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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 11,399 ― △1,384 ― △1,409 ― △1,046 ―
20年12月期第2四半期 10,719 10.0 △1,363 ― △1,423 ― △1,134 ―

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2四半期 △60.89 ―
20年12月期第2四半期 △66.04 ―

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2四半期 18,201 9,544 51.6 546.61
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2四半期  9,390百万円 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 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― 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 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2四半期 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2四半期  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2四半期 17,179,710株 20年12月期第2四半期 17,179,781株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融不安の影響による景気の悪化から、企業業績の不

振や雇用環境の悪化、個人消費の低迷など、依然厳しい状況が続きました。 

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、競合他社との差別化を図るべく、ベッキーデザインの

撮影用こども衣装や当社オリジナルのブランド衣装である「凛趣」を追加導入いたしました。また、ディズニー製品にお

きましては、６種類のアルバムを導入いたしました。 

営業面においては、出産・育児等の情報誌とタイアップし、当社オリジナルの七五三情報冊子「Ａｎｉｖｅｒｓａ

（アニヴェルサ）」を制作、配布するとともに、その冊子の配布にあわせ、「七五三お出かけ着物レンタル」の予約受付

を平成21年5月14日から開始いたしました。 

七五三撮影の件数におきましては、営業の平準化を目的とした「Happy Birthday 七五三」の取り組みや５月中旬から

開始した「早撮り七五三キャンペーン」により、前年同期比で38.0％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３店舗を含み10店舗を出店し、次世代型への改装および区画移動は、それぞれ

32店舗、１店舗実施いたしました。退店は、移転による３店舗を含み７店舗実施いたしました。 

その結果、当第２四半期末の店舗数は、国内こども写真館380店舗（直営店舗366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、389店舗となっております。 

婚礼衣装製造卸売事業におきましては、昨年度に引き続き、香里奈ブランド並びにベッキーブランドのウエディング

ドレスの発表を行いました。また、当社のオリジナルブランド衣装等の生産も計画通り進捗いたしました。一方、米国に

おける婚礼衣装の企画、販売を目的に設立いたしましたMarimo USA,Inc.につきましては、平成21年5月7日に開示いたし

ました通り、米国内の景気悪化により販売の見通しが立たないため、解散を決定いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は11,399百万円（前年同期比106.3％の増加）、営業損失は1,384百

万円（対前年同期21百万円の損失増加）、経常損失は1,409百万円（対前年同期14百万円の損失減少）、四半期純損失は

1,046百万円（対前年同期88百万円の損失減少）となりました。 

  

  なお、当社グループの四半期業績の特徴といたしまして、収益の大半を占めるこども写真事業において、11月前後の七

五三の時期に撮影が集中するため、下半期に売上高が偏重する傾向にあります。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

① 資産の状況 

 当第２四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938百万円増加し18,201百万円となりました。 

流動資産は、繰延税金資産等の増加により、前連結会計年度末と比べ291百万円増加の7,189百万円となりました。 

固定資産はリース資産の増加等などにより、前連結会計年度末と比べ647百万円増加の11,012百万円となりました。 

  

② 負債の状況 

 当第２四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2,425百万円増加し8,656百万円となりました。

 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2,070百万

円増加の7,825百万円となりました。 

 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354百万円増加の831百万円となりました。 

  

③ 純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ1,486百万円減少し9,544百万円となりまし

た。 

 これは主に、当第2四半期連結累計期間純利益（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。 

  

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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(２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累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277

百万円減少し、2,647百万円となりました。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、1,339百万円となりました。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1,574百万円、法人税等の支払額692百万円、増加要因として、減価償却費737百万円であります。 

（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、1,277百万円となりました。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1,306百万円であります。 

（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、2,353百万円となりました。その主な内訳は増加要因として、短期借入金の増加額

2,183百万円、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２四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、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、第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が

54,161千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・リース取引については、従来、賃貸借取引に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、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資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額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79,518千円減少、投資活動における資金支出が678,533千円増加、財務活動

における資金収入が599,014千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。   

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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,979,400 3,250,694

受取手形及び売掛金 1,081,656 1,128,519

商品 87,741 75,152

製品 125,767 158,495

原材料 1,041,207 788,755

仕掛品 91,599 198,329

貯蔵品 32,136 42,344

繰延税金資産 741,843 230,990

その他 1,078,811 1,069,198

貸倒引当金 △71,000 △44,700

流動資産合計 7,189,163 6,897,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,250,340 7,204,957

減価償却累計額 △3,272,523 △3,214,294

建物及び構築物（純額） 3,977,817 3,990,663

機械装置及び運搬具 752,459 709,944

減価償却累計額 △431,309 △348,845

機械装置及び運搬具（純額） 321,149 361,099

工具、器具及び備品 2,768,623 2,604,082

減価償却累計額 △2,058,716 △1,868,562

工具、器具及び備品（純額） 709,907 735,519

土地 650,076 650,076

リース資産 722,350 －

減価償却累計額 △55,409 －

リース資産（純額） 666,941 －

有形固定資産合計 6,325,891 5,737,358

無形固定資産   

のれん 568,103 610,494

その他 414,124 398,943

無形固定資産合計 982,228 1,009,438

投資その他の資産   

投資有価証券 72,442 72,363

長期貸付金 159,888 159,888

繰延税金資産 680,959 592,461

敷金及び保証金 2,857,137 2,840,367

その他 18,583 23,147

貸倒引当金 △85,000 △70,000

投資その他の資産合計 3,704,010 3,618,228

固定資産合計 11,012,130 10,365,025

資産合計 18,201,294 17,262,805
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 614,587 504,399

