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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 18,518 ― △1,282 ― △1,391 ― △1,090 ―
20年12月期第3四半期 17,918 10.1 △1,408 ― △1,457 ― △1,246 ―

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3四半期 △63.46 ―
20年12月期第3四半期 △72.57 ―

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3四半期 19,928 9,482 46.7 542.16
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3四半期  9,314百万円 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
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

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3四半期 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3四半期  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3四半期 17,179,710株 20年12月期第3四半期 17,179,781株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気後退の底打ち感が出てきているものの、依然企業

業績は低水準で推移しており、それに伴う雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など、引き続き厳しい状況が続いておりま

す。 

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、本格的な七五三シーズンの準備といたしまして、撮影

用こども衣装（和装、洋装）の入替を実施するとともに、当社オリジナルの年賀用ポストカードを導入いたしました。ま

た、今年度大きく撮影件数が伸びているマタニティ撮影に対応した販売商品として、病院で撮影された体内のエコー写真

を入れることができるマタニティ専用台紙を導入いたしました。 

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、フランチャイズ店舗を含む全店の前年同期比で2.4％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８店舗を含み17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

43店舗、５店舗実施いたしました。退店は、移転による８店舗を含み14店舗実施いたしました。 

その結果、当第３四半期末の店舗数は、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、タレントのベッキーがデザインした第３弾のウエディングドレスの発表や、

貸衣装店へのレンタル用婚礼衣装の大幅なリニューアルを実施いたしました。また、取引シェアの拡大を目指し営業人員

の増強を図りました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比3.3％の増加）、 

営業損失は1,282百万円（対前年同期126百万円の損失減少）、経常損失は1,391百万円（対前年同期66百万円の損失減

少）、四半期純損失は1,090百万円（対前年同期156万円の損失減少）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３四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2,665百万円増加し 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1,404百万円増加の 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1,260百万円増加の 百万円となりました。

  

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

18,518

２．連結財政状態に関する定性的情報

19,928

8,302

11,625
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② 負債の状況 

 当第３四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4,213百万円増加し 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3,846百万

円増加の 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366百万円増加の 百万円となりました。 

  

③ 純資産の状況 

 当第３四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1,548百万円減少し 百万円となりまし

た。 

 これは主に、当第３四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。 

  

(3）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会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255

百万円減少し、 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、1,241百万円となりました。その主な内訳は、増加要因として、減価償却費1,256百万

円減少要因として、税引前当期純損失1,613百万円、売上債権の増加額286百万円であります。 

（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、2,452百万円となりました。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2,464百万円であります。 

（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、3,460百万円となりました。その主な内訳は増加要因として、短期借入金の増加額

2,968百万円セールス＆リースバック取引による収入1,125百万円であります。 

  

10,445

9,601

844

9,482

2,669
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当第３四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３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が76,280

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

4,371千円増加、投資活動における資金支出が916,958千円減少、財務活動における資金収入が921,330千円増

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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,001,583 3,250,694

受取手形及び売掛金 1,414,159 1,128,519

商品 83,985 75,152

製品 147,513 158,495

原材料 1,109,248 788,755

仕掛品 60,917 198,329

貯蔵品 33,235 42,344

繰延税金資産 886,664 230,990

その他 1,656,264 1,069,198

貸倒引当金 △91,000 △44,700

流動資産合計 8,302,572 6,897,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,359,384 7,204,957

減価償却累計額 △3,330,136 △3,214,294

建物及び構築物（純額） 4,029,247 3,990,663

機械装置及び運搬具 760,845 709,944

減価償却累計額 △473,648 △348,845

機械装置及び運搬具（純額） 287,196 361,099

工具、器具及び備品 3,233,573 2,604,082

減価償却累計額 △2,189,750 △1,868,562

工具、器具及び備品（純額） 1,043,822 735,519

土地 650,076 650,076

リース資産 965,059 －

減価償却累計額 △150,871 －

リース資産（純額） 814,188 －

有形固定資産合計 6,824,531 5,737,358

無形固定資産   

のれん 546,908 610,494

その他 500,931 398,943

無形固定資産合計 1,047,839 1,009,438

投資その他の資産   

投資有価証券 122,568 72,363

長期貸付金 159,888 159,888

繰延税金資産 705,744 592,461

敷金及び保証金 2,833,420 2,840,367

その他 16,577 23,147

貸倒引当金 △85,000 △70,000

投資その他の資産合計 3,753,198 3,618,228

固定資産合計 11,625,570 10,365,025

資産合計 19,928,142 17,262,805
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（単位：千円）

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 499,387 504,399

短期借入金 5,063,600 2,095,002

未払法人税等 117,500 759,885

リース債務 667,124 －

賞与引当金 8,511 7,548

未払費用 1,327,288 962,639

その他 1,917,724 1,424,757

流動負債合計 9,601,136 5,754,231

固定負債   

退職給付引当金 269,456 239,066

繰延税金負債 19,261 21,654

リース債務 465,729 －

その他 89,716 216,471

固定負債合計 844,165 477,192

負債合計 10,445,301 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 5,442,342 6,962,041

