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大阪証券取引所ヘラクレス市場上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成20 年２月29 日に株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘ

ラクレス｣に上場いたしました。今後ともなお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして、別添の通りお知らせいたします。 

 

以 上 
 



 

 

平成20年３月期    第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成20年２月29日 

上 場 会 社 名             株式会社博展               上場取引所 大証ヘラクレス 

コ ー ド 番 号                  2173                          ＵＲＬ  http://www.hakuten.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）田口 徳久   
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理部長 （氏名）今森 教仁      ＴＥＬ (０３)６２７８－００１０ 

 

（百万円未満切捨） 

１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

（１）経営成績                                    （％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（当期）純利益 

 

20年３月期第３四半期 

19年３月期第３四半期 

百万円  ％ 

2,483  － 

－  － 

百万円  ％ 

245  － 

－  － 

百万円  ％ 

235  － 

－  － 

百万円  ％ 

137   － 

－   － 

19年３月期         3,168 231 231 119 
 

 １株当たり四半期 
(当 期 )純 利 益 

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 

 

20年３月期第３四半期 

19年３月期第３四半期 

         円  銭 

     10,448    27 

         －    － 

         円  銭 
－     － 

－     － 

19年３月期 18,278    71 －     － 
(参考) 持分法投資損益 20年３月第３四半期  －百万円  19年３月第３四半期  －百万円  19年３月期  －百万円 
(注)当社は、20年３月期第３四半期が四半期財務諸表の開示の初年度であるため、前年第３四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載して
おりません。 

 

（２）財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 １株当たり純資産 

 

20年３月期第３四半期 

19年３月期第３四半期 

百万円 
      1,751 

         － 

百万円 
        490 

         － 

％ 
28.0 

         － 

         円  銭 
37,298    49 

－    － 

19年３月期       1,735     377 21.7       57,373    81 

 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ･フロー 

投資活動による 
キャッシュ･フロー 

財務活動による 
キャッシュ･フロー 

現 金 及 び 現 金 
同等物期末残高 

 

20年３月期第３四半期 

19年３月期第３四半期 

百万円 

      △340 
         － 

百万円 

        △89 
          － 

百万円 

         201 
          － 

百万円 

         599 
          － 

19年３月期       135 32          260          828 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金（円） 

（基準日） 第３四半期末 

 

20年３月期第３四半期 

19年３月期第３四半期 

               円  銭 
－    － 

－    － 

 

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 

 

通期 

百万円   ％ 

3,340    5.4 

百万円   ％ 

330    42.6 

百万円   ％ 

280    20.9 

百万円   ％     

159    32.8 

円  銭 

   10,092  67 
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４．その他 

（１）四半期財務諸表の作成基準              ：中間財務諸表作成基準 

（２）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無    ：有 

   法人税法の改正に伴い、当第３四半期会計期間より、平成19年４月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更に伴う売上総利益、営業利益、経常利益及び税引

前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

（３）会計監査人の関与                  ：無 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の実績は、

今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想のご利用にあたっては、４

ページ｢３．業績予想に関する定性的情報｣をご参照ください。 
２．「３．平成20年３月期の業績予想」の１株当たり当期純利益は、新株予約権の権利行使による増加株式数を考慮し

ないでかつ、新規上場に際して発行する公募予定株式数（2,600株）を含めた予定期末発行済株式数15,754株に

より算出しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）におけるわが国経済は、依然として好調な企業収益に支え

られて設備投資・雇用環境は底堅く推移し、緩やかな景気拡大基調が続きました。しかしながら、一方では、原油価格の高騰等を

要因としたさらなる原材料費の上昇や、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融・為替市場の混乱があり、米国経済の動

