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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 4,636 ― △1,379 ― △1,378 ― △897 ―
20年12月期第1四半期 4,707 12.4 △1,049 ― △1,051 ― △764 ―

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12月期第1四半期 △52.21 ―
20年12月期第1四半期 △44.51 ―

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12月期第1四半期 17,332 9,723 55.1 556.32
20年12月期 17,262 11,031 62.8 631.06

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  9,557百万円 20年12月期  10,841百万円

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12月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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

11,500 ― △1,150 ― △1,200 ― △1,050 ― △61.12

通期 32,000 1.8 3,450 9.4 3,350 11.9 1,550 10.5 90.22
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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  無  

(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】 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．上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、実際の業績等は今後発生するさまざまな要因により異なる
結果と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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期第1四半期 17,185,650株 20年12月期  17,185,650株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  5,940株 20年12月期  5,940株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 17,179,710株 20年12月期第1四半期 17,179,813株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、国際金融市場の混乱による世界経済の減速を受け、企業収益の

大幅な悪化や設備投資の減少、雇用情勢の悪化など、一段と景気の悪化が顕著となりました。 

このような経営環境の下、当社グループのこども写真事業は、競争市場において他社と明確に差別化し圧倒的なお客

様の支持を得るため、昨年、一昨年に引き続きベッキーデザインの撮影用こども衣装（和装、洋装）を導入するととも

に、今年度は同デザインの入園入学撮影用こども衣装を導入いたしました。また、ディズニー製品におきましては、２種

類の台紙（ミッキーブルーダイヤ、ミニーピンクパール）を導入いたしました。 

営業面においては、ベッキーデザインの入園入学用衣装を導入したこともあり、入園入学の撮影件数は前年同期比で

12.2％の増加となりました。また、七五三撮影件数は、営業の平準化を目的とした「Happy Birthday 七五三」の取り組

みにより、前年同期比で6.7％の増加となりました。そのほか、スタジオアリスを体験していただく「みんななかよし撮

影会～アリスデビューしませんか？～」のキャンペーンや、昨年度に引き続き、お宮参り、お誕生日撮影が好調に推移

し、直営全店の合計撮影件数は、前年同期比で10.6%の増加となりました。 

国内の出店状況につきましては、移転２店舗を含み７店舗を出店（内、小商圏型１店）し、次世代型への改装および

区画移動はそれぞれ12店舗、１店舗実施いたしました。退店は、移転による２店舗であります。また、海外におきまして

は、韓国のこども写真館１店舗を退店いたしました。 

その結果、当第１四半期末の店舗数は、国内こども写真館382店舗（直営店舗368店・フランチャイズ店舗14店）、ペ

ット写真館１店舗、韓国の子会社におけるこども写真館５店舗、中国の子会社におけるこども写真館１店舗、台湾の合弁

会社におけるこども写真館２店舗を含め、391店舗となっております。 

婚礼衣装製造卸売事業につきましては、昨年度に引き続いてタレントのベッキーがデザインしたウエディングドレス

の発表を行いました。また、上海久華紗工場では、国内及び海外の協力工場から順次生産の移転を行うとともに、生産量

の増加に向けた従業員の増員を図りました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は4,636百万円（前年同期比1.5％の減少）、 

営業損失は1,379百万円（対前年同期329百万円の損失増加）、経常損失は1,378百万円（対前年同期326百万円の損失増

加）、四半期純損失は897百万円（対前年同期132百万円の損失増加）となりました。 

 なお、当社子会社の合併（※注）により、旧株式会社マリモ（婚礼衣装製造卸売事業）の決算期を昨年度の通期決算か

ら変更したため、前年と当年で旧株式会社マリモ事業の連結対象期間が異なっております。 

参考までに、当第１四半期の連結会計期間と同様の期間で比較しますと、連結売上高は前年同期比で4.5％の増加となり

ます。 

※注：平成20年12月1日付で株式会社ジェイヴィスを存続会社とする株式会社マリモとの合併を実施し、商号を株式会社

ＭＡＲＩＭＯ＆ＪＶＩＳに変更。 

  

  

  （１）資産、負債及び純資産の状況 

   ① 資産の状況 

      当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比べ69百万円増加し17,332百万円となり

     ました。 

      流動資産は、法人税等及び配当金の支払い等などにより、前連結会計年度末と比べ278百万円減少の6,618百

     万円となりました。 

      固定資産は新規出店による有形固定資産の増加、減価償却による有形固定資産の減少等などにより、前連結

     会計年度末と比べ348百万円増加の10,713百万円となりました。 

  

