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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 14,870 △43.0 △2,491 ― △2,364 ― △2,553 ―

21年3月期第2四半期 26,098 ― 798 ― 1,277 ― △610 ―

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2四半期 △71.71 ―

21年3月期第2四半期 △17.14 ―

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2四半期 95,453 83,897 87.9 2,355.74
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2四半期  83,897百万円 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  

年間配当予想は未定。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 15.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 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、４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 

経営環境の先行きが依然不透明であることにより、当期の期末配当につきまして、現時点では未定とさせていただきます。 
今後の業績の推移等をみて、配当予想を決定しましたら速やかに開示いたします。 
 
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2四半期 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2四半期  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2四半期 35,614,226株 21年3月期第2四半期 35,614,312株
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当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、一部に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、携帯電話を含むデジタルカメラによる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います。 
その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、148億70百万円(前年同期比43.0％減)

となりました。 
利益面では、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結果、販売費及び一般管理費が

108億60百万円(前年同期比16.8％減)となりましたが、売上高の大幅な減少に伴い、営業損失は24億91百
万円(前年同期は営業利益７億98百万円)となりました。 
また、経常損失は23億64百万円(前年同期は経常利益12億77百万円)、四半期純損失は25億53百万円(前

年同期は四半期純損失６億10百万円)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31億88百万円(前年同期比13.1％減)となりました。 

  

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48億34百万円(前年同期比47.7％減)となりました。 
  

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こと、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ことか
ら、顧客の買い控えがより顕著となり、売上高は23億37百万円(前年同期比54.0％減)となりました。 
  

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27
億29百万円(前年同期比41.0％減)となりました。 
  

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、メキシコから全世界に広
まった新型インフルエンザの影響に加え、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17億80百万円(前年同期比48.7％減)となりました。 
  
この結果、当社グループの海外売上高は116億81百万円(前年同期比47.9％減)となり、連結売上高全

体に占める海外売上高比率は、78.6％と前年同期から7.3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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当第２四半期末における総資産は954億53百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億95百万円
減少しました。 
流動資産は、10億54百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が67億円増加したことと、

満期償還により有価証券が45億51百万円、売上債権が13億３百万円減少したことによるものです。 
固定資産は、20億49百万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

13億54百万円減少したことによるものです。 
負債は、２億45百万円の減少となりました。 
純資産は、７億49百万円の減少となりました。これは評価・換算差額等が23億38百万円増加したこと

と、配当金の支払いと四半期純損失により利益剰余金が30億87百万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５億31百万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17億56百万円、減価償却費11億14百万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23億57百万円、たな卸資産の増加額２億86百万円、法人税等の支払
額２億15百万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28億74百万円の資金の増加となりました。資金の増加の主な要
因は、有価証券の償還と取得による純増額32億14百万円、定期預金の預入と払戻による純増額６億29百
万円となっております。資金の減少の主な要因は、有形固定資産の取得による支出５億53百万円となっ
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５億68百万円の資金の減少となってお
ります。 
  
以上の結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は359億87百万円となり、前連結会

計年度末に比べ41億48百万円の増加となりました。 
  
  

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」に記載の数
値から修正しておりません。 
なお、下期の経営環境が非常に不透明なため、下期業績が見込めた時点で業績予想を修正する可能性が

あります。 
  
  

該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 
税金費用については、当第２四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。 

  

該当事項はありません。 

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

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 33,734 27,034

受取手形及び売掛金 6,545 7,849

有価証券 6,841 11,393

商品及び製品 11,247 10,425

仕掛品 703 673

原材料及び貯蔵品 133 258

繰延税金資産 583 550

その他 2,425 2,899

貸倒引当金 △549 △473

流動資産合計 61,665 60,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,607 31,393

機械装置及び運搬具 7,684 7,782

土地 12,661 12,686

建設仮勘定 16 66

その他 19,440 20,033

減価償却累計額 △46,452 △46,714

有形固定資産合計 24,958 25,248

無形固定資産 1,639 1,678

投資その他の資産   

投資有価証券 5,105 6,459

長期貸付金 527 525

前払年金費用 361 461

繰延税金資産 363 338

その他 1,093 1,384

貸倒引当金 △260 △258

投資その他の資産合計 7,190 8,910

固定資産合計 33,788 35,837

資産合計 95,453 96,448
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,713 4,454

未払法人税等 472 417

繰延税金負債 32 32

賞与引当金 646 588

債務保証損失引当金 236 216

製品保証引当金 588 553

その他 3,907 4,372

流動負債合計 10,597 10,636

固定負債   

繰延税金負債 39 11

退職給付引当金 23 23

その他 895 1,129

固定負債合計 958 1,164

負債合計 11,555 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 63,055 66,143

自己株式 △1,211 △1,211

株主資本合計 86,783 89,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 △42

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △2,900 △5,182

評価・換算差額等合計 △2,885 △5,224

純資産合計 83,897 84,646

負債純資産合計 95,453 96,448
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 26,098 14,870

