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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 4,681 △8.2 △133 ― △83 ― △114 ―
21年3月期第1四半期 5,101 ― △163 ― △103 ― △70 ―

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 △24.06 ―
21年3月期第1四半期 △13.62 ―

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 12,690 4,206 33.1 882.62
21年3月期 13,304 4,459 33.5 935.17

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,206百万円 21年3月期  4,459百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
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

9,000 △14.2 △250 ― △200 ― △220 ― △46.14

通期 20,000 △10.7 500 141.0 650 58.9 450 35.7 94.37
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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４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。 

(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 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
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。業績予想に関する事項は、【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性
的情報 をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 6,132,582株 21年3月期  6,132,582株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,366,657株 21年3月期  1,364,157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 4,766,205株 21年3月期第1四半期 5,154,011株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年より続く世界経済の急速な悪化を受け、個人消費の低迷な

どにより依然として厳しい状況で推移しております。 

 国内写真関連市場においては、画像保存の大容量メディア化など画像を蓄積する環境が拡大傾向の中、メーカー・

小売店は、プリント需要を喚起する為の新しいソリューション開発やビジネスモデルの開発が急務となっておりま

す。 

 このような状況のもと当社グループは、前期後半よりスタートした構造改革、経費圧縮を推進するとともに、「フ

ォトブック」の育成、拡大に向けた体制整備を積極的に推進してまいりました。 

 売上高は、写真サービス関連部門において、前期後半より行いました採算不振店舗の閉鎖による店舗数の減少やプ

リント需要の減少などにより、46億81百万円（前年同期比8.2％減）となりました。 

 利益面では、構造改革、経費圧縮の効果により販売費及び一般管理費が大きく減少したものの、売上高の減少によ

り、営業損失１億33百万円（前年同期：営業損失１億63百万円）、経常損失83百万円（前年同期：経常損失１億３百

万円）四半期純損失１億14百万円（前年同期：四半期純損失70百万円）となりました。 

  

 なお、部門別売上高は、写真サービス関連部門において39億33百万円（前年同期比12.0％減）、携帯部門において

７億48百万円（前年同期比18.1％増）となりました。 

  

(1）財政状態の状況 

（資産） 

 当第１四半期連結累計期間末の総資産の額は126億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億13百万円の減

少となりました。主な要因は、現金及び預金が８億18百万円減少し、有形固定資産が２億46百万円増加したことに

よるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結累計期間末の負債の額は84億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億60百万円の減少と

なりました。主な要因は、短期借入金が２億77百万円、長期借入金が３億42百万円それぞれ減少したことなどによ

るものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結累計期間末の純資産の額は42億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億52百万円の減少

となりました。主な要因は、配当金の支払額１億43百万円などにより利益剰余金が２億57百万円減少したことなど

によるものであります。また、当第１四半期連結累計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末の33.5％

から33.1％となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億１百万円減少し、12億93百

万円（41.1％減）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは１億72百万円の収入となり、前第１四半期連結累計期間に比べ３億27百万

円の収入の増加（前年同期 １億55百万円の支出）となりました。主な要因は、仕入債務の増加による支出の減少

３億89百万円（前期 仕入債務減少による支出３億１百万円）等によるものであります。 

（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３億22百万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ15億95百万

円の支出の増加（前年同期 12億72百万円の収入）となりました。主な要因は、前第１四半期連結累計期間におい

て持分法適用関連会社であるジグノシステムジャパン株式会社の全株式を譲渡したことによる収入16億５百万円が

あったためであります。 

（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７億50百万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ51百万円の

支出の増加（前年同期比7.4％増加）となりました。主な要因は、短期及び長期借入金の返済による支出が、それ

ぞれ82百万円（前年同期比48.8％増）、54百万円（前年同期比17.3％増）増加し、一方で配当金の支払額が56百万

円（前年同期比30.5％減）減少したことによるものであります。 

  

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
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 連結業績予想につきましては、平成21年５月20日に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想