     ② 負債の状況 

         当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ1,377百万円増加し7,608百万円とな

     りました。 

      流動負債は短期借入金の増加、リース債務の増加、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末と比べ

     1,255百万円増加の7,010百万円となりました。 

      固定負債はリース債務の増加等により、前連結会計年度末と比べ121百万円増加の598百万円となりました。

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
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     ③ 純資産の状況 

         当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結年度末と比べ1,307百万円減少し9,723百万円となり

     ました。 

         これは主に、当第１四半期純利益（損失）及び前年度の剰余金の処分（配当金支払い）などによるもので 

     す。 

  

  （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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計期間末

    に比べ655百万円減少し、2,268百万円となりました。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） 

     営業活動の結果使用した資金は、1,613百万円となりました。その主な内訳は、減少要因として、税金等調 

    整前四半期純損失1,442百万円、法人税等の支払額691百万円、増加要因として、減価償却費340百万円であ 

    ります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     投資活動の結果使用した資金は、502百万円となりました。その主な内訳は減少要因として、写真スタジオ 

    の新規出店及び既存店の改装・設備追加等にかかる支出524百万円であります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     財務活動の結果得られた資金は、1,461百万円となりました。その主な内訳は増加要因として、短期借入金 

    の増加額1,666百万円、減少要因として、配当金の支払額429百万円であります。 

  

当第１四半期連結会計期間までの業績は概ね当初計画どおり推移しており、平成21年２月９日に公表いたしました第

２四半期連結会計期間および通期の業績予想に変更はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

該当事項はありません。 

  

  

 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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更につきましては、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、評価基準について

は原価法から原価法（収益性の低下に基づき簿価切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法に

よった場合に比べて、税金等調整前四半期純損失が93,341千円増加しております。なお、セグメント情報に与え

る影響額は、当該箇所に記載しております。 

 ③所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、従来、賃貸借取引係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

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

（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
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会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに

伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする

定額法を採用しております。これによる損益に与える影響額は軽微であります。また、四半期連結キャッシュフ

ロー計算書において営業活動による資金支出が33,725千円減少、投資活動における資金支出が258,350千円増

加、財務活動における資金収入が224,624千円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響額は、当

該箇所に記載しております。また、リース取引開始がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,595,237 3,250,694

受取手形及び売掛金 1,000,226 1,128,519

商品 80,899 75,152

製品 205,053 158,495

原材料 898,618 788,755

仕掛品 152,038 198,329

貯蔵品 38,392 42,344

繰延税金資産 749,320 230,990

その他 954,849 1,069,198

貸倒引当金 △55,700 △44,700

流動資産合計 6,618,936 6,897,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,340,048 7,204,957

減価償却累計額 △3,287,255 △3,214,294

建物及び構築物（純額） 4,052,792 3,990,663

機械装置及び運搬具 744,948 709,944

減価償却累計額 △390,010 △348,845

機械装置及び運搬具（純額） 354,938 361,099

工具、器具及び備品 2,683,219 2,604,082

減価償却累計額 △1,958,976 △1,868,562

工具、器具及び備品（純額） 724,243 735,519

土地 650,076 650,076

リース資産 258,350 －

減価償却累計額 △9,661 －

リース資産（純額） 248,689 －

建設仮勘定 6,106 －

有形固定資産合計 6,036,845 5,737,358

無形固定資産   

のれん 589,299 610,494

その他 389,787 398,943

無形固定資産合計 979,086 1,009,438

投資その他の資産   

投資有価証券 72,366 72,363

長期貸付金 159,888 159,888

繰延税金資産 633,595 592,461

敷金及び保証金 2,875,006 2,840,367

その他 31,608 23,147

貸倒引当金 △75,000 △70,000

投資その他の資産合計 3,697,464 3,618,228

固定資産合計 10,713,397 10,365,025

資産合計 17,332,334 17,262,805
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 424,484 504,399

