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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 11,164 ― 291 ― 230 ― △181 ―
20年3月期第3四半期 11,711 28.0 675 ― 633 ― 253 ―

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 △14.89 ―
20年3月期第3四半期 20.81 ―

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 18,170 9,148 49.8 744.45
20年3月期 17,080 9,707 56.3 790.18

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,056百万円 20年3月期  9,613百万円

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 ― 5.00 ― 20.00 25.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 18.00 25.00

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 18,050 4.6 780 △7.0 710 △9.1 250 △9.9 20.55

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  有  

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

(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、４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． 本資料に記載されている予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  13,334,640株 20年3月期  13,334,640株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,169,294株 20年3月期  1,168,478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  12,165,364株 20年3月期第3四半期  12,167,539株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、実感が乏しかったとは言え長期間続いた景気拡大から９月を

境目に一気に景気後退局面に入ってしまいました。原油・穀物等原材料価格の高騰等により先行きに不透明感を増し

つつあった海外景気は、サブプライムローンに端を発した金融危機の実体経済への急速かつ大きな打撃を受け、米

国・欧州はマイナス成長へ、また中国に加え新興国は減速の度合いを強めました。外需依存型の成長をしてきたわが

国経済は、予想を超える大きな影響を受け、企業・家計共に非常に厳しい状況に陥りました。 

当広告業界におきましても、わが国経済の動きを反映し広告需要が俄かに低調になり、かつてない厳しい経営環境

となりました。 

このような環境の中にありまして、当社グループでは、グループ各社の組織を挙げて業績の維持・向上に向けて鋭

意努力して参りました。しかしながら広告需要減少の影響が思いのほか大きく、売上高は、計画はもちろん前年実績

までも下回りました。利益的にも制作原価率の上昇を抑える等経費の抑制に努めたものの、減収の影響が大きく、加

えて株式市場の下落等に伴う委託機関の運用成績の大幅低下による退職給付費用の負担増と投資有価証券評価損計

上、役員退職慰労金の支払いや繰延税金資産の一部取崩しに伴う税金費用の増加等もあり不本意なものとなりまし

た。 

また、当第３四半期連結会計期間から、㈱シースリーフィルムがグループ入りしました。同社株式買収に際し、の

れん代２億１千１百万円が発生しましたが、同社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力に伴い、５

年での償却を予定しております。グループ入り後の同社の業績は、グループ入りが信用度のアップにもなり、上記の

ような厳しい経営環境のため低位ではありますがほぼ計画通りに推移しております。同社に対しては、これまで以上

に制作体制の強化や制作原価管理の徹底等を通じて、グループの中核会社に成長する様に経営指導をして参ります。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高111億６千４百万円（前年同期比95.3％）、営業利益２

億９千１百万円（前年同期比43.2％）、経常利益２億３千万円（前年同期比36.4％）、四半期純損失１億８千１百万

円（前年同期は純利益２億５千３百万円）と前年同期比大きく後退しました。 

なお、主要部門別の営業状況は、映像制作事業部門が売上高102億６千５百万円（前年同期比94.6％）、その他の事

業部門が売上高８億９千８百万円（前年同期比104.0％）でした。 

※ 前年同期との比較金額及び比率につきましては、参考として記載しております。 
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の連結貸借対照表上の資産合計残高は181億７千万円（前連結会計年度末比

10億８千９百万円増）となりました。これは、現金及び預金等の増加もありましたが、主に仕掛品等の増

加によるものです。 

② 負債の状況 

当第３四半期連結会計期間末の連結貸借対照表上の負債合計残高は90億２千１百万円（前連結会計年度

末比16億４千８百万円増）となりました。これは、役員退職慰労引当金等の減少もありましたが、主に支

払手形及び買掛金、借入金及び退職給付引当金等の増加によるものです。 

③ 純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の連結貸借対照表上の純資産合計残高は91億４千８百万円（前連結会計年

度末比５億５千８百万円減）となりました。これは、主に新規連結子会社の債務超過、剰余金の配当及び

純損失計上による利益剰余金の減少によるものです。 

※ 前連結会計年度との比較金額につきましては、参考として記載しております 
  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ、７億１千万円増加

