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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 16,626 △7.7 897 40.9 1,047 30.4 986 13.9
21年3月期第3四半期 18,012 ― 636 ― 802 ― 866 ―

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 209.00 ―
21年3月期第3四半期 173.56 ―

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 15,560 5,189 33.4 1,146.13
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3四半期  5,189百万円 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
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 ― ― ― 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 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  

（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。 

(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） 

（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。 

(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3四半期 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3四半期 1,604,357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3四半期 4,631,573株 21年3月期第3四半期 4,820,554株
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 当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、一部に景気回復要因

はあるものの自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあり、雇用情勢の一層の悪化や海

外景気の下振れ懸念、デフレの影響等にともなう個人消費の鈍化が懸念されております。 

 このような状況の中、当社グループは８月より本格展開をはじめた新フォトブックや年賀状プリントなど独自の付

加価値プリントサービスに注力するとともに、グループ一丸となり経営の安定化に向けた収益改善、コスト削減に取

り組んでおります。 

 当社グループの第３四半期最大の商機である年賀状プリントにおいては、Ｗｅｂ受注強化、年賀プリントメニュー

の拡充、法人営業の強化等により高い目標に果敢にチャレンジしてまいりました。年賀はがきの販売枚数が６年連続

で減少するなか、当社グループの年賀状プリント総受注枚数は店舗数の減少もあり前年に届かなかったものの、

5,073万枚(既存店前年同期比３％増)と相応の実績を確保することができ、また、携帯販売においては、モバイルパ

ソコンの手数料収入などによる売上が増加したことにより、当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21

年12月31日）の売上高は、70億11百万円（前年同期比6.8％減）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63億13百万円（前年同期比8.2％減）、携帯部門において

６億97百万円（前年同期比9.0％増）となりました。 

 利益面では、2008年度後半より急速な景気の悪化や需要の低下に対応すべく当社グループが前期後半より全社を挙

げ取り組んでまいりました構造改革、店舗運営体制の効率化などによる経費圧縮の効果により当第３四半期連結会計

期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）の販売費及び一般管理費が前年同期比11.9％減少し、営業利益11億78

百万円（前年同期比4.2％増）、経常利益12億27百万円（前年同期比4.1％増）、四半期純利益12億11百万円（前年同

期比2.9％増）となりました。 

  

(1）財政状態の状況 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産の額は155億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億56百万円の増加

となりました。主な要因は、現金及び預金が１億96百万円減少し、受取手形及び売掛金並びに預け金の売上債権がそ

れぞれ６億９百万円、10億70百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債の額は、103億70百万円となり前連結会計年度末に比べ15億26百万円の増加と

なりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の仕入債務が６億79百万円増加し、短期借入金が15億15百万円増加及

び長期借入金が４億64百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産の額は、51億89百万円となり前連結会計年度末に比べ７億30百万円の増加と

なりました。主な要因は、配当金の支払額１億43百万円及び四半期（累計）純利益９億86百万円などにより利益剰余

金が８億43百万円増加したことなどによるものであります。また、当第３四半期連結会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33.4％となっております。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会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２億85百万円減少し、19億９百万

円となりました。 

  

 当第３四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４億92百万円の収入となり、前年同期に比べ２億81百万円の収入の増加（前

年同期比133.3％増）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加による収入の増加１億34百万円

（前年同期比15.5％増）及び仕入債務が４億33百万円（前年同期比176.5％増）増加したこと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14億95百万円の支出となり、前年同期に比べ17億65百万円の支出の増加（前

年同期 ２億70百万円の収入）となりました。主な要因は、前年同期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。 

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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（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７億17百万円の収入となり、前年同期に比べ６億２百万円の収入の増加（前

年同期比520.0％増）となりました。主な要因は、短期借入金の借入による収入の増加４億39百万円（前年同期比

47.2％増）等によるものであります。 

  

 連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間の業績は平成21年５月20日付け見通しどおり推移しており

