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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 7,314 △43.6 △1,361 ― △1,086 ― △1,165 ―

21年3月期第1四半期 12,969 ― 887 ― 1,458 ― 799 ―

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

22年3月期第1四半期 △32.71 ―

21年3月期第1四半期 22.44 ―

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

22年3月期第1四半期 96,808 84,797 87.6 2,380.99
21年3月期 96,448 84,646 87.8 2,376.77

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  84,797百万円 21年3月期  84,646百万円

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

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

16,870 △35.4 △4,850 ― △4,470 ― △4,420 ― △124.11

通期 37,770 △16.9 △6,920 ― △6,250 ― △6,310 ― △177.18
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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  有  
(注)詳細は、５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） 

(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 

上記の予想は発表日現在において、入手可能な情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや様々な要因の変化により、実際の業績は業績予想と
は異なる可能性があります。なお、業績予想に関連する事項については、添付資料の４ページを参照して下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 36,190,872株 21年3月期  36,190,872株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  576,646株 21年3月期  576,646株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 35,614,226株 21年3月期第1四半期 35,614,336株
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当第１四半期における当社グループを取り巻く経済環境は、一部では回復の兆しが見られたものの、設
備投資の面では依然米国発の金融危機の影響が色濃く、大幅な減少傾向が継続しています。 
このような状況のなか、当社グループでは引続きプリント需要の拡大を目指し、継続的に写真関連事業

を徹底して見直してまいりました。 
しかしながら、世界的なデジタルカメラの普及により、ショット数は確実に伸びているものの、エマー

ジング市場においてもフィルムプリントの需要が更に後退しており、世界的な消費動向の減退も相俟っ
て、ミニラボ店でのプリント需要全体としては依然厳しい状況が続いております。 
その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、73億14百万円(前年同期比43.6％減)と

なりました。内訳としては国内売上高が17億11百万円(前年同期比1.4％減)、海外売上高は56億３百万円
(前年同期比50.1％減)となりました。 
販売費及び一般管理費につきましては、コスト構造の再構築に取組み、更なる経費の圧縮に努めたこと

により、54億77百万円(前年同期比16.7％減)となりましたが、売上高の大幅な減少により、営業損失は13
億61百万円(前期は営業利益８億87百万円)となりました。 
また、営業外損益につきましては、２億75百万円(前年同期比51.8％減)の利益となり、経常損失は10億

86百万円(前期は経常利益14億58百万円)、当期純損失は11億65百万円(前期は当期純利益7億99百万円)と
なりました。 
  
主要地域別の販売状況は以下のとおりであります。 

  

日本国内におきましては、基盤事業分野である写真関連事業において、新製品導入によるミニラボ店
の集客力の向上と店頭プリントの効率化支援を引続き提案してまいりましたが、市場環境は依然好転せ
ず、売上高は17億11百万円(前年同期比1.4％減)とほぼ前年並みに留まりました。 

  

北米におきましては、連結売上高の３割強を占める 重点地域であり、顧客毎や市場に応じた販売戦
略を強化しておりますが、米国における金融危機による信用収縮や消費低迷の影響で大手顧客が設備投
資を控える状態が継続し、売上高は25億50百万円(前年同期比41.6％減)と前年同期を大きく下回りまし
た。 

  

ヨーロッパにおきましては、銀塩機からドライ機へのシフトが想定以上に緩慢である事、北米同様金
融危機による信用収縮や消費低迷の影響に加え、東欧諸国通貨の対ユーロ安が継続している事から、顧
客の買い控えがより顕著となり、売上高は８億29百万円(前年同期比70.1％減)と前年同期を大きく下回
りました。 

  

アジア・オセアニアにおきましては、若干緩和されつつあるものの依然円高状況が継続し、世界的な
金融危機による信用収縮や消費低迷の影響により、依然顧客の買い控え姿勢に変化はなく、売上高は13
億70百万円(前年同期比38.1％減)と前年同期を大きく下回りました。 

  

その他の地域におきましては、中南米諸国通貨の対ドル安が継続したことに加え、アジア・オセアニ
アと同様の理由により、全般的に低調な販売状況となり、売上高は８億52百万円(前年同期比54.7％減)
と前年同期を大きく下回りました。 

  

この結果、当社グループの海外売上高は56億３百万円(前年同期比50.1％減)となり、連結売上高全体
に占める海外売上高比率は、76.6％と前年同期から10ポイント低下しました。 

