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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 19,230 3.8 △416 ― △492 ― △721 ―
21年12月期第3四半期 18,518 ― △1,282 ― △1,391 ― △1,090 ―

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12月期第3四半期 △42.02 ―
21年12月期第3四半期 △63.46 ―

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12月期第3四半期 21,050 10,800 50.1 613.83
21年12月期 19,149 11,941 61.3 683.09

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  10,545百万円 21年12月期  11,735百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
25.00 25.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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 31,000 0.6 3,100 5.1 3,050 6.5 1,340 1.4 78.00



(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  無  
（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ますが、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は終了しております。 

※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。 

4.  その他

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12月期3Q 17,185,650株 21年12月期  17,185,650株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  6,238株 21年12月期  5,996株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 17,179,507株 21年12月期3Q 17,179,710株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国の需要回復等を背景に企業業績は緩やかな回復基調

にあるものの、雇用情勢は依然として厳しく、個人消費の低迷、円高の進行やデフレなど、先行き不透明な状況で

推移いたしました。 

このような経営環境の下、当社グループのこども写真事業は、本格的な七五三シーズンを前に、今年度も撮影用

こども衣装（和装、洋装）の入替を行いました。また、ディズニーの新キャラクターである「スティッチ」絵柄の

導入、並びに、デジタルアルバムの「マイフォトコレクションディズニー スティッチ」を導入いたしました。加

えて、当上半期に販売を開始し、好評を得ている「増えデジアルバム」の品揃えの拡充を図るため、ディズニーデ

ザインの「増えデジアルバムミッキー／ミニー」を導入いたしました。 

そのほか、２月にディズニー撮影パワーアップ店舗としてリニューアルした八潮店に続き、７月にシェラトン店

（千葉県浦安市）と仙台幸町店（宮城県仙台市）を同タイプの店舗にリニューアルいたしました。 

当期間におけるフランチャイズ店舗を含む全店の撮影件数は、通年撮影項目のお宮参り、お誕生日撮影が引き続

き順調に推移したこともあり、前年同期比で4.3%の増加となりました。 

また、開店後１年以上経過した既存店の撮影件数は、1.0%の増加となりました。 

国内の出店状況は、移転７店舗を含み28店舗を出店（内、小商圏型６店）し、次世代型への改装は52店舗実施い

たしました。一方退店は、移転による７店舗を含み10店舗を実施いたしました。 

その結果、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は、国内こども写真館400店舗（直営店舗387店・フランチャイ

ズ店舗13店）、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４店舗、中国の子会社におけるこども写

真館２店舗、台湾の合弁会社におけるこども写真館２店舗を含め、409店舗となっております。 

婚礼衣装製造卸売事業におきましては、第４弾となるベッキーブランドのウエディングドレスの発表や、レンタ

ル用婚礼衣装の新作の投入を行いました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比3.8%の増加）、営業損失は 百

万円（対前年同期866百万円の損失減少）、経常損失は 百万円（対前年同期899百万円の損失減少）、四半期純

損失は 百万円（対前年同期368百万円の損失減少）となりました。 

  

なお、当社グループの四半期業績の特徴といたしまして、収益の大半を占めるこども写真事業において、11月前

後の七五三の時期に撮影が集中するため、下半期に売上高が偏重する傾向にあります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の状況） 

当第３四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1,901百万円増加し 百万円と

なりました。 

流動資産は繰延税金資産等の増加等により、前連結会計年度末と比べ943百万円増加の 百万円となりま

した。 

固定資産はリース資産の増加等により、前連結会計年度末と比べ957百万円増加の 百万円となりまし

た。 

（負債の状況）  

当第３四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3,041百万円増加し、 百万円

となりました。 

流動負債は短期借入金の増加、リース債務の増加、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末と比べ

2,694百万円増加の 百万円となりました。 

固定負債はリース債務の増加等により、前連結会計年度末と比べ347百万円増加の 百万円となりまし

た。 

（純資産の状況） 

当第３四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1,140百万円減少し 百万円

となりました。 

これは主に、第３四半期連結累計期間純利益（損失）及び前年度の剰余金の処分（配当金支払い）などによ

るものです。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

19,230 416

492

721

（２）連結財政状態に関する定性的情報

21,050

8,913

12,137

10,249

9,168

1,080

10,800
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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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計期間末

に比べ459百万円減少し、 百万円となりました。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） 

営業活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。その主な内訳は、増加要因として減価償却費

百万円、減少要因として税金等調整前四半期純損失 百万円、法人税等の支払額 百万円でありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。その主な内訳は、減少要因として写真スタジ