向を含め今後の経済の見通しは予断を許さない状況にあります。 

当社コミュニケーションデザイン事業の事業領域であります、ディスプレイ市場、イベント市場及び広告市場におきましては、

緩やかな景気拡大基調を背景に販売促進活動が積極的に実施されるなど、総じて堅調に推移してきました。 

このような環境下、当社は、従来からの展示会・販売促進イベントの企画から制作、実施までをトータルにサポートすることに

加え、顧客の企業広告や製品広告を目的にしたグラフィックデザインやTVCMをはじめとした映像制作、ブランド構築に関連したロ

ゴデザイン、キャッチコピーの制作、ウェブデザイン、ブランド発信の為の企業ショールーム、アンテナショップなどの企画制作

もより一層推進し、顧客のプロモーション戦略をサポートしてまいりました。 

当社は、クライアントとユーザーとの直接的、間接的のあらゆる顧客接点をデザインし、これら接触点を戦略的に統一したコン

セプトでデザイン管理することで企業のブランド構築を実現することができると考えております。当社は広告、販促関連イベント、

情報伝達ツールなど、企業とユーザーとの各種コミュニケーションを総合的に管理することで、顧客のブランド構築をより一層強

化し、知名度の向上、新規顧客獲得の機会増加、既存顧客の囲い込みの促進など、顧客のビジネスパフォーマンスを高めるサポー

トを積極展開いたしました。 

また、前事業年度より引き続き、原価管理、コスト管理をさらに徹底して収益の向上につとめてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期会計期間の業績につきましては、売上高2,483,089千円、営業利益245,930千円、経常利益235,292

千円、四半期純利益137,436千円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日）の総資産における財政状態は、資産合計1,751,916千円(前事業年度末比16,563

千円増加)、負債合計1,261,292千円(前事業年度末比96,713千円減少)、純資産合計490,624千円(前事業年度末比113,276千円増

加)となりました。 

（資産の部） 

当第３四半期会計期間末における資産の残高は1,751,916千円(前事業年度末比16,563千円増加)となりました。これは、支払い

サイトの変更により現金及び預金(前事業年度末比229,251千円減少)は大幅に減少したものの、業容拡大に伴い売掛金（前事業年

度末比258,923千円増加）が増加したことが主な要因となっております。 

（負債の部） 

 当第３四半期会計期間末における負債の残高は、1,261,292千円(前事業年度末比96,713千円減少)となりました。これは、支払

いサイトの変更により買掛金(前事業年度末比137,965千円減少)が大幅に減少したことが主な要因となっております。 

（純資産の部） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、490,624千円(前事業年度末比113,276千円増加)となりました。これは、四

半期純利益が配当金の支払額を上回ったことにより利益剰余金(前事業年度末比113,759千円増加)が増加したことが主な要因とな

っております。 
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キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、

前事業年度末に比べ229,251千円減少し、当第３四半期会計期間末は、599,299千円となりました。当第３四半期会計期間におけ

る各キャッシュ・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） 

営業活動によるキャッシュ･フローは340,703千円の資金減少となりました。これは、税引前四半期純利益225,819千円などの資

金の増加があったものの、売掛債権の増加額255,046千円及び仕入債務の減少額137,487千円、法人税等の支払額101,789千円な

どによる資金の減少によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは89,976千円の資金減少となりました。これは、敷金及び保証金の支払額53,014千円及び

有形固定資産の取得による支出34,053千円などによる資金の減少によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは201,427千円の資金増加となりました。これは、借入れによる資金の増加が、借入金の返

済による資金の減少などを上回ったことによるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期会計期間における業績経過は、概ね計画通りに推移しているため、通期業績予想につきましては、平成 20年１月

24日付けの平成20年３月期の業績予想についてに公表いたしました通期業績予想から変更はございません。また、平成20年３月

期の予想１株当たり当期純利益につきましては、平成20年２月29日現在の発行済株式数15,754株に基づいて算出しております。 

なお、業績予想に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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４．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表                               

  
当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金  599,299   828,551   

２．受取手形 ※２ 68,379   72,255   

３．売掛金  669,284   410,361   

４．たな卸資産   25,744   64,544   

５．その他  85,873   94,727   

貸倒引当金  △ 15,819   △ 11,749   

流動資産合計   1,432,762 81.8  1,458,691 84.1 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※１ 157,646   157,832   

２．無形固定資産  23,597   23,527   

３．投資その他の資産        

(1) 敷金  101,087   62,598   

(2) その他  52,778   56,448   

貸倒引当金  △ 15,956   △ 23,745   

投資その他の資産合計  137,909   95,301   

固定資産合計   319,153 18.2  276,661 15.9 

資産合計   1,751,916 100.0  1,735,353 100.0 
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当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金  119,303   257,268   

２．短期借入金  400,000   50,000   

３．１年以内返済予定長期借入
金 

 235,628   258,517   

４．賞与引当金  60,049   131,914   

５．工事補償引当金  351   4,903   

６．その他  124,505   234,573   

流動負債合計   939,839 53.6  937,176 54.0 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金  321,223   420,599   

