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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 31,837 △14.6 △1,736 ― △1,434 ― △1,759 ―

21年3月期第1四半期 37,284 ― △636 ― △380 ― △532 ―

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 △100.72 ―

21年3月期第1四半期 △30.07 ―

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 62,607 15,366 24.4 876.26
21年3月期 63,357 17,465 27.4 991.63

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,268百万円 21年3月期  17,362百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 20.00 20.00

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

69,648 △9.6 △2,802 ― △2,516 ― △2,800 ― △156.27

通期 148,229 △3.7 402 △66.8 1,225 △43.4 300 △66.8 16.70
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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、３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、３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 

 平成21年５月12日に発表した連結業績予想に変更はありません。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。 

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 17,918,252株 21年3月期  17,918,252株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  494,246株 21年3月期  409,030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 17,467,097株 21年3月期第1四半期 17,709,458株

㈱キタムラ（２７１９）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

－　２　－



 当第１四半期連結会計期間における日本経済は、昨年秋からの世界的な金融市場の混乱に端を発した景気後退の局

面から脱し切れておらず、円高の進行による輸出の減少、受注減少による生産規模の縮小、設備投資の収縮、雇用情

勢の悪化、個人所得の減少などに悪影響が広がっており、景気の冷え込みによる個人消費の低迷が続いております。

 このような中、当社グループ（当社及び連結子会社）では、事業環境の激変に対応するために、自ら変化を加速さ

せ、早期に収益改善の実現を目指します。当第１四半期においては、①３つのブランド（カメラのキタムラ・カメラ

のきむら・ＳＮＡＰＳ！）をカメラのキタムラに統合 ②スタジオマリオを85店出店 ③証明写真の売上拡大のため

に、証明写真「スタジオＫ」をカメラのキタムラ内に設置（136店） ④スタジオマリオ既存店のリニューアルを実

施しました。これにより、一時的な費用が増えましたが、今後の収益改善につなげて参ります。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における連結業績は売上高31,837百万円（前年同期比14.6％減）、営業損失

1,736百万円(前年同四半期は営業損失636百万円）、経常損失1,434百万円(前年同四半期は経常損失380百万円）、四

半期純損失1,759百万円（前年同四半期は四半期純損失532百万円）となりました。予算に対しては、予定通りに推移

しております。  

  

 当第１四半期連結会計期間の総資産は62,607百万円となり、前期末に比べて749百万円減少しました。また、純資

産は15,366百万円となり、前期末に比べて2,098百万円減少しました。この結果自己資本比率は24.4％となりまし

た。 

  

 平成22年３月期の連結業績予想に関しましては、平成21年５月12日公表の「平成21年３月期決算短信」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１四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ものと認

められる場合に、前連結会計年度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。 

２ 棚卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連結会計年度末の実地棚卸高

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。 

 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。 

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。  

  

  

 該当事項はありません。  

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

（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 4,170 4,574

受取手形及び売掛金 6,125 6,214

商品 13,475 13,599

原材料及び貯蔵品 883 982

前払費用 713 652

繰延税金資産 624 624

未収入金 2,792 4,069

その他 309 177

貸倒引当金 △144 △145

流動資産合計 28,950 30,750

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,080 12,390

減価償却累計額 △7,981 △7,839

建物及び構築物（純額） 5,099 4,550

機械装置及び運搬具 777 547

減価償却累計額 △285 △252

機械装置及び運搬具（純額） 491 295

工具、器具及び備品 7,843 7,529

減価償却累計額 △5,671 △5,735

工具、器具及び備品（純額） 2,172 1,794

リース資産 531 441

減価償却累計額 △109 △78

リース資産（純額） 422 363

土地 6,061 6,061

建設仮勘定 67 67

有形固定資産合計 14,314 13,130

無形固定資産   

ソフトウエア 2,190 1,735

その他 889 1,304

無形固定資産合計 3,079 3,039

投資その他の資産   

投資有価証券 598 512

長期貸付金 21 23

長期前払費用 500 499

繰延税金資産 2,359 2,394

敷金及び保証金 11,412 11,656

仕入先長期積立金 1,357 1,337

その他 101 102

貸倒引当金 △89 △91

投資その他の資産合計 16,261 16,436

固定資産合計 33,656 32,606

資産合計 62,607 63,357
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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 17,774 14,869

