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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）１．当社は、前第３四半期より第３四半期経営成績の開示を行っているため、20年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
   ２．20年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均 
     株価が把握できませんので記載しておりません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,863 15.3 146 △40.2 138 △41.2 64 △52.9
20年3月期第3四半期 2,483 ― 245 ― 235 ― 137 ―

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 3,902.47 3,742.81
20年3月期第3四半期 10,448.27 ―

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 1,898 783 41.3 47,216.22
20年3月期 1,862 751 40.4 45,454.37

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  783百万円 20年3月期  751百万円

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 ― ― ― 2,000.00 2,000.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,200.00 2,200.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 3,650 8.9 134 △58.0 122 △57.6 54 △66.1 3,255.99

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(2) 四半期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．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  16,600株 20年3月期  16,536株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  16,580株 20年3月期第3四半期  13,154株

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



 当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）におけるわが国経済は、米国サブプライ

ム問題に端を発する国際的な金融市場の混乱が実体経済に深刻な影響を及ぼしており、企業収益の減少や雇用情勢の

急速な悪化など、景気の先行きが極めて不透明になってまいりました。 

 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、展示会市場、イベント市場及び広告市場におきまし

ては、広告宣伝投資だけでなく、底堅く推移していた販売促進投資にも減速感が見られるなど、企業の慎重な姿勢が

鮮明になってまいりました。 

 このような環境のなかで、引き続き当社は、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をはじめとして映

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。その

ために当社は、展示会、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展開いたしました。 

 また、平成20年４月１日付で営業部とクリエイティブ局を統合し、顧客との接点を更に強化するとともに、より質

の高い提案を実現し、販売力を高めるよう努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は28億63百万円、営業利益は１億46百万円、経常利益は１億38百万

円、四半期純利益は64百万円となりました。  

財政状態   

 当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）における財政状態は、資産合計18億98百万円（前事業年度末比

1.9％増）、負債合計11億14百万円（前事業年度末比0.3％増）、純資産合計７億83百万円（前事業年度末比4.3％

増）となりました。 

（流動資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は15億66百万円（前事業年度末比14百万円増加）となりまし

た。これは、現金及び預金（前事業年度末比71百万円減少）が減少したものの、受取手形(前事業年度末比42百万

円増加)及び売掛金（前事業年度末比35百万円増加）が増加したことが主な要因となっております。 

（固定資産） 

 当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は３億31百万円（前事業年度末比20百万円増加）となりまし

た。これは、機械装置(前事業年度末比15百万円増加)が増加したことが主な要因となっております。 

（流動負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は８億29百万円（前事業年度末比１億15百万円増加）となりま

した。これは、賞与引当金（前事業年度末比57百万円減少）が減少したものの、短期借入金(前事業年度末比２億

円増加)が増加したことが主な要因となっております。 

（固定負債） 

 当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は２億84百万円（前事業年度末比１億12百万円減少）となりま

した。これは、返済等が借入を上回ったことにより長期借入金(前事業年度末比１億12百万円減少)が減少したこと

が主な要因となっております。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は７億83百万円(前事業年度末比32百万円増加)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31百万円増加）が増加し

たことが主な要因となっております。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 



キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20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71百万円減少し、当第３四半期会計期間末には、６億74百万円となりました。

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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１億41百万円となりました。 

 これは主に、売上債権の増加額77百万円や法人税等の支払額81百万円等が、税引前四半期純利益１億34百万円を

上回ったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は48百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出33百万円や敷金及び保証金の差入による支出15百万円等によるもの

です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は１億18百万円となりました。 

 これは主に、短期借入金の純増加額２億円や長期借入れによる収入２億円が、長期借入金の返済による支出２億

47百万円や配当金の支払額32百万円を上回ったこと等によるものです。 

 第３四半期累計期間における業績の進捗及び市場環境等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月

10日に公表した業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。  

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一般債権に係る貸倒引当金は、当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著し

い変動がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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 

１．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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）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基づ

く簿価切下げの方法）により算出しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社の機械装置の耐用年数については、第１四半期会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、10年から８年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。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 674,887 746,349

受取手形 100,513 57,984

売掛金 676,847 641,842

原材料 1,034 2,051

仕掛品 45,358 25,792

貯蔵品 54 50

その他 76,185 90,367

貸倒引当金 △8,084 △12,559

流動資産合計 1,566,797 1,551,878

固定資産   

有形固定資産 166,645 151,592

無形固定資産 19,524 22,837

投資その他の資産   

敷金 116,610 101,087

その他 70,172 65,181

貸倒引当金 △41,650 △29,949

投資その他の資産合計 145,131 136,318

固定資産合計 331,301 310,748

資産合計 1,898,098 1,862,626

負債の部   

流動負債   

買掛金 133,811 181,593

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 339,636 274,396

未払法人税等 31,240 77,242

賞与引当金 41,523 98,940

その他の引当金 139 166

その他 83,360 81,610

流動負債合計 829,711 713,950

固定負債   

長期借入金 284,368 396,813

その他 230 230

固定負債合計 284,598 397,043

負債合計 1,114,309 1,110,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 154,738 154,258