２．その他  230   230   

固定負債合計   321,453 18.4  420,829 24.3 

負債合計   1,261,292 72.0  1,358,005 78.3 

        



㈱博展（2173） 平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

－7－ 

 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

 １．資本金   34,785 2.0  34,785 2.0 

２．資本剰余金        

(1)資本準備金  14,785   14,785   

資本剰余金合計   14,785 0.8  14,785 0.8 

３．利益剰余金        

(1)利益準備金  4,600   4,600   

(2)その他利益剰余金        

別途積立金  110,000   110,000   

繰越利益剰余金  327,150   213,391   

利益剰余金合計   441,750 25.2  327,991 18.9 

株主資本合計   491,320 28.0  377,561 21.7 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   △ 696 0.0  △ 213 0.0 

評価・換算差額等合計   △ 696 0.0  △ 213 0.0 

純資産合計   490,624 28.0  377,347 21.7 

負債純資産合計   1,751,916 100.0  1,735,353 100.0 

        

（注）前年同四半期会計期間末については、四半期決算を実施しておりませんので記載を省略しております。 
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（２）四半期損益計算書                             

  
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 百分比 
（％） 

金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   2,483,089 100.0  3,168,837 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,540,332 62.0  2,076,020 65.5 

売上総利益   942,756 38.0  1,092,816 34.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   696,826 28.1  861,412 27.2 

営業利益   245,930 9.9  231,404 7.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,257 0.1  13,369 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  12,895 0.5  13,136 0.4 

経常利益   235,292 9.5  231,637 7.3 

Ⅵ 特別利益 ※３  3,719 0.1  － － 

Ⅶ 特別損失 ※４  13,192 0.5  6,293 0.2 

税引前四半期(当期)純利
益 

  225,819 9.1  225,343 7.1 

法人税、住民税及び事業税  43,201   121,679   

法人税等調整額  45,180 88,382 3.6 △ 16,041 105,638 3.3 

四半期(当期)純利益   137,436 5.5  119,705 3.8 

        

（注）前年同四半期会計期間については、四半期決算を実施しておりませんので記載を省略しております。 
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（３）四半期株主資本等変動計算書                             

 当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）                          

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資 本 

準備金 

資 本 

剰余金 

合 計 

利 益 

準備金 
別 途 

積立金 

繰 越 

利 益 

剰余金 

利 益 

剰余金 

合 計 

株主資本 

合  計 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
34,785 14,785 14,785 4,600 110,000 213,391 327,991 377,561 

当四半期会計期間中の変

動額 
        

剰余金の配当 － － － － － △23,677 △23,677 △23,677 

当四半期純利益 － － － － － 137,436 137,436 137,436 

株主資本以外の項目の

当四半期会計期間中の

変動額（純額） 

－ － － － － － － － 

当四半期会計期間中の変

動額合計        （千円） 
－ － － － － 113,759 113,759 113,759 

平成19年12月31日残高 

（千円） 
34,785 14,785 14,785 4,600 110,000 327,150 441,750 491,320 

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

評価・換 

算差額等合  

計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
△213 △213 377,347 

当四半期会計期間中の変

動額 
   

剰余金の配当 － － △23,677 

当四半期純利益 － － 137,436 

株主資本以外の項目の

当四半期会計期間中の

変動額（純額） 

△ 482 △ 482 △ 482 

当四半期会計期間中の変

動額合計       （千円） 
△ 482 △ 482 113,276 

平成19年12月31日残高 

（千円） 
△ 696 △ 696 490,624 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資 本 

準備金 

資 本 

剰余金 

合 計 

利 益 

準備金 
別 途 

積立金 

繰 越 

利 益 

剰余金 

利 益 

剰余金 

合 計 

株主資本 

合  計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
33,525 13,525 13,525 4,600 110,000 93,685 208,285 255,335 

事業年度中の変動額         

新株の発行 1,260 1,260 1,260 － － － － 2,520 

当期純利益 － － － － － 119,705 119,705 119,705 

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
－ － － － － － － － 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
1,260 1,260 1,260 － － 119,705 119,705 122,225 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
34,785 14,785 14,785 4,600 110,000 213,391 327,991 377,561 

 

 