しました。これは、営業活動、投資活動及び財務活動による収入が共に支出を上回ったことによるもので

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、５千７百万円（前年同期比７億５百万円減）となりました。これは、主に

利益の減少、売上債権の減少、たな卸資産の増加によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、１千６百万円（前年同期は使用した資金１億５千万円）となりました。こ

れは、主に有形固定資産の取得の増加、保険積立金の解約によるものです。 

（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、６億４千万円（前年同期は使用した資金５億７千９百万円）となりまし

た。これは、主に借入金の増加によるものです。 

※ 前年同期との比較金額につきましては、参考として記載しております 
  

【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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今後のわが国経済は、世界経済の悪化の影響をまともに受け、これまで以上に厳しい状況が暫く続くものと思われ

ます。当然のことながら、企業・家計共により慎重な行動となると思われます。 

勢い広告需要は、ますます冷え込むことが予想されます。一方、映像制作業界を取り巻く環境も広告媒体の多様化

で変わりつつあり、当社のようなワンストップサービスに対応できる体制の整った制作会社への発注傾向が強くなっ

ております。 

引き続き積極的な営業活動を展開すると共に不採算部門の見直しや制作原価率の上昇を抑える等経費の節減に努め

る所存であります。通期の連結業績の見通しにつきましては、現状、平成20年11月７日に公表のとおり、売上高180億

５千万円（前連結会計年度比104.6％）、営業利益７億８千万円（前連結会計年度比93.0％）、経常利益７億１千万円

（前連結会計年度比90.9％）、当期純利益２億５千万円（前連結会計年度比90.1％）を見込んでおります。 

なお、配当につきましては、平成20年５月16日公表のとおり、前期と同額の１株当たり年間25円を予定しておりま

す。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計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。 

② 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

③ 原価計算の方法 

年度決算では実際原価計算によっておりますが、四半期決算では社内経費については予定価格を適用してお

り、これにより生じた原価差異を仕掛品と売上原価へ配賦しております。 

④ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

⑤ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 
  

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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当社及び連結子会社は、従来、仕掛品は個別法による原価法、貯蔵品は先入先出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から「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、仕掛品は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）、貯蔵品は先入先出法による原価法（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）により算定しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期利益が86,717千円少なく計上されております。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

当社及び連結子会社は、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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したが、「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））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用するこ

とができることになったことに伴い、当第２四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の

減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期利益に与える影響はあ

りません。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き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。 

  

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 1,676,461 938,837

受取手形及び売掛金 6,480,830 7,392,635

仕掛品 2,311,219 678,414

貯蔵品 27,774 26,102

その他 288,943 259,096

貸倒引当金 △7,490 △11,978

流動資産合計 10,777,738 9,283,108

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,566,073 3,566,073

その他（純額） 1,491,204 1,547,273

有形固定資産合計 5,057,277 5,113,347

無形固定資産   

のれん 201,150 －

その他 153,038 158,228

無形固定資産合計 354,189 158,228

投資その他の資産   

投資有価証券 710,868 912,423

その他 1,295,606 1,629,420

貸倒引当金 △25,247 △16,033

投資その他の資産合計 1,981,227 2,525,810

固定資産合計 7,392,695 7,797,386

資産合計 18,170,434 17,080,494

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,094,395 1,793,353

短期借入金 3,307,728 2,662,316

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 88,840 263,999

賞与引当金 50,758 108,914

役員賞与引当金 3,750 23,000

その他 806,592 529,219

流動負債合計 6,372,064 5,400,802

固定負債   

社債 20,000 30,000

長期借入金 2,325,640 1,641,671

退職給付引当金 111,699 17,178

役員退職慰労引当金 156,718 257,849

負ののれん 21,139 25,849

その他 14,725 －

固定負債合計 2,649,923 1,972,547

負債合計 9,021,988 7,373,350
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,323,900 3,323,900