オの新規出店及び既存店の改装・設備追加等にかかる支出2,309百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、 百万円となりました。その主な内訳は、増加要因としてセール・ア

ンド・リースバックによる収入 百万円、短期借入金の純増減額 百万円であります。 

  

当第３四半期連結会計期間までの業績は概ね当初計画どおり推移しており、平成22年２月８日に公表した業績予想

に変更はありません。  

  

  

（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 

該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

   

3,637

479

1,690 879 1,534

2,282

2,314

997 2,450

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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：千円）

当第３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,988,103 4,441,693

受取手形及び売掛金 1,398,846 1,056,168

商品及び製品 169,643 156,829

仕掛品 70,506 76,786

原材料及び貯蔵品 916,886 938,508

繰延税金資産 738,357 196,882

その他 1,695,765 1,152,910

貸倒引当金 △64,900 △50,000

流動資産合計 8,913,209 7,969,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,544,320 7,304,692

減価償却累計額 △3,610,756 △3,532,016

建物及び構築物（純額） 3,933,564 3,772,676

機械装置及び運搬具 776,862 765,905

減価償却累計額 △584,018 △516,794

機械装置及び運搬具（純額） 192,843 249,110

工具、器具及び備品 3,568,401 3,254,408

減価償却累計額 △2,719,824 △2,368,778

工具、器具及び備品（純額） 848,576 885,629

土地 650,076 650,076

リース資産 2,362,903 1,025,519

減価償却累計額 △897,501 △270,316

リース資産（純額） 1,465,401 755,202

建設仮勘定 4,251 －

有形固定資産合計 7,094,715 6,312,696

無形固定資産   

のれん 502,069 525,713

その他 456,272 478,449

無形固定資産合計 958,341 1,004,162

投資その他の資産   

投資有価証券 157,393 122,429

長期貸付金 219,888 219,888

繰延税金資産 886,938 792,529

敷金及び保証金 2,922,364 2,821,178

その他 9,517 6,366

貸倒引当金 △112,000 △100,000

投資その他の資産合計 4,084,102 3,862,391

固定資産合計 12,137,158 11,179,249

資産合計 21,050,367 19,149,029
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（単位：千円）

当第３四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 350,882 473,057

短期借入金 4,513,600 2,063,600

未払法人税等 166,562 920,588

リース債務 1,225,796 719,531

賞与引当金 7,952 12,050

未払費用 1,318,401 1,080,001

その他 1,585,542 1,205,536

流動負債合計 9,168,738 6,474,366

固定負債   

退職給付引当金 341,377 301,703

リース債務 646,148 349,938

その他 93,126 81,575

固定負債合計 1,080,652 733,218

負債合計 10,249,390 7,207,584

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 6,703,893 7,855,316

自己株式 △9,206 △9,022

株主資本合計 10,636,086 11,787,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △146 △127

為替換算調整勘定 △90,745 △52,363

評価・換算差額等合計 △90,891 △52,491

少数株主持分 255,782 206,244

純資産合計 10,800,977 11,941,445

負債純資産合計 21,050,367 19,149,029
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 18,518,278 19,230,769

売上原価 14,604,259 14,683,315

売上総利益 3,914,019 4,547,454

販売費及び一般管理費 5,196,365 4,963,630

営業損失（△） △1,282,345 △416,176

営業外収益   

受取利息 2,829 3,069

受取家賃 25,065 25,868

受取手数料 10,247 7,455

雑収入 19,801 17,555

営業外収益合計 57,943 53,948

営業外費用   

支払利息 43,214 43,858

賃貸費用 8,842 8,940

店舗解約損 65,848 26,598

為替差損 28,631 24,909

貸倒引当金繰入額 15,000 12,000

雑損失 5,365 13,536

営業外費用合計 166,902 129,842

経常損失（△） △1,391,305 △492,070

特別損失   

固定資産廃棄損 176,506 173,323

減損損失 31,188 214,378

関係会社整理損 14,540 －

特別損失合計 222,234 387,701

税金等調整前四半期純損失（△） △1,613,540 △879,772

法人税、住民税及び事業税 237,953 423,548

法人税等調整額 △771,433 △635,869

法人税等合計 △533,480 △212,320

少数株主利益 10,146 54,479

四半期純損失（△） △1,090,205 △721,931
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,119,089 7,446,640