評価・換算差額等  

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合  計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
776 776 256,111 

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 2,520 

当期純利益 － － 119,705 

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
△989 △989 △989 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△989 △989 121,235 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
△213 △213 377,347 
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（４）四半期キャッシュ・フロー計算書                     

  
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
    至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期（当期）純利益  225,819 225,343 

減価償却費  18,715 18,639 

貸倒引当金の増減額（△減少額）  △ 3,719 21,807 

役員賞与引当金の増減額（△減少額）  △ 10,125 10,125 

賞与引当金の増減額（△減少額）  △ 71,864 26,479 

工事補償引当金の増減額（△減少額）  △ 4,551 4,903 

受取利息及び受取配当金  △ 203 △ 123 

支払利息  9,757 11,962 

事業所移転関連費用  12,370 － 

上場関連費用  2,630 － 

固定資産除却損  576 89 

投資有価証券評価損  245 － 

売上債権の増加額  △ 255,046 △ 2,665 

たな卸資産の増減額（△増加額）  38,800 △ 21,887 

仕入債務の減少額  △ 137,487 △ 17,014 

未払金の増減額（△減少額）  △ 29,409 28,327 

未払費用の増減額（△減少額）  △ 9,630 15,300 

その他  △ 15,679 △ 41,323 

小計  △ 228,802 279,963 

利息及び配当金の受取額  203 239 

利息の支払額  △ 10,314 △ 10,956 

法人税等の支払額  △ 101,789 △ 133,979 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 340,703 135,267 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
    至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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  △ 34,053 △ 60,499 

無形固定資産の取得による支出  △ 8,401 △ 14,172 

投資有価証券の取得による支出  △ 906 △ 398 

出資金の返還による収入  100 － 

敷金及び保証金の支払額  △ 53,014 △ 16,902 

敷金及び保証金の返還による収入  14,525 20 

事業所移転に伴う支出  △ 9,005 － 

その他  780 124,892 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 89,976 32,939 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  350,000 30,000 

長期借入れによる収入  100,000 500,000 

長期借入金の返済による支出  △ 222,265 △ 271,583 

新株式の発行による支出  △ 2,630 － 

新株式の発行による収入  － 2,455 

配当金の支払額  △ 23,677 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  201,427 260,872 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  △ 229,251 429,078 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  828,551 399,472 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残
高 ※１ 599,299 828,551 

    

（注）前年同四半期会計期間については、四半期決算を実施しておりませんので記載を省略しております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

(1)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期会計期間末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しております。 

(1)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定)

を採用しております。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

 (2)デリバティブ 

                      

 

(2)デリバティブ 

   時価法 

 (3)たな卸資産 

原材料 

  最終仕入原価法を採用しております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。 

(3)たな卸資産 

原材料 

同左 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

 建物     15年～47年 

 機械装置   10年 

車両運搬具  ６年 

工具器具備品 ４年～10年 

 (会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当第３四半期会計

期間より、平成19年４月1日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

 (追加情報) 

  法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

(2)無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)に基づ

いております。 

(3)投資不動産 

 賃貸中の建物については定額法にて減価

償却を行っております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

 建物     47年 

(1)有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

 建物     24年～47年 

 機械装置     10年 

車両運搬具  ６年 

工具器具備品 ４年～10年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

(3)投資不動産 

同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し回収不能見込額を計上して

おります。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 (2)役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備えるため、翌

期支給見込額のうち当第３四半期会計期間

の負担額を計上しております。 

(2)役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えるため、翌

期支給見込額のうち当期負担額を計上して

おります。 

(会計方針の変更) 

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。 

 この結果、従来と同一の方法を採用した場

合と比較して、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ10,125千円減少し

ております。 

 (3)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、

翌期支給見込額のうち当第３四半期会計期間

の負担額を計上しております。 

(3)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、

翌期支給見込額のうち当期負担額を計上して

おります。 

 (4)工事補償引当金 

 工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、

過去の補修実績に基づく将来の見積補償額

を計上しております。 

(4)工事補償引当金 

 工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、

過去の補修実績に基づく将来の見積補償額

を計上しております。 

(追加情報) 

  当期より工事補償引当金を計上しておりま

す。 

 この結果、従来と同一の方法を採用した場

合と比較して、売上総利益、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益は4,903千円それ

ぞれ少なく計上されております。 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、四半期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