  

【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

【日  本】

【北  米】

【ヨーロッパ】

【アジア・オセアニア】

【そ の 他】
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(資産) 

当第１四半期末における総資産は968億８百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億60百万円
増加しました。 
流動資産は、11億93百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が21億82百万円、たな卸資

産が８億30百万円増加したことと、満期償還により有価証券が７億64百万円減少したことによるもので
す。 
固定資産は、８億33百万円の減少となりました。これは主に有価証券への振替により投資有価証券が

９億６百万円減少したことによるものです。 
  

(負債) 

負債は、２億９百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が３億23百万円、固定負
債の部に区分される繰延税金負債が１億10百万円増加したことによるものです。 
  

(純資産) 

純資産は、１億50百万円の増加となりました。これは評価・換算差額等が18億49百万円増加したこと
と、配当金の支払いと四半期純損失により利益剰余金が16億99百万円減少したことによるものです。 

  

(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２億30百万円の資金の増加となりました。資金の増加の主な要
因は、売上債権の減少額６億81百万円、減価償却費５億35百万円、仕入債務の増加額３億11百万円とな
っております。資金の減少の主な要因は、税金等調整前四半期純損失10億99百万円、たな卸資産の増加
額５億15百万円となっております。 
  

(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９億24百万円の資金の減少となりました。資金の減少の主な要
因は、定期預金の預入と払戻による純減額12億27百万円、投資有価証券の取得による支出５億円となっ
ております。資金の増加の主な要因は、有価証券の償還による純増額13億16百万円となっております。
  

(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・フローは配当金の支払などにより５億51百万円の資金の減少となってお
ります。 
  
以上の結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は316億91百万円となり、前連結会

計年度末に比べ１億47百万円減少となりました。 
  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日公表の「平成21年３月期決算短信」に記載のと
おりであり、業績予想は修正しておりません。 
  
  

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①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。 

  
②たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度
末の実地たな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。  

  

該当事項はありません。 

  

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)

(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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５.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,217 27,034

受取手形及び売掛金 7,387 7,849

有価証券 10,628 11,393

商品及び製品 11,283 10,425

仕掛品 780 673

原材料及び貯蔵品 125 258

繰延税金資産 571 550

その他 2,303 2,899

貸倒引当金 △492 △473

流動資産合計 61,804 60,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,556 31,393

機械装置及び運搬具 7,671 7,782

土地 12,724 12,686

建設仮勘定 101 66

その他 19,361 20,033

減価償却累計額 △46,130 △46,714

有形固定資産合計 25,282 25,248

無形固定資産 1,640 1,678

投資その他の資産   

投資有価証券 5,552 6,459

長期貸付金 526 525

前払年金費用 414 461

繰延税金資産 355 338

その他 1,505 1,384

貸倒引当金 △274 △258

投資その他の資産合計 8,081 8,910

固定資産合計 35,004 35,837

資産合計 96,808 96,448
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,778 4,454

未払法人税等 355 417

繰延税金負債 45 32

賞与引当金 894 588

債務保証損失引当金 225 216

製品保証引当金 604 553

その他 3,922 4,372

流動負債合計 10,825 10,636

固定負債   

繰延税金負債 121 11

退職給付引当金 23 23

その他 1,040 1,129

固定負債合計 1,185 1,164

負債合計 12,011 11,801

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,025 7,025

資本剰余金 17,913 17,913

利益剰余金 64,444 66,143

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 88,171 89,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130 △42

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △3,504 △5,182

評価・換算差額等合計 △3,374 △5,224

純資産合計 84,797 84,646

負債純資産合計 96,808 96,448
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,969 7,314

売上原価 5,505 3,199

売上総利益 7,463 4,115

販売費及び一般管理費 6,575 5,477

営業利益又は営業損失（△） 887 △1,361

営業外収益   

受取利息 303 202

受取配当金 25 25

為替差益 152 －

持分法による投資利益 22 8

その他 198 65

営業外収益合計 703 301

営業外費用   

支払利息 3 0

売上割引 － 5

デリバティブ評価損 95 0

為替差損 － 3

その他 32 16

営業外費用合計 132 26

経常利益又は経常損失（△） 1,458 △1,086

特別利益   

固定資産売却益 8 4

貸倒引当金戻入額 1 13

債務保証損失引当金戻入額 6 3

特別利益合計 16 21

特別損失   

固定資産除売却損 46 34

和解金 405 －

特別損失合計 451 34

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,023 △1,099

法人税、住民税及び事業税 234 73

法人税等調整額 △10 △7

法人税等合計 224 65

四半期純利益又は四半期純損失（△） 799 △1,165
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,023 △1,099