資本剰余金 3,944,754 3,945,080

利益剰余金 2,596,502 3,106,158

自己株式 △790,163 △789,841

株主資本合計 9,074,994 9,585,297

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,521 28,137

評価・換算差額等合計 △18,521 28,137

少数株主持分 91,973 93,708

純資産合計 9,148,445 9,707,144

負債純資産合計 18,170,434 17,080,494
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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 11,164,502

売上原価 9,724,035

売上総利益 1,440,467

販売費及び一般管理費  

役員報酬 283,903

従業員給料 264,016

賞与引当金繰入額 4,888

役員賞与引当金繰入額 3,750

退職給付費用 31,115

役員退職慰労引当金繰入額 17,054

貸倒引当金繰入額 1,266

のれん償却額 10,586

その他 532,454

販売費及び一般管理費合計 1,149,036

営業利益 291,430

営業外収益  

受取利息 1,327

受取配当金 4,612

為替差益 1,812

受取保険金 1,863

負ののれん償却額 4,710

その他 10,127

営業外収益合計 24,452

営業外費用  

支払利息 69,831

持分法による投資損失 4,451

その他 10,957

営業外費用合計 85,239

経常利益 230,643
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（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) 

特別利益  

固定資産売却益 1,527

投資有価証券売却益 6,974

貸倒引当金戻入額 16,297

保険解約返戻金 12,049

特別利益合計 36,849

特別損失  

固定資産除却損 1,015

投資有価証券売却損 14,558

投資有価証券評価損 56,893

持分変動損失 534

会員権評価損 10,730

貸倒引当金繰入額 13,514

保険解約損 9,639

役員退職慰労金 129,615

特別損失合計 236,502

税金等調整前四半期純利益 30,990

法人税、住民税及び事業税 123,458

法人税等調整額 96,283

法人税等合計 219,742

少数株主損失（△） △7,569

四半期純損失（△） △181,181
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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 30,990

減価償却費 292,066

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,517

退職給付引当金の増減額（△は減少） 112,904

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △101,130

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,156

受取利息及び受取配当金 △5,939

支払利息 69,831

為替差損益（△は益） 4,189

売上債権の増減額（△は増加） 1,209,540

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,367,063

その他の資産の増減額（△は増加） 6,609

仕入債務の増減額（△は減少） △89,635

その他の負債の増減額（△は減少） 211,527

その他 94,672

小計 408,891

利息及び配当金の受取額 5,906

利息の支払額 △66,849

法人税等の支払額 △290,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,007

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 △191,613

有形固定資産の売却による収入 7,069

無形固定資産の取得による支出 △24,008

投資有価証券の売却による収入 53,954

保険積立金の解約による収入 298,085

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△54,743

投資その他の資産の増減額（△は増加） △72,252

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,491

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） 269,578

長期借入れによる収入 1,380,000

長期借入金の返済による支出 △674,800

社債の償還による支出 △10,000

少数株主からの払込みによる収入 5,300

自己株式の取得による支出 △647

配当金の支払額 △328,474

財務活動によるキャッシュ・フロー 640,956

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 710,265

現金及び現金同等物の期首残高 910,811

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,621,076
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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) セグメント情報

(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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①（要約）四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

 
  

「参考」

(1) 前四半期に係る財務諸表等

前年同四半期
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

売上高 11,711,828

売上原価 10,059,251

売上総利益 1,652,576

販売費及び一般管理費 977,360

営業利益 675,216

営業外収益

 受取利息 1,063

 為替差益 5,602

 その他 28,723

 営業外収益合計 35,390

営業外費用

 支払利息 62,467

 支払手数料 8,124

 その他 6,550

営業外費用合計 77,141

経常利益 633,464

特別利益 18,318

特別損失 3,618

税金等調整前四半期純利益 648,163

税金費用 377,074

少数株主利益 17,914

四半期純利益 253,175
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②（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
  

③（セグメント情報） 

該当事項はありません。 

  

前年同四半期
(自 平成19年４月１日
至 平成19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 648,163