ますが、依然として景気の先行きが不透明な状況が続いており、現時点では、平成21年５月20日付け公表の通期業績

予想を変更しておりません。 

  

 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、四半期連結会計期

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 1,998,573 2,194,859

受取手形及び売掛金 1,235,678 626,637

商品及び製品 748,916 530,116

原材料及び貯蔵品 324,989 262,364

預け金 1,531,334 460,927

その他 828,131 607,069

貸倒引当金 △2,840 △2,752

流動資産合計 6,664,782 4,679,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,869,856 2,818,914

減価償却累計額 △2,113,966 △2,088,304

建物及び構築物（純額） 755,889 730,610

機械装置及び運搬具 6,255,801 5,488,058

減価償却累計額 △4,049,417 △3,566,420

機械装置及び運搬具（純額） 2,206,383 1,921,637

土地 1,348,624 1,348,624

その他 1,323,474 1,361,291

減価償却累計額 △1,006,887 △912,470

その他（純額） 316,587 448,820

有形固定資産合計 4,627,484 4,449,693

無形固定資産   

のれん 75,767 111,180

その他 468,082 356,535

無形固定資産合計 543,849 467,715

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,796,244 2,766,719

その他 1,290,433 1,307,262

貸倒引当金 △361,865 △366,573

投資その他の資産合計 3,724,812 3,707,408

固定資産合計 8,896,147 8,624,817

資産合計 15,560,929 13,304,039
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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 1,291,310 611,989

短期借入金 3,979,802 2,464,400

1年内償還予定の社債 140,000 140,000

未払法人税等 28,383 62,364

賞与引当金 34,555 69,250

ポイント引当金 105,400 169,200

その他 1,247,024 934,257

流動負債合計 6,826,475 4,451,460

固定負債   

社債 70,000 140,000

長期借入金 1,842,835 2,307,100

退職給付引当金 585,180 633,746

負ののれん 332,471 531,954

長期預り保証金 646,686 692,046

その他 67,340 88,442

固定負債合計 3,544,515 4,393,289

負債合計 10,370,990 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 5,063,348 4,219,681

自己株式 △1,144,046 △1,023,855

株主資本合計 5,202,528 4,479,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,589 △19,763

評価・換算差額等合計 △12,589 △19,763

純資産合計 5,189,939 4,459,288

負債純資産合計 15,560,929 13,304,039
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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）

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 18,012,362 16,626,269

売上原価 8,339,149 7,947,199

売上総利益 9,673,212 8,679,070

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 1,247,003 822,496

貸倒引当金繰入額 5,000 －

給料手当及び賞与 1,268,567 1,152,262

賞与引当金繰入額 76,855 33,520

退職給付費用 35,426 －

雑給 1,897,013 1,728,112

消耗品費 522,407 －

賃借料 1,270,613 1,222,433

のれん償却額 61,254 35,412

その他 2,652,318 2,787,484

販売費及び一般管理費合計 9,036,460 7,781,722

営業利益 636,752 897,347

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,402 4,044

負ののれん償却額 199,483 199,483

その他 60,964 33,427

営業外収益合計 266,850 236,955

営業外費用   

支払利息 74,932 68,588

その他 25,839 18,697

営業外費用合計 100,772 87,286

経常利益 802,830 1,047,017

特別利益   

固定資産売却益 219,352 34,056

貸倒引当金戻入額 4,470 4,619

償却債権取立益 12,957 2,041

受取補償金 － 300

清算配当金 1,115 －

特別利益合計 237,896 41,016

特別損失   

固定資産売却損 1,067 －

減損損失 97,976 61,009

固定資産除却損 32,496 13,761

投資有価証券評価損 3,657 －

関係会社株式売却損 19,079 －

店舗閉鎖損失 14,792 11,517

貸倒引当金繰入額 2,200 －

賃貸借契約解約損 4,458 2,336

特別損失合計 175,727 88,624

税金等調整前四半期純利益 864,999 999,408

法人税、住民税及び事業税 26,635 26,685

法人税等調整額 △28,211 △13,997

法人税等合計 △1,576 12,688

四半期純利益 866,575 986,720
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 7,521,797 7,011,857