数値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市場価格のない株式の減損処理 

 市場価格のない株式の発行会社の財政状態が悪化しているかどうかの判断にあたっては、四半期会計期間末

までに入手し得る直近の財務諸表を使用する方法によっております。 

②たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味実現価額を見積り、

簿価の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定しておりま

す。 

④固定資産の減損兆候の決定方法 

 減損の兆候にあたっては、前連結会計年度末以降に使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの

回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事案

が発生したかどうかについて留意し、兆候を把握するか否か決定する方法によっております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。 

  

  

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：千円）

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 1,376,848 2,194,859

受取手形及び売掛金 538,442 626,637

商品及び製品 638,078 530,116

原材料及び貯蔵品 290,335 262,364

その他 979,039 1,067,996

貸倒引当金 △3,075 △2,752

流動資産合計 3,819,670 4,679,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,818,677 2,818,914

減価償却累計額 △2,080,549 △2,088,304

建物及び構築物（純額） 738,127 730,610

機械装置及び運搬具 5,405,400 5,488,058

減価償却累計額 △3,565,465 △3,566,420

機械装置及び運搬具（純額） 1,839,935 1,921,637

土地 1,348,624 1,348,624

その他 1,714,103 1,361,291

減価償却累計額 △944,857 △912,470

その他（純額） 769,246 448,820

有形固定資産合計 4,695,933 4,449,693

無形固定資産   

のれん 99,376 111,180

その他 350,704 356,535

無形固定資産合計 450,080 467,715

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,795,431 2,766,719

その他 1,294,462 1,307,262

貸倒引当金 △364,665 △366,573

投資その他の資産合計 3,725,229 3,707,408

固定資産合計 8,871,243 8,624,817

資産合計 12,690,913 13,304,039
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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 699,536 611,989

短期借入金 2,187,150 2,464,400

1年内償還予定の社債 140,000 140,000

未払法人税等 14,863 62,364

賞与引当金 35,410 69,250

ポイント引当金 154,900 169,200

その他 1,243,332 934,257

流動負債合計 4,475,192 4,451,460

固定負債   

社債 140,000 140,000

長期借入金 1,964,350 2,307,100

退職給付引当金 627,711 633,746

負ののれん 465,460 531,954

長期預り保証金 723,241 692,046

その他 88,442 88,442

固定負債合計 4,009,205 4,393,289

負債合計 8,484,398 8,844,750

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,880 1,017,880

資本剰余金 265,346 265,346

利益剰余金 3,961,951 4,219,681

自己株式 △1,025,196 △1,023,855

株主資本合計 4,219,981 4,479,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,465 △19,763

評価・換算差額等合計 △13,465 △19,763

純資産合計 4,206,515 4,459,288

負債純資産合計 12,690,913 13,304,039
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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）

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 5,101,847 4,681,428

売上原価 2,581,200 2,423,079

売上総利益 2,520,646 2,258,348

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 240,566 158,116

給料手当及び賞与 365,513 369,885

賞与引当金繰入額 76,796 34,327

退職給付費用 15,321 －

雑給 590,676 558,379

消耗品費 161,518 －

賃借料 409,768 388,076

のれん償却額 18,991 11,804

その他 804,698 871,311

販売費及び一般管理費合計 2,683,849 2,391,900

営業損失（△） △163,203 △133,551

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,689 1,184

負ののれん償却額 66,494 66,494

その他 25,909 12,967

営業外収益合計 94,093 80,645

営業外費用   

支払利息 25,297 23,400

その他 9,162 7,213

営業外費用合計 34,460 30,614

経常損失（△） △103,570 △83,520

特別利益   

固定資産売却益 129,437 29,781

貸倒引当金戻入額 2,394 1,585

償却債権取立益 352 1,875

特別利益合計 132,184 33,241

特別損失   

減損損失 71,717 42,400

固定資産除却損 1,651 7,198

投資有価証券評価損 582 －

関係会社株式売却損 19,079 －

店舗閉鎖損失 7,917 5,968

賃貸借契約解約損 2,074 －

特別損失合計 103,022 55,567

税金等調整前四半期純損失（△） △74,408 △105,845

法人税、住民税及び事業税 7,955 8,831

法人税等調整額 △12,171 －

法人税等合計 △4,215 8,831

四半期純損失（△） △70,192 △114,677
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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）