短期借入金 2,300 2,800

1年内返済予定の長期借入金 6,616 6,682

1年内償還予定の社債 40 70

未払法人税等 137 600

未払消費税等 126 265

未払費用 2,017 1,751

賞与引当金 1,496 993

その他 2,643 2,730

流動負債合計 33,151 30,764

固定負債   

社債 40 40

長期借入金 8,904 9,815

退職給付引当金 2,649 2,623

役員退職慰労引当金 479 509

負ののれん 1,293 1,410

その他 722 727

固定負債合計 14,089 15,126

負債合計 47,240 45,891

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,852 2,852

資本剰余金 2,419 2,419

利益剰余金 10,271 12,381

自己株式 △306 △269

株主資本合計 15,237 17,383

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30 △21

評価・換算差額等合計 30 △21

少数株主持分 98 102

純資産合計 15,366 17,465

負債純資産合計 62,607 63,357
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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 37,284 31,837

売上原価 24,364 20,224

売上総利益 12,919 11,612

販売費及び一般管理費 13,555 13,348

営業損失（△） △636 △1,736

営業外収益   

受取利息 7 5

受取配当金 7 6

受取手数料 15 25

受取保証料 73 145

仕入割引 42 38

負ののれん償却額 120 117

その他 99 51

営業外収益合計 366 389

営業外費用   

支払利息 71 63

支払手数料 9 9

その他 29 13

営業外費用合計 110 87

経常損失（△） △380 △1,434

特別利益   

店舗売却益 82 －

貸倒引当金戻入額 21 2

その他 0 0

特別利益合計 103 2

特別損失   

固定資産売却損 7 －

固定資産除却損 211 63

減損損失 28 0

その他 7 60

特別損失合計 254 123

税金等調整前四半期純損失（△） △530 △1,555

法人税等 5 207

少数株主損失（△） △4 △3

四半期純損失（△） △532 △1,759
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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損失（△） △530 △1,555

減価償却費 560 630

減損損失 28 0

のれん償却額 △120 △117

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 531 503

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △67 26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115 △30

受取利息及び受取配当金 △15 △11

支払利息 71 63

固定資産売却損益（△は益） △75 －

固定資産除却損 117 54

売上債権の増減額（△は増加） 306 88

たな卸資産の増減額（△は増加） 434 223

その他の資産の増減額（△は増加） 125 1,095

仕入債務の増減額（△は減少） 933 1,977

その他の負債の増減額（△は減少） △662 △256

その他 43 60

小計 1,539 2,742

利息及び配当金の受取額 11 8

利息の支払額 △24 △67

法人税等の支払額 △827 △698

営業活動によるキャッシュ・フロー 699 1,984

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 △165 △300

有形固定資産の取得による支出 △549 △277

有形固定資産の売却による収入 103 －

無形固定資産の取得による支出 △214 △346

無形固定資産の売却による収入 24 －

投資有価証券の取得による支出 △0 －

敷金及び保証金の差入による支出 △94 △126

敷金及び保証金の回収による収入 362 279

貸付金の回収による収入 0 1

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー △573 △802
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（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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,810 △500

長期借入れによる収入 1,500 800

長期借入金の返済による支出 △1,510 △1,777

社債の償還による支出 △30 △30

少数株主からの払込みによる収入 120 －

自己株式の取得による支出 － △36

配当金の支払額 △327 △318

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,562 △1,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,688 △703

現金及び現金同等物の期首残高 5,004 3,478

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 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,852 2,774
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 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）及び当第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） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める映像・情報関連事業の割合が、いずれも90％を超え

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）及び当第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） 

 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。 

   

 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）及び当第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） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 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

㈱キタムラ（２７１９）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

－　９　－