自己株式 △8,971 △8,971

株主資本合計 9,374,770 10,894,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54 △161

為替換算調整勘定 △60,528 △52,849

評価・換算差額等合計 △60,583 △53,011

少数株主持分 168,654 189,923

純資産合計 9,482,841 11,031,381

負債純資産合計 19,928,142 17,262,805
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,518,278

売上原価 14,604,259

売上総利益 3,914,019

販売費及び一般管理費 5,196,365

営業損失（△） △1,282,345

営業外収益  

受取利息 2,829

受取家賃 25,065

受取手数料 10,247

雑収入 19,801

営業外収益合計 57,943

営業外費用  

支払利息 43,214

賃貸費用 8,842

店舗解約損 65,848

為替差損 28,631

貸倒引当金繰入額 15,000

雑損失 5,365

営業外費用合計 166,902

経常損失（△） △1,391,305

特別損失  

固定資産廃棄損 176,506

減損損失 31,188

関係会社整理損 14,540

特別損失合計 222,234

税金等調整前四半期純損失（△） △1,613,540

法人税、住民税及び事業税 237,953

法人税等調整額 △771,433

法人税等合計 △533,480

少数株主利益 10,146

四半期純損失（△） △1,090,205

株式会社スタジオアリス (2305) 平成21年12月期第3四半期決算短信

8



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △1,613,540

減価償却費 1,256,671

のれん償却額 63,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） 61,300

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,025

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,390

受取利息 △2,829

支払利息 43,214

為替差損益（△は益） 13,482

有形固定資産廃棄損 139,056

減損損失 31,188

関係会社整理損 14,540

売上債権の増減額（△は増加） △286,423

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,521

仕入債務の増減額（△は減少） △3,850

未払消費税等の増減額（△は減少） △209,967

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,254

その他の流動負債の増減額（△は減少） 741,401

その他 △103,907

小計 25,071

利息の受取額 2,235

利息の支払額 △43,214

法人税等の支払額 △1,225,414

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,241,322

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 △2,178,391

無形固定資産の取得による支出 △181,792

子会社株式の取得による支出 △50,000

差入保証金の差入による支出 △104,055

差入保証金の回収による収入 85,736

その他 △23,613

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,452,116

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） 2,968,598

セール・アンド・リースバックによる収入 1,125,513

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △204,182

配当金の支払額 △429,492

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,460,435

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △255,220

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 2,669,192
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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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９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、当第３四半期連結累計期間の営業損失

が、こども写真事業で429千円、婚礼衣装製造卸売事業で75,851千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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９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  17,127,280  1,390,997  18,518,278  －  18,518,278

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  1,232,347  1,232,347 ( ) 1,232,347  －

計  17,127,280  2,623,345  19,750,626 ( ) 1,232,347  18,518,278

 営業利益（又は営業損失） ( ) 582,319 ( ) 537,444 ( ) 1,119,763 ( ) 162,582 ( ) 1,282,345

〔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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  17,918

Ⅱ 売上原価  14,390

売上総利益  3,528

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,937

営業損失  1,408

Ⅳ 営業外収益  48

Ⅴ 営業外費用  97

経常損失  1,457

Ⅵ 特別利益  14

Ⅶ 特別損失  314

税金等調整前四半期純損失  1,757

法人税、住民税及び事業税  315

法人税等調整額  △866

少数株主利益  40

四半期純損失  1,246
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期（当期）純損益  △1,757

 減価償却費  1,133

 のれん償却費  66

 貸倒引当金の増減額  27

 賞与引当金の増減額  3

 退職給付引当金の増減額  103

 受取利息  △3

 支払利息  43

 有形固定資産廃却損  161

 有形固定資産減損損失  30

 関係会社株式評価損  15

 売上債権の増減額  △531

 たな卸資産の増減額  △697

 仕入債務の増減額  210

 未払消費税等の増減額  △272

 その他の流動資産の増減額  △125

 その他の流動負債の増減額  1,296

 その他  7

小計  △287

 利息の受取額  3

 利息の支払額  △33

 法人税等の支払額  △1,856

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,173
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前年同四半期 

（平成20年12月期 
第３四半期） 

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

 定期預金の払戻による収入  43

 有形固定資産の取得による支出  △1,425

 有形固定資産の売却による収入  150

 子会社設立による支出  △93

 無形固定資産の取得による支出  △27

 敷金保証金の差入による支出  △149

 敷金保証金の回収による収入  88

 その他  2

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,443

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  3,566

 長期借入金の返済による支出  △24

 配当金の支払額  △429

 自己株式取得による支出  △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,111

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  22

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 

 △505

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,562

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,057
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