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（△） △74,408 △105,845

減価償却費 291,005 287,315

減損損失 71,717 42,400

のれん償却額 18,991 11,804

負ののれん償却額 △66,494 △66,494

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,394 △1,585

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,409 △6,034

ポイント引当金の増減額（△は減少） △7,804 △14,300

受取利息及び受取配当金 △1,689 △1,184

支払利息 25,297 23,400

固定資産売却損益（△は益） △129,437 △29,781

固定資産除却損 1,651 7,198

投資有価証券評価損益（△は益） 582 －

関係会社株式売却損益（△は益） 19,079 －

売上債権の増減額（△は増加） 255,908 88,568

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,514 △135,934

仕入債務の増減額（△は減少） △301,936 87,546

その他 △251,090 35,476

小計 △128,917 222,551

利息及び配当金の受取額 31,444 2,005

利息の支払額 △16,516 △15,764

法人税等の支払額 △41,213 △36,056

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,202 172,736

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △83,000

有形固定資産の取得による支出 △498,148 △282,002

有形固定資産の売却による収入 171,990 48,200

無形固定資産の取得による支出 △24,573 △24,557

投資有価証券の取得による支出 △6,825 －

関係会社株式の売却による収入 1,605,466 －

貸付金の回収による収入 3,417 5,434

その他 21,631 13,131

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,272,958 △322,794

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） △168,000 △250,000

長期借入金の返済による支出 △315,500 △370,000

自己株式の取得による支出 △29,035 △1,341

配当金の支払額 △186,344 △129,502

財務活動によるキャッシュ・フロー △698,880 △750,843

現金及び現金同等物に係る換算差額 304 △109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 419,180 △901,010

現金及び現金同等物の期首残高 1,682,957 2,194,859

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,102,137 1,293,848
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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）、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） 

 当社グループはイメージングサービス事業及びこれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類

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）、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）、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。 

  

（1）表示の変更 

（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、販売費及び一般管理費に区分掲記しておりました「消耗品費」は、金額

の重要性が減少したため、当第１四半期連結累計期間において、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しております。なお、当第１四半期連結累計期間における「消耗品費」は、99,747千円であります。 

  

（2）注記事項 

（四半期連結損益計算書関係） 

 当社グループでは、第３四半期連結会計期間において、主として年賀ポストカード等のプリント製品の需要が

集中して発生するため、他の四半期連結会計期間の売上高と比べ著しく高くなる傾向にあります。 

  

（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

６．その他の情報
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（3）生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

 当第１四半期連結累計期間における生産実績を部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

（注）１．上記の金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ②仕入実績 

 当第１四半期連結累計期間における仕入実績を部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ③受注状況 

 当第１四半期連結累計期間は受注実績がないため記載は行っておりません。 

 ④販売実績 

 当第１四半期連結累計期間における販売実績を部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セ
グメントの名称 

部門  金額（千円） 前年同四半期比（％） 

イメージング

サービス事業 
写真サービス関連部門  2,788,031  △12.4

合計  2,788,031  △12.4

事業の種類別セ
グメントの名称 

部門  金額（千円） 前年同四半期比（％） 

イメージング

サービス事業 

写真サービス関連部門  541,730  1.4

携帯部門  674,670  20.0

合計  1,216,401  10.9

事業の種類別セ
グメントの名称 

部門  金額（千円） 前年同四半期比（％） 

イメージング

サービス事業 

写真サービス関連部門  3,933,188  △12.0

携帯部門  748,239  18.1

合計  4,681,428  △8.2
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