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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 109,003 △9.8 1,148 △61.3 2,188 △42.8 757 △57.3
21年3月期第3四半期 120,815 ― 2,970 ― 3,822 ― 1,774 ―

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3四半期 43.65 ―
21年3月期第3四半期 100.27 ―

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3四半期 67,118 17,792 26.4 1,029.34
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3四半期  17,712百万円 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
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 ― ― ― 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 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、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 
 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3四半期 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3四半期  711,096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3四半期 17,363,572株 21年3月期第3四半期 17,701,356株

㈱キタムラ（２７１９）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－　２　－



 当第３四半期連結累計期間における日本経済は、景気持ち直しの兆しを見せつつあるものの依然として水準は低

く、企業業績悪化による雇用情勢の悪化、消費マインドの低下等が依然続いており、個人消費は弱い状況で推移しま

した。 

 小売業界においてもデフレ経済の深刻化による販売価格の低下により、売上高の伸び悩みが業態を問わず顕著化し

ており、厳しい経営環境が続いております。 

 このような中、当社グループでは主として写真付き年賀状等のプリント商品を年末商戦の主力商品として拡大販売

している当第３四半期連結会計期間において、以下の結果を残すにいたりました。 

①年賀状の販売枚数増加 

 写真付き年賀状および印刷年賀状の販売で総枚数5,400万枚（前年同期比9.0％増）となり、前年を上回ることが

できました。 

②「スタジオマリオ」の売上増加 

 「スタジオマリオ」は七五三商戦において、予定通りお客様を取り込むことができ、売上高前年同期比22.0％増

となりました。 

 「カメラのキタムラ」内に「スタジオマリオ」を併設出店したことで、従来より「カメラのキタムラ」をご利用

頂いているファミリー層の方にもご利用頂けたことが主な要因です。 

③デジタル一眼レフカメラの売上増加  

 デジタル一眼レフカメラが専門店の応対とサービスでご支持を頂き、売上高前年同期比は8.9％増、販売台数の

前年同期比は8.3％増となりました。 

  

 しかしながら、フィルムプリント及びデジカメプリントの減少、コンパクトデジタルカメラの単価ダウン等によ

り、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高109,003百万円（前年同期比9.8％減）、営業利益1,148

百万円（前年同期比61.3％減）、経常利益2,188百万円（前年同期比42.8％減）、四半期純利益757百万円（前年同期

比57.3％減）となりました。 

  

①資産 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は67,118百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,761百万円増加しま

した。これは主に七五三と年賀状など最大の繁忙期の売上にともなう現金及び預金、クレジットを含む売掛金の増

加によるものであります。 

②負債 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は49,326百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,434百万円増加し

ました。これは主にボーナス商戦に向けてのデジタルカメラ等の仕入にともなう債務の増加によるものでありま

す。  

③純資産 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は17,792百万円となり、前連結会計年度末に比べて326百万円増加しまし

た。これは主に利益剰余金の増加によるものであり、この結果自己資本比率は26.4％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。  

  

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
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 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３四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と認めら

れるため、前連結会計年度末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 

 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額を見積り、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。 

  

４ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判定に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい

変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において

使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によ

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３四半期連結累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。 

 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。  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,335 4,574

受取手形及び売掛金 7,638 6,214

商品 14,676 13,599

原材料及び貯蔵品 1,131 982

前払費用 694 652

繰延税金資産 624 624

未収入金 4,964 4,069

その他 105 177

貸倒引当金 △146 △145

流動資産合計 35,023 30,750

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,938 12,390

減価償却累計額 △8,042 △7,839

建物及び構築物（純額） 4,895 4,550

機械装置及び運搬具 911 547

減価償却累計額 △386 △252

機械装置及び運搬具（純額） 524 295

工具、器具及び備品 7,912 7,529

減価償却累計額 △5,817 △5,735

工具、器具及び備品（純額） 2,094 1,794

土地 5,829 6,061

リース資産 549 441

減価償却累計額 △179 △78

リース資産（純額） 369 363

建設仮勘定 1 67

有形固定資産合計 13,715 13,130

無形固定資産   

ソフトウエア 2,173 1,735

その他 761 1,304

無形固定資産合計 2,935 3,039

投資その他の資産   

投資有価証券 575 512

長期貸付金 20 23

長期前払費用 454 499

繰延税金資産 2,110 2,394

敷金及び保証金 10,883 11,656

仕入先長期積立金 1,388 1,337

その他 100 102

貸倒引当金 △89 △91

投資その他の資産合計 15,443 16,436

固定資産合計 32,094 32,606

資産合計 67,118 63,357
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 20,341 14,869

