
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  33,175  4.2  △1,238 －  △1,081 －  △1,372 － 

22年３月期第１四半期  31,837  △14.6  △1,736 －  △1,434 －  △1,759 － 

  
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 

23年３月期第１四半期  △80  24 －      

22年３月期第１四半期  △100  72 －      

  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 

23年３月期第１四半期  58,861  15,249  25.8  886  98

22年３月期  61,276  17,018  27.6  990  24

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 15,175百万円 22年３月期 16,941百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －       0 00 －      20 00  20  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想） 0 00 －      20 00  20  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  68,462  3.6  △1,113  －  △617  －  △1,500  －  △83  71

通期  148,000  5.1  1,162  －  2,150  105.8  800  －  44  65



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 17,918,252株 22年３月期 17,918,252株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 809,424株 22年３月期 809,338株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 17,108,886株 22年３月期１Ｑ 17,467,097株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、外需や国内に持ち直しの動きが見られるものの、 

雇用情勢や所得環境は引き続き厳しく、また海外景気の下振れ懸念もあり、厳しい景況感の中で推移いたしまし

た。 

このような経営環境の中、当社グループは事業環境の激変に対応するために「すべての人を写真の未来へ」

を合言葉に当社グループのファンを拡大すべく、商品やサービスの提供に注力してまいりました。  

① デジタルカメラ販売強化のため、価格.comに商品情報の掲載を開始しました。デジタルカメラ・交換レン

ズ・ビデオカメラを中心に250品目の商品を掲載しました。 

② 売上・客数拡大のために「スタジオマリオ」を既存の「カメラのキタムラ」店舗内に16店併設出店しまし

た。 

③ 好評いただいている「証明写真スタジオＫ」を既存の「カメラのキタムラ」店舗内に引き続き展開しまし

た。 

ハイクオリティな品質と快適な撮影環境をより多くのお客様に提供できるようになりました。 

④ 中古カメラの売上を拡大するために「ネットオークション」を加速させました。 

⑤ カメラのキタムラ1,000店で安心して受け取れる「ＴＶショッピング」を開始しました。 

⑥ フォトブックのラインナップを増やしました。エコー写真などから作る「おなかのフォトブック」、ブラ

イダル専用の本格的な「デザイナーズフォトブック」を発売しました。また「ミニミニフォトブック」は

ケータイからでも簡単に注文できるように利便性を高めました。 

この結果、当連結会計期間において当社グループ（当社及び連結子会社）の実績は、売上高33,175百万円

（前年同期比4.2%増）、営業損失1,238百万円（前年同期は1,736百万円の営業損失）、経常損失1,081百万円

（前年同期は1,434百万円の経常損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

財政状態につきましては次のとおりであります。   

①資産  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は58,861百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,415百万円減少し

ました。これは主に借入金返済にともなう現金及び預金の減少や仕入リベートを含む未収入金の減少等によるも

のであります。 

②負債 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は43,612百万円となり、前連結会計年度末に比べて646百万円減少し

ました。これは主に在庫調整による買掛金減少や借入金返済による長期借入金の減少等によるものであります。

③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は15,249百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,769百万円減少し

ました。これは主に利益剰余金の減少によるものであり、この結果自己資本比率は25.8％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想に関しましては、平成22年５月11日公表の「平成22年３月期決算短信」に修

正はございません。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ①簡便な会計処理  

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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。 

  

・たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな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格を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

・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。 

  

・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の作成にあたり適用した特有の会計処理 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四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。 

 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。  
  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ４百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は67百万円増加して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は107百万円であります。 
  