同左 

 

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

                      

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

                      

 

 

 (3)ヘッジ方針 

                      

 

 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

                      

 

(1)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 ただし、金利スワップ取引について特例処

理の要件を満たしている場合には特例処理

を採用しております。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ、金利キャップ 

 ヘッジ対象…借入金 

(3)ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金融収支改善の

ため、対象債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期

間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。ただし、特例処理

によっている金利スワップについては、有効

性の評価を省略しております。 

７．四半期キャッシュ・フロー

計算書(キャッシュ・フロー

計算書)における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３か月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 

８．その他四半期財務諸表(財務

諸表)作成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な会計方針の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

                          （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は、377,347

千円であります。 

 なお、当事業年度のおける貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 

                          （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

                51,877千円 

※２．四半期末日満期手形 

四半期末日満期手形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理しております。なお、当第

３四半期会計期間末日が金融機関の休日であった

ため、次の四半期末日満期手形が四半期末残高に含

まれております。 

    受取手形           15,672千円 

３．受取手形裏書譲渡高      9,734千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

                40,881千円 

※２．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決算処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

 

    受取手形          5,006千円 

３．受取手形裏書譲渡高     7,601千円 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息                      134千円 

      受取配当金                     68千円 

   賃貸収入           990千円 

   保険返戻金          549千円 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息                       38千円 

      受取配当金                     85千円 

   助成金収入                  3,883千円 

      保険返戻金                  3,979千円 

   賃貸収入          1,320千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息                    9,757千円 

   上場関連費用        2,630千円 

      賃貸原価                     439千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息                   11,962千円 

      株式交付費                     65千円 

   賃貸原価                      601千円 

※３．特別利益のうち主要なもの 

   貸倒引当金戻入額            3,719千円 

※３．    ―――――――― 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

   建物除却損                    404千円 

工具器具備品除却損            172千円 

事業所移転関連費用         12,370千円 

投資有価証券評価損            245千円 

※４．特別損失のうち主要なもの 

   工具器具備品除却損             89千円 

リース解約損                6,039千円 

電話加入権評価損              163千円 

 

 ５．減価償却実施額 

   有形固定資産               14,374千円 

   無形固定資産                4,341千円 

 ５．減価償却実施額 

   有形固定資産               14,778千円 

   無形固定資産                3,861千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当第３四半期会計期間 

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間 

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 6,577 6,577 － 13,154 

合計 6,577 6,577 － 13,154 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 （注）普通株式の発行済株式数の増加6,577株は、普通株式１株につき２株の株式分割による増加であります。  

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の目

的となる株式の

種類 

前事業 

年度末 

当第３四半

期会計期間

増加 

当第３四半

期会計期間

減少 

当第３四半

期会計期間

末 

当第３四半

期会計期間

末残高 

（千円） 

平成15年新株予約権 普通株式 16 16 － 32 － 
提出

会社 
ストック・オプションとし

ての新株予約権 － － － － － － 

合計 － － － － － － 

 （注）新株予約権の目的となる株式の数の増加16株は、普通株式１株につき２株の株式分割による増加であります。  

 

３．配当に関する事項 

     (1)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 

平成19年６月28日定

時株主総会 
普通株式 23,677 3,600 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

 

     (2)基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後となるもの 

      該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 6,535 42 － 6,577 

合計 6,535 42 － 6,577 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 （注）普通株式の発行済株式数の増加42株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。  

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

前事業 

年度末 

当事業 

年度増加 

当事業 

年度減少 

当事業 

年度末 

当事業年度

末残高（千

円） 

平成15年新株予約権 普通株式 16 － － 16 － 
提出

会社 
ストック・オプションとしての

新株予約権 － － － － － － 

合計 － － － － － － 

 

３．配当に関する事項 

     (1)配当金支払額 

      該当事項はありません。 

     (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 

 

(決議) 

株式の種類 

配当金の

総額 

(千円) 

配当の原資 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日

定時株主総会 
普通株式 23,677 利益剰余金 3,600 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

 



㈱博展（2173） 平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

－21－ 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年12月31日現在） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定         599,299 

現金及び現金同等物        599,299 

（千円） 

現金及び預金勘定          828,551 

現金及び現金同等物         828,551 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び四半期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

