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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 68,184 3.2 △1,774 ― △1,485 ― △2,102 ―
22年3月期第2四半期 66,101 △13.4 △2,399 ― △1,681 ― △2,439 ―

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2四半期 △123.18 ―
22年3月期第2四半期 △140.10 ―

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2四半期 59,561 14,494 24.2 850.35
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2四半期  14,423百万円 22年3月期  16,941百万円

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   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 20.00 20.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 148,000 5.1 1,162 ― 2,150 105.8 800 ― 44.65



(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 

（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きの対象外であり、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き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。 

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 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  956,824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2Q 17,071,378株 22年3月期2Q 17,414,749株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復傾向の動きが見られるものの、急激な円高の進

行による景気の下振れ懸念や、記録的猛暑による外出控えから影響を受ける業界が多く、依然厳しい景況感の中で

推移しております。 

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

念頭に当社グループのファンを拡大すべく、写真を楽しむための商品やサービスの向上に注力してまいりました。 

  

①デジタルカメラ販売強化策として、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・関連用品等1,000品目の商品を掲載するに至りました。また「カメラのキタムラ」全店で安心し

て受け取れる「ＴＶショッピング」に加え「ラジオショッピング」も開始しました。 

②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260ヶ所展開しました。

「高品質」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。 

③売上・客数拡大のために「スタジオマリオ」を28店出店しました。うち、27店は既存の「カメラのキタムラ」店

舗内に併設出店しました。また「カメラのキタムラ」をショッピングセンター中心に７店出店しました。  

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。掲載商品点数が1,000件を超え

るまでになりました。 

⑤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。 

⑥ケータイから直接プリントが注文できるサービスを開始しました。 

⑦好調な「ＤＶＤダビングサービス」に、「内蔵記録式ビデオカメラ本体からのダビングサービス」「Blu-rayデ

ィスクへのダビングサービス」を追加しました。また設備を拡大し、受注体制も強化しました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は売上高68,184百万円（前年同期比3.2％増）、営業損

失1,774百万円、経常損失1,485百万円、四半期純損失2,102百万円となりました。 

  

（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。 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は59,561百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,715百万円減少し

ました。これは主に在庫内容の見直しによる、たな卸資産の減少によるものであります。  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は45,066百万円となり、前連結会計年度末に比べて808百万円増加しま

した。これは主に運転資金の調達による、短期借入金の増加によるものであります。 

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は14,494百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,523百万円減少しま

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24.2％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２四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 

 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額を見積り、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２四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。   

  

（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 

 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、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ13百万円増加し、税金等調整前四半期

純損失は、76百万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120百万円

であります。 

  
②５年間保証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、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といたし

ました。 

 この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の売上高は397百万円、売上総利益は260百万円増加し、営業損失は

397百万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２四半期連結会計期間では、「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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,244 4,907

受取手形及び売掛金 7,261 6,080

商品 10,789 12,332

原材料及び貯蔵品 852 1,022

前払費用 759 700

繰延税金資産 431 431

未収入金 4,042 3,976

その他 265 81

貸倒引当金 △88 △87

流動資産合計 28,558 29,444

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,200 12,918

減価償却累計額 △8,600 △8,211

建物及び構築物（純額） 4,600 4,706

機械装置及び運搬具 970 897

減価償却累計額 △490 △421

機械装置及び運搬具（純額） 479 475

工具、器具及び備品 7,573 7,779

減価償却累計額 △5,683 △5,851

工具、器具及び備品（純額） 1,889 1,928

土地 5,576 5,638

リース資産 590 548

減価償却累計額 △288 △214

リース資産（純額） 302 334

建設仮勘定 36 1

有形固定資産合計 12,884 13,084

無形固定資産   

ソフトウエア 2,112 2,257

その他 765 729

無形固定資産合計 2,878 2,986

投資その他の資産   

投資有価証券 479 623

長期貸付金 20 22

長期前払費用 410 453

繰延税金資産 2,544 2,540

敷金及び保証金 10,552 10,705

仕入先長期積立金 1,220 1,404

その他 99 99

貸倒引当金 △88 △87

投資その他の資産合計 15,240 15,761

固定資産合計 31,003 31,832

資産合計 59,561 61,276
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,388 16,227

