
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 キタムラ 上場取引所 東 
コード番号 2719 URL http://www.kitamura.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 浜田 宏幸
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 菅原 孝行 TEL 045-476-0777
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 28,729 △13.4 △1,360 ― △1,249 ― △1,535 ―
23年3月期第1四半期 33,175 4.2 △1,238 ― △1,081 ― △1,372 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △1,530百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1,426百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △90.91 ―
23年3月期第1四半期 △80.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 56,915 15,432 27.0
23年3月期 58,351 17,300 29.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  15,355百万円 23年3月期  17,223百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 64,800 △5.0 △2,850 ― △2,550 ― △3,100 ― △182.45
通期 146,000 1.0 700 △53.2 1,300 △35.5 450 △37.2 26.48



(1) 当四半期連結累計期間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）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) 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）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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 17,918,252 株 23年3月期 17,918,252 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,023,421 株 23年3月期 1,023,395 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,894,848 株 23年3月期1Q 17,108,886 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、東日本大震災の影響による消費マインドの悪化、東日本を中

心とした企業活動の停滞、イベントの自粛等により、厳しい状況で推移しました。 

 このような経営環境の中ではありますが、当社グループは、事業の長期的な成長を重視し、商品・サービスの拡

大を積極的に推進してまいりました。 

  

① 「カメラのキタムラ」を７店、「スタジオマリオ」を19店、合計26店出店しました。そのうち、「スタジ

オマリオ」は、「カメラのキタムラ」店舗内に15店併設出店しました。退店は３店舗実施しました。 

② スマートフォンの販売店舗を121店舗に拡大しました。また、スマートフォンで撮った写真を「カメラのキ

タムラ」の店頭で簡単にプリントできる環境づくりを推進中です。 

③ 46店舗のリニューアルを実施しました。お客様の動線と従業者の動線を分析し、バックヤードの位置、広

さを見直し、売場を拡張しました。これにより、従業者の作業効率が向上し、お客様へのサービス向上に

繋げました。 

④ 好評を頂いている「ＤＶＤダビングサービス」に加え、アルバムからＤＶＤやフォトブックができる「ア

ルバムそのままＤＶＤ/フォトブック」や、はがき・名刺などをＣＤにデータ保存できるサービスなど、

「変換・保存サービス」を拡大しました。 

⑤ 「時計の買取・再生販売」取扱店を５店舗に増やしました。また、インターネットでの取り扱いも開始し

ました。 

  

 しかしながら、当第１四半期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

28,729百万円（前年同期比13.4%減）、営業損失1,360百万円（前年同期は1,238百万円の営業損失）、経常損失

1,249百万円（前年同期は1,081百万円の経常損失）、四半期純損失1,535百万円（前年同期は1,372百万円の四半期

純損失）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は56,915百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,436百万円減少し

ました。これは主に税金の支払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。 

  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は41,482百万円となり、前連結会計年度末に比べて431百万円増加し

ました。これは主に賞与引当金の増加や投資等にともなう短期及び長期借入金の増加等によるものであります。

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計計期間末の純資産は15,432百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,868百万円減少

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27.0％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想に関しましては、平成23年５月12日公表の「平成23年３月期決算短信」に修正は

ございません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,397 3,785

受取手形及び売掛金 5,285 4,770

商品 11,906 13,083

原材料及び貯蔵品 1,047 826

前払費用 726 777

繰延税金資産 533 533

未収入金 3,205 2,540

その他 121 383

貸倒引当金 △40 △44

流動資産合計 28,183 26,656

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,263 13,378

減価償却累計額 △8,974 △9,060

建物及び構築物（純額） 4,289 4,318

機械装置及び運搬具 989 1,028

減価償却累計額 △588 △622

機械装置及び運搬具（純額） 401 406

工具、器具及び備品 7,631 7,721

減価償却累計額 △5,928 △5,922

工具、器具及び備品（純額） 1,702 1,799

土地 5,576 5,576

リース資産 840 924

減価償却累計額 △395 △449

リース資産（純額） 445 474

建設仮勘定 13 54

有形固定資産合計 12,428 12,630

無形固定資産   

ソフトウエア 1,985 1,883

その他 714 760

無形固定資産合計 2,699 2,643

投資その他の資産   

投資有価証券 506 516

長期貸付金 26 25

長期前払費用 372 396

繰延税金資産 2,377 2,373

敷金及び保証金 10,524 10,446

仕入先長期積立金 1,226 1,225

その他 100 90

貸倒引当金 △92 △90

投資その他の資産合計 15,041 14,985

固定資産合計 30,168 30,258

資産合計 58,351 56,915
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,466 11,354