減価償却費 587 535

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 6

賞与引当金の増減額（△は減少） 374 305

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △20 △7

製品保証引当金の増減額（△は減少） △29 43

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △0

前払年金費用の増減額（△は増加） 37 46

受取利息及び受取配当金 △329 △227

支払利息 3 0

為替差損益（△は益） 100 △6

持分法による投資損益（△は益） △22 △8

有形固定資産除売却損益（△は益） 37 29

売上債権の増減額（△は増加） 641 681

たな卸資産の増減額（△は増加） △550 △515

仕入債務の増減額（△は減少） 770 311

前受収益の増減額（△は減少） △97 △71

その他 △447 99

小計 2,050 124

利息及び配当金の受取額 342 229

利息の支払額 △3 △0

法人税等の支払額 △326 △122

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,062 230

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 △1,214 △7,806

定期預金の払戻による収入 897 6,578

有価証券の取得による支出 △3,196 △1,197

有価証券の償還による収入 7,299 2,514

信託受益権の取得による支出 △500 △400

信託受益権の償還による収入 － 400

有形固定資産の取得による支出 △261 △424

有形固定資産の売却による収入 8 7

投資有価証券の取得による支出 △3,979 △500

貸付けによる支出 △5 △1

貸付金の回収による収入 4 19

その他 △162 △115

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,109 △924

－ 9 －



（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △21 △16

配当金の支払額 △534 △534

自己株式の取得による支出 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △555 △551

現金及び現金同等物に係る換算差額 △762 1,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △365 △147

現金及び現金同等物の期首残高 33,717 31,839

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額

286 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,638 31,691

－ 10 －



当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第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、写真処理機器の販売及び写真用品の販売・写真の現像・焼付サービスを事業として
行っておりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める写真処理機器の販売事
業の割合がいずれも90％を超えているため、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１四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当社グループは、写真処理機器の販売及び写真用品の販売・写真の現像・焼付サービスを事業として
行っておりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める写真処理機器の販売事
業の割合がいずれも90％を超えているため、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。

  

前第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) 

  

 
  

  

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

(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】

日本 
(百万円)

北米 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

その他
の地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に
   対する売上高

5,062 3,422 2,573 1,127 783 12,969 ─ 12,969

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

4,756 14 19 31 20 4,843 (4,843) ─

計 9,818 3,436 2,592 1,159 804 17,812 (4,843) 12,969

営業費用 9,583 3,102 2,715 1,059 722 17,183 (5,102) 12,081

営業利益又は 
営業損失(△)

234 334 △122 99 82 629 258 887

日本 
(百万円)

北米 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

その他
の地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に
   対する売上高

3,012 2,247 804 876 373 7,314 ─ 7,314

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

2,130 12 3 31 36 2,215 (2,215) ─

計 5,143 2,260 808 907 410 9,529 (2,215) 7,314

営業費用 6,412 2,144 1,073 951 407 10,989 (2,312) 8,676

営業利益又は 
営業損失(△)

△1,269 116 △265 △43 3 △1,459 97 △1,361
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(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法及び本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度及び社内管理体系によっております。 

  (2) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ・カナダ 

ヨーロッパ………ドイツ・イタリア・イギリス 

 
その他の地域……ブラジル・メキシコ 

  

前第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) 

  

 
  

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度及び社内管理体系によっております。 

  (2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ・カナダ 

ヨーロッパ………イタリア・ドイツ・フランス 

 
その他の地域……ブラジル・メキシコ 

  

  

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

アジア・
オセアニア

………中国・オーストラリア・台湾

【海外売上高】

北米 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

その他の 
地域

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,367 2,770 2,214 1,881 11,233

Ⅱ 連結売上高(百万円) 12,969

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

33.7 21.3 17.1 14.5 86.6

北米 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

その他の 
地域

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,550 829 1,370 852 5,603

Ⅱ 連結売上高(百万円) 7,314

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

34.9 11.3 18.7 11.7 76.6

アジア・
オセアニア

………中国・インド・オーストラリア

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

(1) 表示方法の変更

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「売上割引」(前第１四

半期連結累計期間24百万円)は、重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。

－ 12 －