資本剰余金 134,738 134,258

利益剰余金 495,113 463,483

株主資本合計 784,589 751,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △800 △365

評価・換算差額等合計 △800 △365

純資産合計 783,789 751,633

負債純資産合計 1,898,098 1,862,626



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,863,627

売上原価 1,836,989

売上総利益 1,026,638

販売費及び一般管理費 879,649

営業利益 146,988

営業外収益  

受取利息 295

受取配当金 97

賃貸収入 990

雑収入 461

営業外収益合計 1,844

営業外費用  

支払利息 8,890

賃貸原価 436

雑損失 1,146

営業外費用合計 10,473

経常利益 138,359

特別利益  

固定資産売却益 182

特別利益合計 182

特別損失  

固定資産除却損 2,246

投資有価証券評価損 2,151

特別損失合計 4,397

税引前四半期純利益 134,144

法人税、住民税及び事業税 38,863

法人税等調整額 30,578

法人税等合計 69,442

四半期純利益 64,702



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 134,144

減価償却費 20,501

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,226

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,416

その他の引当金の増減額（△は減少） △26

受取利息及び受取配当金 △393

有形固定資産売却損益（△は益） △182

支払利息 8,890

固定資産除却損 2,246

投資有価証券評価損益（△は益） 2,151

売上債権の増減額（△は増加） △77,535

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,552

仕入債務の増減額（△は減少） △47,782

未払金の増減額（△は減少） △3,582

未払費用の増減額（△は減少） 10,807

その他 △31,968

小計 △51,471

利息及び配当金の受取額 393

利息の支払額 △9,066

法人税等の支払額 △81,102

営業活動によるキャッシュ・フロー △141,247

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 △33,143

有形固定資産の売却による収入 1,711

無形固定資産の取得による支出 △1,466

投資有価証券の取得による支出 △922

敷金及び保証金の差入による支出 △15,523

その他 771

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,571

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） 200,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △247,205

株式の発行による収入 960

配当金の支払額 △32,406

その他 △2,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 118,357

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,461

現金及び現金同等物の期首残高 746,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 674,887



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

  

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高   2,483,089 

Ⅱ 売上原価   1,540,332 

売上総利益   942,756 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   696,826 

営業利益   245,930 

Ⅳ 営業外収益   2,257 

Ⅴ 営業外費用   12,895 

経常利益   235,292 

Ⅵ 特別利益   3,719 

Ⅶ 特別損失   13,192 

税引前四半期純利益   225,819 

法人税、住民税及び事業税 43,201   

法人税等調整額 45,180 88,382 

四半期純利益   137,436 

      



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前四半期純利益  225,819

 減価償却費  18,715

 貸倒引当金の減少額  △3,719

 役員賞与引当金の減少額  △10,125

 賞与引当金の減少額  △71,864

 工事補償引当金の減少額  △4,551

 受取利息及び受取配当金  △203

 支払利息  9,757

 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

 投資有価証券評価損  245

 売上債権の増加額  △255,046

 たな卸資産の減少額  38,800

 仕入債務の減少額  △137,487

 未払金の減少額  △29,409

 未払費用の減少額  △9,630

 その他  △15,679

小計  △228,802

 利息及び配当金の受取額  203

 利息の支払額  △10,314

 法人税等の支払額  △101,789

営業活動によるキャッシュ・フロー  △340,703



  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 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

 無形固定資産の取得による支出  △8,401

 投資有価証券の取得による支出  △906

 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

 敷金及び保証金の返還による収入  14,525

 事業所移転に伴う支出  △9,005

 その他  780

投資活動によるキャッシュ・フロー  △89,976

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

 長期借入れによる収入  100,000

 長期借入金の返済による支出  △222,265

 新株式の発行による支出  △2,630

 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

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減少額  △229,251

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  828,551

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  599,299



 生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当社は、企業や団体の広告活動・販売促進活動に伴う、情報伝達を目的とした各種イベント及びマーケティング

ツールの企画・制作・運営を主たる業務として行っており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績

の記載はしておりません。 

(2）受注状況 

 当第３四半期累計期間の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第３四半期会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報 

事業部門別 受注高（千円） 受注残高（千円） 

コミュニケーションデザイン事業  3,025,344  860,176

合計  3,025,344  860,176

事業部門別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

コミュニケーションデザイン事業 

（千円） 
 2,863,627

合計（千円）  2,863,627