売上原価 3,016,482 2,861,739

売上総利益 4,505,315 4,150,118

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 638,939 466,552

貸倒引当金繰入額 5,000 －

給料手当及び賞与 373,254 360,906

賞与引当金繰入額 76,855 33,520

退職給付費用 10,653 －

雑給 704,123 621,303

消耗品費 152,311 －

賃借料 454,350 446,416

のれん償却額 23,178 11,804

その他 936,082 1,031,080

販売費及び一般管理費合計 3,374,748 2,971,584

営業利益 1,130,567 1,178,534

営業外収益   

受取利息及び配当金 729 481

負ののれん償却額 66,494 66,494

その他 17,544 12,522

営業外収益合計 84,768 79,497

営業外費用   

支払利息 26,626 24,520

その他 9,646 5,748

営業外費用合計 36,273 30,269

経常利益 1,179,063 1,227,762

特別利益   

固定資産売却益 19,714 －

貸倒引当金戻入額 3,100 1,098

償却債権取立益 10,930 160

特別利益合計 33,744 1,258

特別損失   

減損損失 20,792 8,663

固定資産除却損 620 3,260

投資有価証券評価損 3,075 －

店舗閉鎖損失 3,870 2,255

貸倒引当金繰入額 2,200 －

賃貸借契約解約損 919 －

特別損失合計 31,477 14,178

税金等調整前四半期純利益 1,181,330 1,214,842

法人税、住民税及び事業税 8,722 10,334

法人税等調整額 △4,904 △7,413

法人税等合計 3,817 2,921

四半期純利益 1,177,512 1,211,920
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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 864,999 999,408

減価償却費 1,007,806 1,043,163

減損損失 97,976 61,009

のれん償却額 61,254 35,412

負ののれん償却額 △199,483 △199,483

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,729 △4,619

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,127 △48,565

ポイント引当金の増減額（△は減少） △17,161 △63,800

受取利息及び受取配当金 △6,402 △4,044

支払利息 74,932 68,588

固定資産売却損益（△は益） △218,284 △34,056

固定資産除却損 32,496 13,761

投資有価証券評価損益（△は益） 3,657 －

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） △419,961 △609,794

預け金の増減（△は増加） △1,029,877 △1,068,547

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,464 △281,425

仕入債務の増減額（△は減少） 245,681 679,321

その他 △127,138 651

小計 280,712 586,981

利息及び配当金の受取額 36,137 4,803

利息の支払額 △72,397 △62,948

法人税等の支払額 △41,213 △36,213

法人税等の還付額 7,892 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,130 492,622

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） － △89,000

有形固定資産の取得による支出 △1,515,851 △1,213,534

有形固定資産の売却による収入 295,744 56,369

無形固定資産の取得による支出 △124,874 △214,527

投資有価証券の取得による支出 △6,825 △2,745

関係会社株式の売却による収入 1,605,466 －

貸付けによる支出 － △1,800

貸付金の回収による収入 14,380 16,011

その他 2,350 △46,371

投資活動によるキャッシュ・フロー 270,391 △1,495,598

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） 932,000 1,371,520

長期借入れによる収入 900,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,119,000 △1,320,383

社債の償還による支出 △120,000 △70,000

自己株式の取得による支出 △270,230 △120,191

配当金の支払額 △206,977 △142,985

財務活動によるキャッシュ・フロー 115,791 717,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 △342 △270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 596,971 △285,285

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 2,279,928 1,909,573
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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） 

 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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生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当第３四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３四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３四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３四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）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．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、第３四半期連結会計期間の売上高は、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。 

  

６．その他の情報

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  4,923,307  △8.2

合計  4,923,307  △8.2

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  501,980  △33.7

携帯部門  542,834  15.2

合計  1,044,814  △14.9

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  6,313,941  △8.2

携帯部門  697,916  9.0

合計  7,011,857  △6.8
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