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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第40期

第１四半期連結
累計期間

第41期
第１四半期連結

累計期間
第40期

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年３月31日

自平成26年１月１日
至平成26年３月31日

自平成25年１月１日
至平成25年12月31日

売上高 （千円） 5,683,096 6,180,056 35,366,580

経常利益（△は損失） （千円） △970,585 △1,197,144 3,103,599

四半期（当期）純利益(△は損

失）
（千円） △690,018 △894,539 1,237,210

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △647,779 △895,643 1,505,880

純資産額 （千円） 14,761,107 14,978,001 16,913,087

総資産額 （千円） 23,593,175 23,932,828 25,116,367

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（△は損失)
（円） △40.17 △52.47 72.02

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 60.8 60.3 65.2

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

 

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策を背景に円安や株高が進行

し、企業収益や個人消費の改善が見られるなど、景気回復傾向となりました。一方で、中国をはじめとする新興

国の経済成長の鈍化や欧州経済の長期低迷に加え、消費税率の引き上げに伴う消費低迷の懸念など、依然として

先行き不透明な状況にあります。

このような状況のもと、当社グループは、主力である写真事業において、競合他社との差別化強化を図り、お

客様に選んでいただけるお店になるための取り組みをおこなってまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,180百万円（前年同期比8.7%の増加）、営業損失は1,195

百万円（対前年同期213百万円の損失増加）、経常損失は1,197百万円（対前年同期226百万円の損失増加）、四半

期純損失は894百万円（対前年同期204百万円の損失増加）となりました。

 

各セグメントの業績は、次のとおりであります。

（写真事業）

写真事業は、前年も実施した「桃の節句キャンペーン」、「入園入学キャンペーン」および０歳～10歳のお子

様を対象とした「みんななかよし撮影会」に加え、お子様の笑顔を撮ることに絶対の自信をもつ当社だからこそ

できる「百日赤ちゃん笑顔の写真絶対撮りますキャンペーン」を３月に実施し、撮影件数の獲得を図りました。

これらの取り組みにより、フランチャイズ店舗を含む全店の撮影件数は、前年同期比で115.6%となり、開店１

年以上経過した既存店の撮影件数は111.3%となりました。

国内こども写真館の出店状況は、移転３店舗を含み15店舗出店し、ショッピングセンター内の区画移動・増床

を含む改装を50店舗実施いたしました。

その結果、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、国内こども写真館463店舗（直営店舗453店・フランチャ

イズ店舗10店）、大人向け写真館１店舗、アミューズメント写真館３店舗、ペット写真館１店舗、韓国の子会社

におけるこども写真館６店舗、台湾の合弁会社におけるこども写真館６店舗を含め、480店舗となっております。

以上の結果、写真事業の売上高は6,095百万円（前年同期比8.4％の増加）、セグメント損失は1,193百万円（対

前年同期172百万円の損失増加）となりました。

 

（衣装製造卸売事業）

衣装製造卸売事業は、前年から取り組んでいる生産コストの低減活動を行いつつ、約25,000着にのぼる当社向

けオリジナルブランド衣装等の生産を行いました。

以上の結果、衣装製造卸売事業の売上高は333百万円（前年同期比75.5％の増加）、セグメント利益は19百万円

（前年同期比12.0％の減少）となりました。
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（２）財政状態の分析

　①　資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比べ1,183百万円減少し23,932百万円となり

ました。

流動資産は、法人税等及び配当金の支払い等により、前連結会計年度末と比べ1,822百万円減少の8,717百万円

となりました。

固定資産は、改装等による有形固定資産の取得等により、前連結会計年度末と比べ639百万円増加の15,215百万

円となりました。

 

　②　負債の状況

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ751百万円増加し8,954百万円となりま

した。

　流動負債は、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ810百万円増加の7,091百万円となりまし

た。

　固定負債は、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末と比べ58百万円減少の1,863百万円となりました。

 

 ③　純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ1,935百万円減少し14,978百万円とな

りました。

　これは主に、第１四半期純損失及び前連結会計年度の剰余金の処分（配当金支払い）などによるものです。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　　　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,888,000

計 30,888,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年５月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 17,185,650 17,185,650
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数　100株

計 17,185,650 17,185,650 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成26年１月１

日～平成26年３月31

日

   － 17,185,650    － 1,885,950    － 2,055,449

 

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

 　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式  　　 6,200 －
単元株式数

100株

完全議決権株式（その他） 　普通株式　 17,161,500 171,615 同上

単元未満株式 　普通株式  　 17,950 －
１単元(100株)

未満の株式

発行済株式総数 　　　　　　 17,185,650 － －

総株主の議決権 － 171,615 －

 

 

 

②【自己株式等】

平成26年３月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱スタジオアリス
大阪市北区梅田

1－８－17
6,200 － 6,200 0.04

計 － 6,200 － 6,200 0.04

(注）直前の基準日（平成25年12月31日）の後、当第１四半期会計期間末日までの期間に自己株式195,000株を取得し

たことにより、当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式及び所有株式数の合計は、それぞれ

　　 201,200株となっております。

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,616,310 4,008,473

受取手形及び売掛金 778,032 1,059,415

たな卸資産 1,102,313 1,287,043

その他 2,080,961 2,403,726

貸倒引当金 △37,200 △41,160

流動資産合計 10,540,417 8,717,499

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,157,616 6,742,131

その他（純額） 3,441,016 3,408,192

有形固定資産合計 9,598,633 10,150,323

無形固定資産 960,959 1,024,710

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,023,144 3,086,483

その他 1,142,247 1,109,546

貸倒引当金 △149,035 △155,735

投資その他の資産合計 4,016,356 4,040,295

固定資産合計 14,575,949 15,215,329

資産合計 25,116,367 23,932,828

負債の部   

流動負債   

買掛金 380,035 308,074

短期借入金 1,150,000 1,950,000

1年内返済予定の長期借入金 195,000 110,000

未払法人税等 597,814 133,991

賞与引当金 11,214 172,394

その他 3,947,409 4,417,316

流動負債合計 6,281,473 7,091,777

固定負債   

長期借入金 20,000 －

退職給付引当金 539,423 551,308

資産除去債務 881,825 898,794

その他 480,557 412,946

固定負債合計 1,921,806 1,863,049

負債合計 8,203,280 8,954,826
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,885,950 1,885,950