四半期末残
高相当額 
（千円） 

機械装置 2,450 2,245 204 

車輌運搬具 5,170 258 4,911 

工具器具備品 47,146 21,596 25,549 

ソフトウェア 7,803 1,950 5,852 

合計 62,569 26,052 36,517 

  

 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械装置 2,450 1,983 466 

工具器具備品 47,772 17,899 29,873 

ソフトウェア 7,803 780 7,022 

合計 58,025 20,662 37,362 

  

(2）未経過リース料四半期末残高相当額等 

  未経過リース料四半期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 11,804千円 千円

１年超 25,165千円 千円

合計 36,970千円 千円
  

 
１年内 11,229千円

１年超 26,837千円

合計 38,066千円
  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 9,892千円

減価償却費相当額 9,148千円

支払利息相当額 1,351千円
  

 
支払リース料 12,067千円

減価償却費相当額 11,199千円

支払利息相当額 994千円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

 同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 
 

１年内 2,014千円

１年超 4,665千円

合計 6,680千円
  

 
１年内 2,014千円

１年超 6,176千円

合計 8,191千円
  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 
取得原価 
（千円） 

四半期貸借
対照表計上
額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 4,429 3,905 △ 524 3,767 3,782 14 

合計 4,429 3,905 △ 524 3,767 3,782 14 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 

四半期貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

  非上場株式 1,550 1,550 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

当社では、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

    期末残高がないため、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 当第３四半期会計期間においてストック・オプションの付与をおこなっていないため該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名  

  該当事項はありません。 

 

２．当事業年度において存在したストック・オプションの内容  

 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

付与対象者の区分及び人

数 

当社取締役     ３名 

当社従業員     112名 

当社従業員     ２名 当社従業員     33名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数 
普通株式      951株 普通株式       17株 普通株式       42株 

付与日 平成18年３月29日 平成18年４月28日 平成18年12月21日 

権利確定条件 

権利行使の時点においても当

社取締役、監査役又は従業員並

びにこれに準ずる地位にあるこ

とを要する。ただし、任期満了

による退任あるいは定年退職そ

の他これに準ずる正当な理由の

ある場合はこの限りではない。 

同左 新株予約権の割当てを受けた

者は、新株予約権の行使時にお

いても、当社使用人又は取締役

のいずれかの地位に２年以上あ

ることを要する。 

対象勤務期間 定めておりません。 同左 同左 

権利行使期間 
至 平成20年３月12日 

至 平成28年３月11日 

同左 至 平成20年12月22日 

至 平成28年12月21日 

権利行使価格(円) 30,000 30,000 60,000 

付与日における公正な評

価単価(円) 
― ― ― 
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（持分法損益等） 

当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 37,298円49銭 

１株当たり四半期純利益金額 10,448円27銭 

  

 
１株当たり純資産額 57,373円81銭 

１株当たり当期純利益金額 18,278円71銭 

  
 なお、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、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

 当社は、平成19年11月１日付で普通株式１株につき２株の株

式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合における前期に係る１株当たり純資産額及び１

株当たり当期純利益金額は以下のとおりです。 

１株当たり純資産額        28,686円90銭 

１株当たり当期純利益金額      9,139円35銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新

株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

────── 

 

 

 

 

 （注） １株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

四半期（当期）純利益（千円） 137,436 119,705 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 

（千円） 
137,436 119,705 

期中平均株式数（株） 13,154 6,549 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

 新株予約権４種類（新株予約権の数

合計1,281個） 

 新株予約権４種類（新株予約権の数

合計1,300個） 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――――――――  平成19年10月12日開催の当社取締役会の決議に基づき、次の

ように株式分割による新株式を発行しております。 

 平成19年11月１日付をもって普通株式１株につき２株に分

割します。 

(1)分割により増加する株式数 

   普通株式         6,577株 

(2)分割方法 

平成19年10月31日最終の株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、普通株式１株につき２株の割合をも

って分割します。 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期に

おける１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合

の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとな

ります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

19,595.37円 

１株当たり純資産額 

28,686.90円 

１株当たり当期純利益金

額 

8,541.91円 

１株当たり当期純利益金

額 

9,139.35円 

なお、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金

額については、新株予約

権の残高がありますが、

当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握

できないため、記載して

おりません。 

なお、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金

額については、新株予約

権の残高がありますが、

当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握

できないため、記載して

おりません。 

 

 

 

 

 