短期借入金 2,800 1,700

1年内返済予定の長期借入金 7,470 7,590

1年内償還予定の社債 20 40

未払法人税等 282 450

未払消費税等 234 106

未払費用 1,896 1,772

賞与引当金 1,038 817

その他 2,033 1,937

流動負債合計 32,164 30,640

固定負債   

長期借入金 8,173 8,890

退職給付引当金 2,925 2,785

役員退職慰労引当金 548 533

負ののれん 705 940

資産除去債務 120 －

その他 428 467

固定負債合計 12,902 13,617

負債合計 45,066 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 9,620 12,065

自己株式 △507 △440

株主資本合計 14,384 16,896

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38 45

評価・換算差額等合計 38 45

少数株主持分 71 76

純資産合計 14,494 17,018

負債純資産合計 59,561 61,276
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 66,101 68,184

売上原価 41,928 44,147

売上総利益 24,172 24,036

販売費及び一般管理費 26,572 25,811

営業損失（△） △2,399 △1,774

営業外収益   

受取利息 9 6

受取配当金 7 7

受取手数料 48 51

受取保証料 361 －

仕入割引 72 54

負ののれん償却額 235 235

その他 172 96

営業外収益合計 905 450

営業外費用   

支払利息 140 124

支払手数料 19 24

その他 27 12

営業外費用合計 188 162

経常損失（△） △1,681 △1,485

特別利益   

固定資産売却益 210 －

貸倒引当金戻入額 40 16

特別利益合計 251 16

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 345 62

減損損失 2 78

投資有価証券評価損 － 132

事業構造改善費用 58 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63

その他 5 1

特別損失合計 411 340

税金等調整前四半期純損失（△） △1,842 △1,809

法人税等 613 298

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,107

少数株主損失（△） △15 △4

四半期純損失（△） △2,439 △2,102
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 34,264 35,009

売上原価 21,703 22,755

売上総利益 12,560 12,253

販売費及び一般管理費 13,223 12,789

営業損失（△） △662 △535

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 1 1

受取手数料 22 22

受取保証料 216 －

仕入割引 33 22

負ののれん償却額 117 117

その他 120 44

営業外収益合計 515 211

営業外費用   

支払利息 77 59

支払手数料 10 14

その他 13 6

営業外費用合計 100 79

経常損失（△） △247 △404

特別利益   

固定資産売却益 210 －

貸倒引当金戻入額 38 0

特別利益合計 248 0

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 281 19

減損損失 2 73

投資有価証券評価損 － 127

事業構造改善費用 3 －

その他 0 1

特別損失合計 288 223

税金等調整前四半期純損失（△） △286 △627

法人税等 405 105

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △732

少数株主損失（△） △11 △2

四半期純損失（△） △680 △730
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △1,842 △1,809

減価償却費 1,366 1,312

減損損失 2 78

負ののれん償却額 △235 △235

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 221

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 139

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 14

受取利息及び受取配当金 △16 △13

支払利息 140 124

投資有価証券評価損益（△は益） － 132

固定資産売却損益（△は益） △210 1

固定資産除却損 220 48

売上債権の増減額（△は増加） △201 △1,181

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,366 1,713

その他の資産の増減額（△は増加） 488 △304

仕入債務の増減額（△は減少） 4,910 △47

その他の負債の増減額（△は減少） △898 552

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63

その他 91 25

小計 2,440 828

利息及び配当金の受取額 10 9

利息の支払額 △141 △130

法人税等の支払額 △704 △435

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,605 271

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 △264

定期預金の払戻による収入 600 654

有形固定資産の取得による支出 △1,809 △603

有形固定資産の売却による収入 100 8

無形固定資産の取得による支出 △516 △414

敷金及び保証金の差入による支出 △266 △194

敷金及び保証金の回収による収入 726 334

貸付金の回収による収入 2 1

投資その他の資産の増減額（△は増加） △75 175

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,539 △303
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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） △400 1,100

長期借入れによる収入 4,400 3,200

長期借入金の返済による支出 △3,560 △4,036

社債の償還による支出 △50 △20

自己株式の取得による支出 △88 △66

配当金の支払額 △350 △342

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △64 △75

財務活動によるキャッシュ・フロー △114 △241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48 △272

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 3,430 3,411
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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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