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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 5,422 ― 197 ― 225 ― 121 ―
20年3月期第3四半期 5,593 12.8 320 36.0 353 50.6 207 59.1

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

21年3月期第3四半期 58.44 ―
20年3月期第3四半期 99.72 ―

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

21年3月期第3四半期 3,990 2,486 62.3 1,214.22
20年3月期 4,077 2,431 59.6 1,169.14

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,486百万円 20年3月期  2,431百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 35.00 35.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 8,100 10.1 416 7.9 450 4.7 270 7.3 129.81

4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

[（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1） 上記に記載した数値は、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】3.
連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
（2） 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準に適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  2,080,000株 20年3月期  2,080,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  32,128株 20年3月期  128株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  2,076,237株 20年3月期第3四半期  2,079,977株
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当第３四半期連結累計期間（４月～12月）における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な

金融危機や、急速な円高の進行による輸出鈍化による影響、信用収縮による企業破綻の増加など、企業を取り巻く環

境は急速に悪化したことから、企業業績の先行きには不透明感が深まることとなりました。また、個人消費につきま

しても株式市場の低迷や雇用不安などにより、冷え込みが厳しくなってきました。 

  この様な経済環境のもと、当社グループが属するセールスプロモーション市場におきましては、広告宣伝費を圧縮

する方針から、キャンペーン実施を中止する動きや、販促物の製作中止若しくは規模の縮小を行なうなど、一部の顧

客内で予算執行について見直しを行なう傾向が見られましたが、一方では短期間で企業業績向上を求めるニーズを受

け、引き続きマス媒体からセールスプロモーションへシフトさせる動きもあり、顧客企業によって対応が分かれる結

果となりました。今後の先行き需要については、経済の先行き不透明感から顧客によっては広告宣伝費の圧縮も見込

まれ、大変厳しい環境が続くと予想されます。 

  この様な環境の中、当社グループでは顧客深耕を命題に掲げ、顧客ニーズに対応したサービスの提供を可能にする

ため、基本機能の拡大及び強化、品質管理体制の向上、顧客企業の環境ニーズを取り込んだサービスの拡充など、サ

ービスの高付加価値化を引き続き推進しました。また、営業力強化のために採用した新卒を中心に新規開拓と休眠顧

客の需要開拓に注力するとともに、当社グループの豊富な顧客群への積極的なアプローチを実施し、顧客内の販促予

算に対するシェア拡大を目指しました。 

  これらの結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、当社グループの主要顧客である、製薬及び通信業

界向けを中心として売上が伸びるとともに、手薄であった自動車業界への深耕が進みましたが、前年に流通・小売業

にて実施された大型キャンペーンが今期実施されなかったことによる減少と、飲料業界における予算削減の影響によ

る減少分を補うことができず、売上高は5,422百万円（前年同期比3.1％減）となりました。また、第２四半期連結会

計期間に引き続き案件毎の利益率改善に努め、利益率は改善の傾向にありますが、競合状況の激化に伴う価格競争の

増加や、品質管理費用の増加に伴うコスト増が利益圧迫要因となりました。販売費及び一般管理費については、予算

執行の厳格化によるコスト削減を推進し、人員増加に伴う人件費の増加は補うことが出来ましたが、売上総利益の減

少額を補う規模には届かず、営業利益は197百万円（同38.5％減）となりました。以上の結果、経常利益は225百万円

（同36.1％減）、四半期純利益は121百万円（同41.5％減）となりました。 

  なお、当社グループではセールスプロモーションの企画及び販売を行なう単一事業分野において営業活動を行なっ

ておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載は行なっておりません。 

  ※ 前年同四半期増減率は、参考として記載しております。 

  

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,297百万円（前連結会計年度末3,400百万円）となり、103

百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が124百万円減少したためであります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は693百万円（同677百万円）となり、15百万円増加いたしま

した。主な要因は、投資有価証券が29百万円増加したためであります。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,276百万円（同1,430百万円）となり、154百万円減少いた

しました。主な要因は、未払法人税等が87百万円、賞与引当金が40百万円減少したことと、借入金の返済が進み１年

内返済予定の長期借入金が25百万円減少したためであります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は227百万円（同215百万円）となり、11百万円増加いたしま

した。主な要因は、役員退職慰労引当金が８百万円増加したためであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,486百万円（同2,431百万円）となり、54百万円増加いたし

ました。主な要因は、利益剰余金が90百万円増加したためであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（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の残高は1,229百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て145百万円減少いたしました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは238百万円の増加となりました。主な要因は、法人税の支払いによる減少が

169百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が215百万円、売上債権の減少額が124百万円あったことにより増

加したためであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは288百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出

が11百万円、投資有価証券の取得による支出が36百万円あったことと、３ヶ月超の定期預金に資金を振替えたことな

どにより、定期預金の預入による支出が定期預金の払戻による収入を231百万円上回ったことによって減少したためで

あります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは94百万円の減少となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出が38

百万円、配当金の支払額が31百万円あったことと、長期借入金の返済による支出が25百万円あったことにより減少し

たためであります。 

  