売上原価 5,340,220 5,278,839

売上総利益 1,778,869 2,167,800

販売費及び一般管理費 1,676,814 1,567,712

営業利益 102,054 600,088

営業外収益   

受取利息 823 999

受取家賃 8,254 8,294

受取手数料 707 641

雑収入 2,563 5,231

営業外収益合計 12,349 15,167

営業外費用   

支払利息 18,067 16,916

賃貸費用 2,829 2,968

店舗解約損 38,230 4,610

為替差損 34,182 14,513

貸倒引当金繰入額 － 12,000

雑損失 3,288 8,734

営業外費用合計 96,598 59,743

経常利益 17,805 555,511

特別利益   

関係会社整理損失引当金戻入額 6,459 －

特別利益合計 6,459 －

特別損失   

固定資産廃棄損 59,318 27,527

減損損失 3,754 19,124

特別損失合計 63,072 46,651

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△38,807 508,859

法人税、住民税及び事業税 156,812 204,965

法人税等調整額 △170,118 43,873

法人税等合計 △13,305 248,838

少数株主利益 18,689 33,126

四半期純利益又は四半期純損失（△） △44,191 226,895
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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（△） △1,613,540 △879,772

減価償却費 1,256,671 1,690,181

のれん償却額 63,585 70,633

貸倒引当金の増減額（△は減少） 61,300 26,900

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,025 △3,231

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,390 39,674

受取利息 △2,829 △3,069

支払利息 43,214 43,858

為替差損益（△は益） 13,482 8,255

有形固定資産廃棄損 139,056 145,486

減損損失 31,188 214,378

関係会社整理損 14,540 －

売上債権の増減額（△は増加） △286,423 △347,867

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,521 1,653

仕入債務の増減額（△は減少） △3,850 △117,981

未払消費税等の増減額（△は減少） △209,967 △262,610

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,254 △22,209

その他の流動負債の増減額（△は減少） 741,401 596,248

その他 △103,907 △104,465

小計 25,071 1,096,061

利息の受取額 2,235 1,145

利息の支払額 △43,214 △41,484

法人税等の支払額 △1,225,414 △1,534,905

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,241,322 △479,184

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,178,391 △2,007,419

無形固定資産の取得による支出 △181,792 △119,596

子会社株式の取得による支出 △50,000 △35,000

差入保証金の差入による支出 △104,055 △182,164

差入保証金の回収による収入 85,736 68,308

その他 △23,613 △6,156

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,452,116 △2,282,028

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） 2,968,598 2,450,000

セール・アンド・リースバックによる収入 1,125,513 997,958

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △204,182 △703,713

自己株式の取得による支出 － △183

配当金の支払額 △429,492 △429,491

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,460,435 2,314,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,217 △12,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △255,220 △459,630

現金及び現金同等物の期首残高 2,924,413 4,096,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,669,192 3,637,290
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品又は役務の種類、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

     ２．各区分に属する主要な製品・役務の内容 

      こども写真事業   ……スタジオ写真の撮影・制作・加工、ディスプレイ制作、印刷等 

      婚礼衣装製造卸売事業……婚礼用ドレス・撮影用衣装等の制作・販売 

    ３．会計処理の方法の変更（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

前第３四半期連結累計期間 

「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」1.（１）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失

が、こども写真事業で429千円、婚礼衣装製造卸売事業で75,851千円それぞれ増加しております。 

    ４．会計処理の方法の変更（リース取引に関する会計基準） 

前第３四半期連結累計期間 

「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」1.（２）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響額は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
こども写真事業

（千円） 

婚礼衣装製造 
卸売事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社  
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  17,127,280  1,390,997  18,518,278  －  18,518,278

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  1,232,347  1,232,347 ( ) 1,232,347  －

計  17,127,280  2,623,345  19,750,626 ( ) 1,232,347  18,518,278

 営業利益（又は営業損失） ( ) 582,319 ( ) 537,444 ( ) 1,119,763 ( ) 162,582 ( ) 1,282,345

  
こども写真事業

（千円） 

婚礼衣装製造 
卸売事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社  
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  17,855,422  1,375,347  19,230,769  －  19,230,769

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  1,067,522  1,067,522 ( ) 1,067,522  －

計  17,855,422    2,442,870    20,298,292 ( ) 1,067,522  19,230,769

 営業利益（又は営業損失） ( ) 230,787 ( ) 64,786 ( ) 295,574 ( ) 120,601 ( ) 416,176
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成22年１月１日 至平成22年９月30日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成22年１月１日 至平成22年９月30日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（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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