②５年間保証収入に係る収入及び修理費用の会計処理基準の変更  

 販売商品の５年間保証に係る収入は、従来、販売促進を目的とした副次的なサービスとしてとらえ、営業外収

益（受取保証料）として処理しておりました。 

 当該サービス内容を前連結会計年度中に充実させ、新たなビジネスモデルとして再定義した結果、当連結会計

年度において収入金額の重要性が高まってきたため、当第１四半期連結会計期間より当該サービスに係る収入を

売上高に含めて処理することといたしました。 

 これに伴い、当該サービスに係る修理費用は販売費及び一般管理費から売上原価に含めて処理することにいた

しました。  

 この変更により、売上高は188百万円、売上総利益は121百万円増加し、営業損失は188百万円減少しておりま

す。なお、税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 
  

③連結財務諸表に関する会計基準の適用による表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しており

ます。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,490 4,907

受取手形及び売掛金 6,383 6,080

商品 12,142 12,332

原材料及び貯蔵品 921 1,022

前払費用 781 700

繰延税金資産 431 431

未収入金 3,068 3,976

その他 166 81

貸倒引当金 △80 △87

流動資産合計 27,304 29,444

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,126 12,918

減価償却累計額 △8,416 △8,211

建物及び構築物（純額） 4,710 4,706

機械装置及び運搬具 923 897

減価償却累計額 △462 △421

機械装置及び運搬具（純額） 460 475

工具、器具及び備品 7,514 7,779

減価償却累計額 △5,604 △5,851

工具、器具及び備品（純額） 1,910 1,928

土地 5,638 5,638

リース資産 574 548

減価償却累計額 △251 △214

リース資産（純額） 323 334

建設仮勘定 52 1

有形固定資産合計 13,095 13,084

無形固定資産   

ソフトウエア 2,182 2,257

その他 722 729

無形固定資産合計 2,904 2,986

投資その他の資産   

投資有価証券 531 623

長期貸付金 21 22

長期前払費用 430 453

繰延税金資産 2,575 2,540

敷金及び保証金 10,570 10,705

仕入先長期積立金 1,414 1,404

その他 100 99

貸倒引当金 △87 △87

投資その他の資産合計 15,556 15,761

固定資産合計 31,556 31,832

資産合計 58,861 61,276
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,391 16,227

短期借入金 2,000 1,700

1年内返済予定の長期借入金 7,438 7,590

1年内償還予定の社債 40 40

未払法人税等 148 450

未払消費税等 260 106

未払費用 1,871 1,772

賞与引当金 1,575 817

資産除去債務 2 －

その他 1,976 1,937

流動負債合計 30,703 30,640

固定負債   

長期借入金 8,154 8,890

退職給付引当金 2,838 2,785

役員退職慰労引当金 535 533

負ののれん 822 940

資産除去債務 104 －

その他 451 467

固定負債合計 12,908 13,617

負債合計 43,612 44,258

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 10,350 12,065

自己株式 △440 △440

株主資本合計 15,181 16,896

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 45

評価・換算差額等合計 △6 45

少数株主持分 73 76

純資産合計 15,249 17,018

負債純資産合計 58,861 61,276
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 31,837 33,175

売上原価 20,224 21,391

売上総利益 11,612 11,783

販売費及び一般管理費 13,348 13,021

営業損失（△） △1,736 △1,238

営業外収益   

受取利息 5 3

受取配当金 6 5

受取手数料 25 28

受取保証料 145 －

仕入割引 38 31

負ののれん償却額 117 117

その他 51 51

営業外収益合計 389 238

営業外費用   

支払利息 63 65

支払手数料 9 9

売上割引 － 1

その他 13 5

営業外費用合計 87 82

経常損失（△） △1,434 △1,081

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 16

その他 0 －

特別利益合計 2 16

特別損失   

固定資産除却損 63 43

減損損失 0 5

投資有価証券評価損 － 4

事業構造改善費用 55 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63

その他 4 －

特別損失合計 123 117

税金等調整前四半期純損失（△） △1,555 △1,182

法人税等 207 193

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,375

少数株主損失（△） △3 △2

四半期純損失（△） △1,759 △1,372
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △1,555 △1,182

減価償却費 630 628

減損損失 0 5

負ののれん償却額 △117 △117

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 503 757

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26 52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30 1

受取利息及び受取配当金 △11 △9

支払利息 63 65

投資有価証券評価損益（△は益） － 4

固定資産除却損 54 38

売上債権の増減額（△は増加） 88 △302

たな卸資産の増減額（△は増加） 223 290

その他の資産の増減額（△は増加） 1,095 743

仕入債務の増減額（△は減少） 1,977 △965

その他の負債の増減額（△は減少） △256 303

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63

その他 60 △31

小計 2,742 339

利息及び配当金の受取額 8 8

利息の支払額 △67 △65

法人税等の支払額 △698 △434

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,984 △151

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 △300 △227

定期預金の払戻による収入 － 600

有形固定資産の取得による支出 △277 △160

無形固定資産の取得による支出 △346 △276

敷金及び保証金の差入による支出 △126 △69

敷金及び保証金の回収による収入 279 200

貸付金の回収による収入 1 0

投資その他の資産の増減額（△は増加） △32 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー △802 49
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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） △500 300

長期借入れによる収入 800 1,100

長期借入金の返済による支出 △1,777 △1,987

社債の償還による支出 △30 －

自己株式の取得による支出 △36 △0

配当金の支払額 △318 △317

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △24 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,886 △941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △703 △1,043

現金及び現金同等物の期首残高 3,478 3,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,774 2,640
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 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）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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