当社グループの連結業績につきましては、第３四半期累計期間の実績は計画を下回る結果となりました。また、昨

今の経済環境の悪化による企業業績の先行き懸念から、企業の広告・販促施策の見直しも一部では表面化してきてお

り、当社グループを取り巻く事業環境も厳しさを増してきております。通期の連結業績予想につきましては、２月及

び３月にて大口案件の納品が予定されており、その他、３月までの年度末需要の案件状況を精査中でございます。現

時点では平成20年５月14日公表の数値を据え置いておりますが、通期業績の見通しが明らかになった時点で速やかに

公表いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

①  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②  たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、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」（企業会計基準委員会  平成18年７月５日  企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、

主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定し

ております。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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5.【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20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,011,941 1,926,741

受取手形及び売掛金 1,143,374 1,267,550

制作支出金 54,793 85,173

製品 6,119 9,509

原材料 16,317 13,261

繰延税金資産 17,382 40,705

その他 48,277 58,301

貸倒引当金 △1,193 △1,192

流動資産合計 3,297,013 3,400,050

固定資産   

有形固定資産 220,319 225,916

無形固定資産 79,787 93,070

投資その他の資産   

投資有価証券 102,492 73,262

従業員に対する長期貸付金 6,975 6,690

繰延税金資産 104,846 99,756

保険積立金 55,439 51,152

敷金及び保証金 110,121 110,060

その他 21,720 23,976

貸倒引当金 △8,630 △6,500

投資その他の資産合計 392,966 358,398

固定資産合計 693,073 677,385

資産合計 3,990,086 4,077,436
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,104,713 1,104,265

1年内返済予定の長期借入金 8,800 33,800

未払法人税等 － 87,066

賞与引当金 31,400 72,300

その他 131,218 132,946

流動負債合計 1,276,132 1,430,377

固定負債   

退職給付引当金 82,153 78,339

役員退職慰労引当金 145,225 137,055

固定負債合計 227,378 215,394

負債合計 1,503,511 1,645,772

純資産の部   

株主資本   

資本金 291,000 291,000

資本剰余金 201,000 201,000

利益剰余金 2,023,496 1,933,361

自己株式 △38,325 △180

株主資本合計 2,477,170 2,425,181

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,403 6,481

評価・換算差額等合計 9,403 6,481

純資産合計 2,486,574 2,431,663

負債純資産合計 3,990,086 4,077,436
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,422,372

売上原価 3,977,616

売上総利益 1,444,755

販売費及び一般管理費 1,247,569

営業利益 197,185

営業外収益  

受取利息 4,721

受取配当金 1,019

仕入割引 18,612

為替差益 2,262

その他 3,085

営業外収益合計 29,700

営業外費用  

支払利息 407

その他 606

営業外費用合計 1,013

経常利益 225,873

特別利益  

保険解約返戻金 377

特別利益合計 377

特別損失  

投資有価証券評価損 8,203

ゴルフ会員権評価損 2,256

特別損失合計 10,459

税金等調整前四半期純利益 215,791

法人税、住民税及び事業税 78,224

法人税等調整額 16,235

法人税等合計 94,459

四半期純利益 121,332
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,667,573

売上原価 1,216,346

売上総利益 451,226

販売費及び一般管理費 412,190

営業利益 39,036

営業外収益  

受取利息 1,690

受取配当金 310

仕入割引 5,433

為替差益 2,195

その他 620

営業外収益合計 10,251

営業外費用  

支払利息 51

その他 480

営業外費用合計 531

経常利益 48,755

特別利益  

保険解約返戻金 377

特別利益合計 377

特別損失  

投資有価証券評価損 8,203

ゴルフ会員権評価損 560

特別損失合計 8,763

税金等調整前四半期純利益 40,369

法人税、住民税及び事業税 △624

法人税等調整額 17,990

法人税等合計 17,366

四半期純利益 23,002
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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利益 215,791

減価償却費 17,344

無形固定資産償却費 21,728

投資有価証券評価損益（△は益） 8,203

ゴルフ会員権評価損 2,256

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,814

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,170

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,130

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,900

保険返戻金 △377

受取利息及び受取配当金 △5,740

支払利息 407

売上債権の増減額（△は増加） 124,176

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,713

仕入債務の増減額（△は減少） 448

その他の流動資産の増減額（△は増加） 21,508

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,125

その他 1,393

小計 403,943

利息及び配当金の受取額 4,287

利息の支払額 △372

法人税等の支払額 △169,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 238,598

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 △11,747

無形固定資産の取得による支出 △8,445

投資有価証券の取得による支出 △36,556

関係会社株式の売却による収入 4,000

定期預金の預入による支出 △782,101

定期預金の払戻による収入 551,056

保険積立金の積立による支出 △4,917

保険積立金の解約による収入 981

敷金の回収による収入 850

敷金の差入による支出 △911

その他の支出 △894

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,686

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △25,000

自己株式の取得による支出 △38,145

配当金の支払額 △31,198

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,343

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,844

現金及び現金同等物の期首残高 1,375,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,229,840
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 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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前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

                      （単位：千円） 

 
  

  

「参考資料」

科    目

前年同四半期 

(平成20年３月期 

第３四半期)

金 額

Ⅰ 売上高 5,593,913

Ⅱ 売上原価 4,041,383

   売上総利益 1,552,529

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,231,872

   営業利益 320,656

Ⅳ 営業外収益 35,596

Ⅴ 営業外費用 2,741

   経常利益 353,511

Ⅵ 特別利益 1,544

   税金等調整前四半期純利益 355,055

   法人税、住民税及び事業税 118,617

   法人税等調整額 29,018

   四半期純利益 207,420
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