,987,306 1,756,138

賞与引当金 500,870 1,028,799

その他 2,344,088 3,543,243

流動負債合計 39,284,571 35,389,808

固定負債   

社債 60,000 110,000

長期借入金 9,403,030 9,037,000

繰延税金負債 264,097 284,432

退職給付引当金 2,591,509 2,509,736

役員退職慰労引当金 353,980 500,394

負ののれん 1,528,226 1,886,063

その他 282,649 308,619

固定負債合計 14,483,493 14,636,245

負債合計 53,768,065 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 13,222,223 11,692,878

自己株式 △216,463 △182,275

株主資本合計 18,277,920 16,782,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,043 65,878

評価・換算差額等合計 △37,043 65,878

新株予約権 － 67,600

少数株主持分 107,812 3,324

純資産合計 18,348,689 16,919,565

負債純資産合計 72,116,755 66,945,619
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 120,815,515

売上原価 77,644,965

売上総利益 43,170,549

販売費及び一般管理費 40,199,991

営業利益 2,970,557

営業外収益  

受取利息 26,621

受取配当金 44,036

受取手数料 54,538

受取保証料 218,230

仕入割引 102,795

負ののれん償却額 367,067

その他 392,430

営業外収益合計 1,205,720

営業外費用  

支払利息 218,051

支払手数料 64,646

売上割引 2,212

その他 68,881

営業外費用合計 353,792

経常利益 3,822,485

特別利益  

店舗売却益 82,535

貸倒引当金戻入額 29,176

新株予約権戻入益 67,600

その他 408

特別利益合計 179,720

特別損失  

固定資産売却損 88,035

固定資産除却損 352,045

減損損失 104,432

投資有価証券評価損 102,883

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 27,175

その他 25,342

特別損失合計 699,915

税金等調整前四半期純利益 3,302,291

法人税等 1,546,220

少数株主損失（△） △18,837

四半期純利益 1,774,907
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 44,475,382

売上原価 27,431,877

売上総利益 17,043,505

販売費及び一般管理費 12,987,315

営業利益 4,056,189

営業外収益  

受取利息 8,242

受取配当金 4,079

受取手数料 17,375

受取保証料 70,478

仕入割引 32,049

負ののれん償却額 118,479

その他 117,584

営業外収益合計 368,289

営業外費用  

支払利息 70,310

支払手数料 10,073

売上割引 862

その他 16,344

営業外費用合計 97,591

経常利益 4,326,888

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,366

その他 313

特別利益合計 4,679

特別損失  

固定資産売却損 80,542

固定資産除却損 85,426

減損損失 54,886

投資有価証券評価損 68,946

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 27,175

その他 4,370

特別損失合計 321,347

税金等調整前四半期純利益 4,010,221

法人税等 1,361,399

少数株主損失（△） △14,908

四半期純利益 2,663,730
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 3,302,291

減価償却費 1,874,616

減損損失 104,432

のれん償却額 △367,067

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,375

賞与引当金の増減額（△は減少） △549,929

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） 65,386

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △146,413

受取利息及び受取配当金 △70,657

支払利息 218,051

投資有価証券評価損益（△は益） 102,883

新株予約権戻入益 △67,600

固定資産売却損益（△は益） 5,090

固定資産除却損 362,417

売上債権の増減額（△は増加） △1,781,819

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,260,834

その他の資産の増減額（△は増加） △1,232,103

仕入債務の増減額（△は減少） 3,084,972

その他の負債の増減額（△は減少） △1,231,791

その他 △35,847

小計 1,319,430

利息及び配当金の受取額 65,984

利息の支払額 △77,120

法人税等の支払額 △1,153,498

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,795

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 △495,000

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 △1,882,117

有形固定資産の売却による収入 214,111

無形固定資産の取得による支出 △736,025

無形固定資産の売却による収入 66,343

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 △291,041

敷金及び保証金の回収による収入 617,972

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 930

投資その他の資産の増減額（△は増加） △145,219

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,347,643
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） 1,339,510

長期借入れによる収入 5,800,000

長期借入金の返済による支出 △4,632,810

社債の償還による支出 △105,000

少数株主からの払込みによる収入 120,000

自己株式の取得による支出 △34,219

自己株式の売却による収入 32

配当金の支払額 △383,701

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,103,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89,036

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 5,075,756

㈱キタムラ(2719)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

9



 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。

   

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 当社は、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」  
前年同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３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  126,675

Ⅱ 売上原価  81,248

売上総利益  45,427

Ⅲ 販売費及び一般管理費  41,100

営業利益  4,326

Ⅳ 営業外収益  1,211

Ⅴ 営業外費用  278

経常利益  5,259

Ⅵ 特別損失  228

税金等調整前四半期純利益  5,030

税金費用  2,073

少数株主損失（△）  △0

四半期純利益  2,957
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