短期借入金 4,278,600 2,095,002

未払法人税等 137,780 759,885

リース債務 485,215 －

賞与引当金 9,986 7,548

関係会社整理損失引当金 21,000 －

未払費用 897,763 962,639

その他 1,380,167 1,424,757

流動負債合計 7,825,101 5,754,231

固定負債   

退職給付引当金 259,030 239,066

繰延税金負債 19,722 21,654

リース債務 412,107 －

その他 140,561 216,471

固定負債合計 831,422 477,192

負債合計 8,656,523 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 5,486,533 6,962,041

自己株式 △8,971 △8,971

株主資本合計 9,418,961 10,894,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △120 △161

為替換算調整勘定 △28,187 △52,849

評価・換算差額等合計 △28,308 △53,011

少数株主持分 154,117 189,923

純資産合計 9,544,771 11,031,381

負債純資産合計 18,201,294 17,262,805
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,399,188

売上原価 9,264,038

売上総利益 2,135,150

販売費及び一般管理費 3,519,551

営業損失（△） △1,384,400

営業外収益  

受取利息 2,005

受取家賃 16,810

為替差益 5,551

受取手数料 9,539

雑収入 17,237

営業外収益合計 51,144

営業外費用  

支払利息 25,147

賃貸費用 6,012

店舗解約損 27,618

貸倒引当金繰入額 15,000

雑損失 2,076

営業外費用合計 75,854

経常損失（△） △1,409,110

特別損失  

固定資産廃棄損 117,187

関係会社整理損失引当金繰入額 21,000

減損損失 27,434

特別損失合計 165,621

税金等調整前四半期純損失（△） △1,574,732

法人税、住民税及び事業税 81,140

法人税等調整額 △601,315

法人税等合計 △520,175

少数株主損失（△） △8,543

四半期純損失（△） △1,046,014
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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（△） △1,574,732

減価償却費 737,172

のれん償却額 42,390

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,300

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,024

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,964

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 21,000

受取利息 △2,005

支払利息 25,147

為替差損益（△は益） 1,459

有形固定資産廃棄損 108,088

減損損失 27,434

売上債権の増減額（△は増加） 52,063

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,108

仕入債務の増減額（△は減少） 102,484

未払消費税等の増減額（△は減少） △165,936

その他の流動資産の増減額（△は増加） 286,440

その他の流動負債の増減額（△は減少） △175,181

その他 △68,336

小計 △623,332

利息の受取額 1,289

利息の支払額 △25,147

法人税等の支払額 △692,354

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,339,544

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 △1,200,089

無形固定資産の取得による支出 △36,304

差入保証金の差入による支出 △70,246

差入保証金の回収による収入 52,318

その他 △23,387

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,277,709

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） 2,183,598

セール・アンド・リースバックによる収入 675,425

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △76,411

配当金の支払額 △429,492

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,353,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △277,402

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 2,647,010
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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２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30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.（１）に記載のとおり、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3,017

千円、婚礼衣装製造卸売事業で51,143千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、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２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30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２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高が10％未満であるため、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  10,496,296  902,891  11,399,188        11,399,188

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
       849,514  849,514 ( ) △849,514  0

計  10,496,296  1,752,406  12,248,703 ( ) △849,514  11,399,188

 営業利益（又は営業損失） ( ) 790,198 ( ) 502,515 ( ) 1,292,714 ( ) 91,686 ( ) 1,384,400

〔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 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        10,719  100.0

Ⅱ 売上原価        8,821  82.3

売上総利益        1,897  17.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,260  30.4

営業損失        1,363  △12.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  2            

２．受取家賃  17            

３．店舗休業等保証金  5            

４．雑収入  9  34  0.3

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  25            

２．賃貸費用  5            

３．為替差損  29            

４．貸倒引当金繰入額  28            

５．雑損失  5  95  0.9

経常損失        1,423  △13.3

Ⅵ 特別利益                  

固定資産売却益  14  14  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産廃却損  105            

２．固定資産減損損失  28            

３．退職給付費用  78            

４．関係会社株式評価損  15  227  2.1

税金等調整前中間純損失        1,637  △15.3

法人税、住民税及び事業税  143            

法人税等調整額  △661  △518  △4.8

少数株主利益        15  0.1

中間純損失        1,134  △10.6
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年1月1日 
至 平成20年6月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  △1,637,089

減価償却費  725,549

のれん償却額   44,549

貸倒引当金の増減額  27,744

賞与引当金の増減額  △289

退職給付引当金の増減額  95,386

受取利息  △2,361

支払利息  25,355

有形固定資産廃却損  85,338

固定資産減損損失  28,231

関係会社株式評価損   15,992

売上債権の増減額  321,969

たな卸資産の増減額  △583,061

仕入債務の増減額  △254

未払消費税等の増減額  △254,447

その他の流動資産の増減額  288,077

その他の流動負債の増減額  △37,230

その他  △13,528

小計  △870,067

利息の受取額  1,642

利息の支払額  △26,011

法人税等の支払額  △1,028,265

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,922,701
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年1月1日 
至 平成20年6月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 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  △32,183

定期預金の払戻による収入  43,517

有形固定資産の取得による支出  △936,840

有形固定資産の売却による収入  150,019

子会社設立による支出  △26,201

無形固定資産の取得による支出  △21,764

敷金保証金の差入による支出  △119,780

敷金保証金の回収による収入  55,595

その他  2,967

投資活動によるキャッシュ・フロー  △884,671

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額  2,990,000

長期借入金の返済による支出  △16,662

配当金の支払額  △429,496

自己株式の取得による支出  △198

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,543,642

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △163

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △263,894

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,562,987

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,299,093
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