資本剰余金 2,055,449 2,055,449

利益剰余金 12,335,728 10,668,116

自己株式 △9,222 △275,592

株主資本合計 16,267,905 14,333,922

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 118,013 102,780

その他の包括利益累計額合計 118,013 102,780

少数株主持分 527,168 541,297

純資産合計 16,913,087 14,978,001

負債純資産合計 25,116,367 23,932,828
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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：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

売上高 ※ 5,683,096 ※ 6,180,056

売上原価 5,097,888 5,740,706

売上総利益 585,207 439,350

販売費及び一般管理費 1,567,772 1,635,191

営業損失（△） △982,564 △1,195,841

営業外収益   

受取利息 908 871

受取家賃 6,413 6,659

貸倒引当金戻入額 16,000 －

雑収入 4,833 6,338

営業外収益合計 28,154 13,869

営業外費用   

支払利息 6,299 3,989

貸倒引当金繰入額 － 7,000

為替差損 7,778 －

雑損失 2,098 4,182

営業外費用合計 16,176 15,172

経常損失（△） △970,585 △1,197,144

特別損失   

固定資産廃棄損 12,153 99,213

減損損失 36,915 24,779

特別損失合計 49,068 123,993

税金等調整前四半期純損失（△） △1,019,654 △1,321,137

法人税、住民税及び事業税 90,409 95,487

法人税等調整額 △429,280 △536,214

法人税等合計 △338,870 △440,727

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △680,783 △880,410

少数株主利益 9,235 14,129

四半期純損失（△） △690,018 △894,539
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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：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △680,783 △880,410

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 33,003 △15,232

その他の包括利益合計 33,003 △15,232

四半期包括利益 △647,779 △895,643

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △657,501 △909,772

少数株主に係る四半期包括利益 9,721 14,129
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【注記事項】

(追加情報)

(賞与引当金)

賞与引当金は、前連結会計年度まで、連結子会社の一部について従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額の連結会計年度負担額を計上しておりましたが、当社において給与規定を改定したことに伴い

当第１四半期連結会計期間から、当社及び連結子会社の一部について従業員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の当第１四半期連結累計期間の負担額を計上しております。

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　前第１四半期連結累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成26年１月１日 至平成26年３月31日）

 　当社グループの写真事業では、主として第４四半期の撮影機会（七五三等）が多いため、通常、第４四半期

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、著しく高くなっております。

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日

   至 平成26年３月31日）

減価償却費 656,251千円 679,181千円

のれんの償却額 3,809 4,285

 

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年１月１日　至　平成25年３月31日）

配当金支払額

 決 議  株式の種類
 配当金の総額

（千円）

 １株当たり

　配当額(円）
 基 準 日  効力発生日  配当の原資

 平成25年３月28日

 定時株主総会
 普通株式 773,072 45  平成24年12月31日  平成25年３月29日  利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年１月１日　至　平成26年３月31日）

配当金支払額

 決 議  株式の種類
 配当金の総額

（千円）

 １株当たり

　配当額(円）
 基 準 日  効力発生日  配当の原資

 平成26年３月27日

 定時株主総会
 普通株式 773,072 45  平成25年12月31日  平成26年３月28日  利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年１月１日　至平成25年３月31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：千円）

 報告セグメント 調整額

（注１）

四半期連結損益

計算書計上額

（注２） 写真事業 衣装製造卸売事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,621,891 61,205 5,683,096 - 5,683,096

セグメント間の内部

売上高又は振替高
- 128,810 128,810 △128,810 -

計 5,621,891 190,015 5,811,907 △128,810 5,683,096

セグメント利益又は

損失（△）
△1,020,571 22,571 △997,999 15,435 △982,564

（注）１．セグメント利益又は損失（△）調整額15,435千円には、固定資産の調整額等65,590千円及び各報

告セグメントに配分していない全社費用△50,155千円が含まれております。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）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）

　「写真事業」セグメントにおいて、店舗の減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては36,915千円であります。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年１月１日　至平成26年３月31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：千円）

 報告セグメント 調整額

（注１）

四半期連結損益

計算書計上額

（注２） 写真事業 衣装製造卸売事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 6,095,349 84,706 6,180,056 - 6,180,056

セグメント間の内部

売上高又は振替高
- 248,769 248,769 △248,769 -

計 6,095,349 333,475 6,428,825 △248,769 6,180,056

セグメント利益又は

損失（△）
△1,193,451 19,855 △1,173,595 △22,245 △1,195,841

（注）１．セグメント利益又は損失（△）調整額△22,245千円には、固定資産の調整額等29,584千円及び各

報告セグメントに配分していない全社費用△51,830千円が含まれております。全社費用は、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）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）

　「写真事業」セグメントにおいて、店舗の減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては24,779千円であります。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 40円17銭 52円47銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 690,018 894,539

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 690,018 894,539

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,179 17,049

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

 

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成26年５月８日

株式会社スタジオアリス  
 

取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石黒　訓　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤川　賢　　　印

 

     

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スタジ

オアリスの平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年１月１日か

ら平成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スタジオアリス及び連結子会社の平成26年３月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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