短期借入金 3,761,670 2,095,002

未払法人税等 79,522 759,885

リース債務 189,204 －

賞与引当金 5,103 7,548

未払費用 871,727 962,639

その他 1,678,444 1,424,757

流動負債合計 7,010,157 5,754,231

固定負債   

退職給付引当金 248,225 239,066

繰延税金負債 19,956 21,654

リース債務 175,381 －

その他 154,957 216,471

固定負債合計 598,520 477,192

負債合計 7,608,678 6,231,424

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,885,950 1,885,950

資本剰余金 2,055,449 2,055,449

利益剰余金 5,635,513 6,962,041

自己株式 △8,971 △8,971

株主資本合計 9,567,942 10,894,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △160 △161

為替換算調整勘定 △10,412 △52,849

評価・換算差額等合計 △10,572 △53,011

少数株主持分 166,286 189,923

純資産合計 9,723,655 11,031,381

負債純資産合計 17,332,334 17,262,805
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,636,529

売上原価 4,339,816

売上総利益 296,712

販売費及び一般管理費 1,676,247

営業損失（△） △1,379,535

営業外収益  

受取利息 1,227

受取家賃 8,425

為替差益 13,196

受取手数料 4,431

雑収入 8,274

営業外収益合計 35,555

営業外費用  

支払利息 11,085

賃貸費用 2,739

店舗解約損 15,242

貸倒引当金繰入額 5,000

雑損失 36

営業外費用合計 34,103

経常損失（△） △1,378,083

特別損失  

固定資産廃棄損 48,365

減損損失 15,729

特別損失合計 64,095

税金等調整前四半期純損失（△） △1,442,178

法人税、住民税及び事業税 39,656

法人税等調整額 △561,163

法人税等合計 △521,506

少数株主損失（△） △23,637

四半期純損失（△） △897,034
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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21年１月１日 
 至 平成21年３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損失（△） △1,442,178

減価償却費 340,840

のれん償却額 21,195

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,039

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,158

受取利息 △1,227

支払利息 11,085

為替差損益（△は益） △10,235

有形固定資産廃棄損 42,561

減損損失 15,729

売上債権の増減額（△は増加） 135,774

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,722

仕入債務の増減額（△は減少） △90,995

未払消費税等の増減額（△は減少） △80,021

その他の流動資産の増減額（△は増加） 243,185

その他の流動負債の増減額（△は減少） 33,435

その他 △59,273

小計 △913,729

利息の受取額 1,033

利息の支払額 △8,696

法人税等の支払額 △691,767

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,613,159

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 △456,828

無形固定資産の取得による支出 △14,298

差入保証金の差入による支出 △53,635

差入保証金の回収による収入 19,597

その他 2,632

投資活動によるキャッシュ・フロー △502,533

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） 1,666,668

セール・アンド・リースバックによる収入 239,694

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15,069

配当金の支払額 △429,492

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,461,799

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △655,456

現金及び現金同等物の期首残高 2,924,413

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,268,956
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品又は役務の種類、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

     ２．各区分に属する主要な製品・役務の内容 

      こども写真事業   ……スタジオ写真の撮影・制作・加工、ディスプレイ制作、印刷等 

      婚礼衣装製造卸売事業……婚礼用ドレス・撮影用衣装等の制作・販売 

    ３．会計処理の方法の変更（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

     「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」（１）に記載のとおり、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）を適 

      用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が、こども写真事業で705 

      千円、婚礼衣装製造棚売事業で92,635千円それぞれ増加しております。 

     ４．会計処理の方法の変更（リース取引に関する会計基準） 

     「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」1.（２）に記載のとおり、当第１四半 

           期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

      計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

           計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

           正））を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響額は軽微であります。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31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。 

  

 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〕

  
こども写真事業

（千円） 

婚礼衣装製造 
卸売事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社  
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                          

(1）外部顧客に対する売上高  4,300,382  336,146  4,636,529  －  4,636,529

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－  328,509  328,509  (△328,509)  －

計  4,300,382  664,655  4,965,038  (△328,509)  4,636,529

 営業利益（又は営業損失）  (942,834)  (412,686)  (1,355,521)  (24,014)  (1,379,535)

〔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
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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1四半期連結累計期間（平成20年1月1日～3月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 

第1四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  4,707

Ⅱ 売上原価  4,340

売上総利益  366

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,416

営業損失  1,049

Ⅳ 営業外収益  13

Ⅴ 営業外費用  15

経常損失  1,051

Ⅵ 特別利益  14

Ⅶ 特別損失  147

税金等調整前四半期純損失  1,184

税金費用  △420

四半期純損失  764
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