短期借入金 2,100 4,300

1年内返済予定の長期借入金 6,827 7,150

未払法人税等 568 169

未払消費税等 373 173

未払費用 2,047 2,075

賞与引当金 1,020 1,538

役員賞与引当金 10 －

その他 1,463 2,191

流動負債合計 28,878 28,952

固定負債   

長期借入金 7,279 7,710

退職給付引当金 3,063 3,070

役員退職慰労引当金 573 571

商品保証引当金 157 198

負ののれん 470 352

資産除去債務 123 124

その他 505 502

固定負債合計 12,172 12,529

負債合計 41,050 41,482

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 12,440 10,566

自己株式 △539 △539

株主資本合計 17,172 15,298

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 51 56

その他の包括利益累計額合計 51 56

少数株主持分 77 77

純資産合計 17,300 15,432

負債純資産合計 58,351 56,915
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 33,175 28,729

売上原価 21,391 17,809

売上総利益 11,783 10,920

販売費及び一般管理費 13,021 12,281

営業損失（△） △1,238 △1,360

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 5 6

受取手数料 28 23

仕入割引 31 42

負ののれん償却額 117 117

その他 51 51

営業外収益合計 238 244

営業外費用   

支払利息 65 54

支払手数料 9 57

売上割引 1 1

その他 5 17

営業外費用合計 82 132

経常損失（△） △1,081 △1,249

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 16 －

特別利益合計 16 0

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 43 －

減損損失 5 11

災害による損失 － 51

投資有価証券評価損 4 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 63 －

特別損失合計 117 63

税金等調整前四半期純損失（△） △1,182 △1,312

法人税等 193 224

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,375 △1,536

少数株主損失（△） △2 △0

四半期純損失（△） △1,372 △1,535
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,375 △1,536

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △51 5

その他の包括利益合計 △51 5

四半期包括利益 △1,426 △1,530

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,424 △1,530

少数株主に係る四半期包括利益 △2 △0
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該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療用機器販売事業、服飾

雑貨販売事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額282百万円には、主に当社グループ間の受取配当金の相殺302百万円が

含まれております。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報   

（固定資産に係る重要な減損損失） 

    当第１四半期連結累計期間において、固定資産にかかる重要な減損損失はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

  当第１四半期連結累計期間において、のれんの金額の重要な変動はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

  当第１四半期連結累計期間において、重要な負ののれん発生益はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）３ 

店舗販売 通信販売 レンタル 計 

売上高                 

外部顧客への売

上高 
 26,311  3,263  1,181  30,756  2,418  33,175  －  33,175

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 0  56  －  57  125  182  △182  －

計  26,311  3,320  1,181  30,813  2,543  33,357  △182  33,175

セグメント利益又

は損失（△） 
 △902  5  53  △843  44  △799  △282  △1,081
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療用機器販売事業等を含

んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額393百万円には、主に当社グループ間の受取配当金の相殺421百万円が

含まれております。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

   当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、従来の

「店舗販売」「通信販売」「レンタル」に加えて、「服飾卸販売」を追加して記載しております。 

   当該変更に伴う前第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）に係る報告

セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報は以下の通りであります。 

（単位：百万円）

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報   

（固定資産に係る重要な減損損失） 

    当第１四半期連結累計期間において、固定資産にかかる重要な減損損失はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

  当第１四半期連結累計期間において、のれんの金額の重要な変動はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

  当第１四半期連結累計期間において、重要な負ののれん発生益はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３

店舗販売 通信販売 レンタル
服飾卸

販売  
計

売上高                 

外部顧客への売上高  22,588  2,599 1,264  402 26,854 1,875  28,729  － 28,729

セグメント間の内部売上高

又は振替高  －  － 0  32 33  39  72  △72 －

計  22,588  2,599 1,265  434 26,887 1,914  28,802  △72 28,729

セグメント利益又は損失

（△） 
 △941  △0 13  73 △855 △0  △856  △393 △1,249

  

報告セグメント

その他 合計 調整額 
四半期連結

損益計算書

計上額 店舗販売 通信販売 レンタル
服飾卸

販売  
計

売上高                 

外部顧客への売上高  26,311  3,263 1,181  309 31,066 2,108  33,175  － 33,175

セグメント間の内部売上高

又は振替高  0  56 －  30 87  95  182  △182 －

計  26,311  3,320 1,181  340 31,154 2,203  33,357  △182 33,175

セグメント利益又は損失

（△） 
 △902  5 53  46 △796 △2  △799  △282 △1,081

（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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