売上原価 12,250 6,501

売上総利益 13,847 8,369

販売費及び一般管理費 13,049 10,860

営業利益又は営業損失（△） 798 △2,491

営業外収益   

受取利息 626 408

受取配当金 25 25

持分法による投資利益 27 33

その他 282 165

営業外収益合計 960 632

営業外費用   

支払利息 6 1

為替差損 383 435

その他 92 69

営業外費用合計 481 506

経常利益又は経常損失（△） 1,277 △2,364

特別利益   

固定資産売却益 8 36

貸倒引当金戻入額 10 10

債務保証損失引当金戻入額 4 4

特別利益合計 24 51

特別損失   

固定資産除売却損 72 43

投資有価証券評価損 338 －

和解金 405 －

特別損失合計 816 43

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（△）

484 △2,357

法人税、住民税及び事業税 383 193

法人税等調整額 712 2

法人税等合計 1,095 196

四半期純損失（△） △610 △2,553
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

484 △2,357

減価償却費 1,192 1,114

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25 19

賞与引当金の増減額（△は減少） △46 57

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 44 △6

製品保証引当金の増減額（△は減少） △15 21

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） 49 99

受取利息及び受取配当金 △651 △433

支払利息 6 1

為替差損益（△は益） 140 155

投資有価証券評価損益（△は益） 338 －

持分法による投資損益（△は益） △27 △12

有形固定資産除売却損益（△は益） 64 6

売上債権の増減額（△は増加） 762 1,756

たな卸資産の増減額（△は増加） 304 △286

仕入債務の増減額（△は減少） 1,875 242

前受収益の増減額（△は減少） △195 △159

その他 △902 97

小計 3,450 318

利息及び配当金の受取額 648 430

利息の支払額 △6 △1

法人税等の支払額 △415 △215

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,677 531

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 △3,193 △16,264

定期預金の払戻による収入 2,974 16,894

有価証券の取得による支出 △2,296 △1,696

有価証券の償還による収入 7,398 4,911

信託受益権の取得による支出 △900 △400

信託受益権の償還による収入 400 800

有形固定資産の取得による支出 △493 △553

有形固定資産の売却による収入 38 130

投資有価証券の取得による支出 △5,748 △500

貸付けによる支出 △5 △105

貸付金の回収による収入 9 33

その他 △225 △373

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,041 2,874
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 △52 △34

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 △586 △568

現金及び現金同等物に係る換算差額 △110 1,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 938 4,148

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 34,942 35,987
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該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計

期間 (自 平成21年４月１日  至 平成21年９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２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日) 

  

 
  

 当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日) 

  

 
(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 

(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

9,437 7,875 4,761 2,578 1,445 26,098 ─ 26,098

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

8,592 105 45 60 90 8,893 (8,893) ─

計 18,029 7,980 4,806 2,639 1,536 34,992 (8,893) 26,098

    営業費用 17,792 7,700 5,253 2,422 1,504 34,672 (9,372) 25,300

    営業利益又は 
営業損失(△)

237 280 △446 217 32 319 478 798

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

5,546 4,426 2,285 1,749 862 14,870 ─ 14,870

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

4,499 81 25 66 60 4,734 (4,734) ─

計 10,045 4,508 2,310 1,816 923 19,604 (4,734) 14,870

    営業費用 12,612 4,386 2,689 1,909 986 22,585 (5,223) 17,361

    営業利益又は 
営業損失(△)

△2,566 121 △378 △93 △63 △2,980 489 △2,491

アジア・
オセアニア

………中国・オーストラリア・台湾
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３  会計処理の方法の変更 

(前第２四半期連結累計期間) 

    (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準 

    当社及び国内連結子会社は、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)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

に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、日本において59百万円減少しております。 

    (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」(実務対応報告18号  平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、ヨーロッ

パにおいて39百万円減少しております。 

４  追加情報 

(前第２四半期連結累計期間) 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を10年

から７年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累

計期間の営業利益は、日本において30百万円減少しております。 

  

 前第２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日) 

  

 
  

 当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日  至 平成21年９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 

  

該当事項はありません。 

  

  

 【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) 9,246 5,082 4,630 3,471 22,430

Ⅱ  連結売上高(百万円) 26,098

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

35.4 19.5 17.7 13.3 85.9

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) 4,834 2,337 2,729 1,780 11,681

Ⅱ  連結売上高(百万円) 14,870

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

32.5 15.7 18.4 12.0 78.6

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
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