短期借入金 2,800 2,800

1年内返済予定の長期借入金 7,302 6,682

1年内償還予定の社債 40 70

未払法人税等 605 600

未払消費税等 93 265

未払費用 2,139 1,751

賞与引当金 530 993

その他 1,874 2,730

流動負債合計 35,726 30,764

固定負債   

社債 20 40

長期借入金 8,688 9,815

退職給付引当金 2,705 2,623

役員退職慰労引当金 521 509

負ののれん 1,058 1,410

その他 606 727

固定負債合計 13,599 15,126

負債合計 49,326 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 12,788 12,381

自己株式 △400 △269

株主資本合計 17,660 17,383

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51 △21

評価・換算差額等合計 51 △21

少数株主持分 79 102

純資産合計 17,792 17,465

負債純資産合計 67,118 63,357
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 120,815 109,003

売上原価 77,644 67,943

売上総利益 43,170 41,060

販売費及び一般管理費 40,199 39,911

営業利益 2,970 1,148

営業外収益   

受取利息 26 13

受取配当金 44 9

受取手数料 54 68

受取保証料 218 555

仕入割引 102 100

負ののれん償却額 367 352

その他 392 214

営業外収益合計 1,205 1,313

営業外費用   

支払利息 218 212

支払手数料 64 30

売上割引 2 －

その他 68 31

営業外費用合計 353 274

経常利益 3,822 2,188

特別利益   

固定資産売却益 － 210

店舗売却益 82 －

貸倒引当金戻入額 29 9

新株予約権戻入益 67 －

その他 0 －

特別利益合計 179 219

特別損失   

固定資産売却損 88 7

固定資産除却損 352 359

減損損失 104 12

投資有価証券評価損 102 58

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 27 －

事業構造改善費用 － 81

その他 25 5

特別損失合計 699 525

税金等調整前四半期純利益 3,302 1,882

法人税等 1,546 1,145

少数株主損失（△） △18 △20

四半期純利益 1,774 757
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 44,475 42,901

売上原価 27,431 26,014

売上総利益 17,043 16,887

販売費及び一般管理費 12,987 13,339

営業利益 4,056 3,547

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 4 1

受取手数料 17 20

受取保証料 70 193

仕入割引 32 27

負ののれん償却額 118 117

その他 117 42

営業外収益合計 368 408

営業外費用   

支払利息 70 71

支払手数料 10 10

売上割引 0 －

その他 16 4

営業外費用合計 97 86

経常利益 4,326 3,870

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 4 △31

その他 0 －

特別利益合計 4 △31

特別損失   

固定資産売却損 80 7

固定資産除却損 85 14

減損損失 54 9

投資有価証券評価損 68 58

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 27 －

事業構造改善費用 － 22

その他 4 0

特別損失合計 321 113

税金等調整前四半期純利益 4,010 3,724

法人税等 1,361 532

少数株主損失（△） △14 △5

四半期純利益 2,663 3,197

㈱キタムラ（２７１９）　平成22年３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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 3,302 1,882

減価償却費 1,874 2,136

減損損失 104 11

負ののれん償却額 △367 △352

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △549 △462

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） 65 82

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △146 11

受取利息及び受取配当金 △70 △22

支払利息 218 212

投資有価証券評価損益（△は益） 102 58

新株予約権戻入益 △67 －

固定資産売却損益（△は益） 5 △202

固定資産除却損 362 224

売上債権の増減額（△は増加） △1,781 △1,423

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,260 △1,225

その他の資産の増減額（△は増加） △1,232 △856

仕入債務の増減額（△は減少） 3,084 5,482

その他の負債の増減額（△は減少） △1,231 △717

その他 △35 109

小計 1,319 4,940

利息及び配当金の受取額 65 14

利息の支払額 △77 △207

法人税等の支払額 △1,153 △969

営業活動によるキャッシュ・フロー 154 3,777

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 △495 △400

定期預金の払戻による収入 330 600

有形固定資産の取得による支出 △1,882 △2,168

有形固定資産の売却による収入 214 440

無形固定資産の取得による支出 △736 △676

無形固定資産の売却による収入 66 0

投資有価証券の取得による支出 △1 －

投資有価証券の売却による収入 3 －

敷金及び保証金の差入による支出 △291 △301

敷金及び保証金の回収による収入 617 920

子会社株式の取得による支出 △29 －

貸付金の回収による収入 0 3

投資その他の資産の増減額（△は増加） △145 △93

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,347 △1,674
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 1,339 －

長期借入れによる収入 5,800 4,900

長期借入金の返済による支出 △4,632 △5,408

社債の償還による支出 △105 △50

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 △34 △131

自己株式の売却による収入 0 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △101

配当金の支払額 △383 △350

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,103 △1,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89 961

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 5,075 4,439
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 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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
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