  減価償却費 272,065

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 6,711

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 30,973

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,849

  賞与引当金の増減額（△は減少） △ 40,103

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） 15,250

  受取利息及び受取配当金 △ 5,506

  支払利息 62,467

  為替差損益 390

  売上債権の増減額（△は増加） 793,221

  たな卸資産の増減額（△は増加） △ 149,488

  その他の流動資産の増減額（△は増加） △ 9,547

  仕入債務の増減額（△は減少） △ 512,005

  その他負債の増減額（△は減少） 152,370

  その他 146,779

小計 1,342,223

  利息及び配当金の受取額 5,489

  利息の支払額 △ 60,561

  法人税等の支払額 △ 524,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 762,509

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 △ 81,552

  無形固定資産の取得による支出 △ 1,229

  投資有価証券の取得による支出 △ 53,277

  新規連結子会社の取得による収入 19,372

  その他投資に関する収支（純額） △ 33,508

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 150,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の増減額（純額） △ 1,170,165

  長期借入れによる収入 1,500,000

  長期借入金の返済による支出 △ 617,931

  社債の償還による支出 △ 10,000

  自己株式の増減額（△は増加） △ 1,458

  配当金の支払額 △ 279,870

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 579,425

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,497

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,099,295
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① 部門別売上高明細表 

（単位：千円、％） 

 
  

② 部門別受注状況明細表 

（単位：千円） 

 
  

(2) 受注及び販売の状況

前年同四半期 当四半期 前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 （自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日） 至 平成20年12月31日） 至 平成20年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

ＣＭ作品 オリジナル 7,516,809 64.2 7,386,486 66.1 10,957,966 63.5

改訂 295,303 2.5 369,086 3.3 390,903 2.3

映像作品 1,508,188 12.9 1,216,118 10.9 2,632,723 15.3

その他 プリント 757,561 6.4 684,261 6.1 993,996 5.8

企画等 769,751 6.6 609,726 5.5 1,129,221 6.5

映像制作事業 10,847,614 92.6 10,265,679 91.9 16,104,811 93.4

その他の事業 864,213 7.4 898,822 8.1 1,145,626 6.6

合計 11,711,828 100.0 11,164,502 100.0 17,250,438 100.0

前年同四半期 当四半期 前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 （自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日） 至 平成20年12月31日） 至 平成20年３月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＣＭ作品 オリジナル 7,155,037 1,203,966 6,843,586 1,384,300 11,319,428 1,927,200

改訂 273,403 12,400 313,086 17,500 430,103 73,500

映像作品 1,391,057 230,164 2,062,302 916,107 2,361,352 75,924

その他 プリント 757,561 ― 684,261 ― 993,996 ―

企画等 1,247,841 580,455 628,283 26,256 1,034,555 7,700

映像制作事業 10,824,901 2,026,985 10,531,520 2,344,164 16,139,436 2,084,324

その他の事業 864,213 ― 898,822 ― 1,145,626 ―

合計 11,689,114 2,026,985 11,430,343 2,344,164 17,285,063 2,084,324

㈱葵プロモーション（9607）平成21年３月期　第３四半期決算短信

13



① 平成21年３月期 
（単位：千円） 

 
  

② 平成20年３月期 
（単位：千円） 

 
  

③ 平成19年３月期 
（単位：千円） 

 
  

(3) 経営指標等の推移

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（20年４月～20年６月） （20年４月～20年９月） （20年４月～20年12月） （20年４月～21年３月）

売上高 3,331,701 7,684,260 11,164,502 ―

売上総利益 344,979 969,228 1,440,467 ―

営業利益（△損失） △ 31,157 253,909 291,430 ―

経常利益（△損失） △ 46,395 224,796 230,643 ―

税金等調整前四半期
（当期）純利益 
（△損失）

△ 194,333 56,321 30,990 ―

四半期（当期）純損
失

△ 148,221 △ 85,876 △181,181 ―

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（19年４月～19年６月） （19年４月～19年９月） （19年４月～19年12月） （19年４月～20年３月）

売上高 3,250,467 7,884,330 11,711,828 17,250,438

売上総利益 438,339 1,142,401 1,652,576 2,215,011

営業利益 82,734 480,129 675,216 839,032

経常利益 78,632 455,301 633,464 781,343

税金等調整前四半期
（当期）純利益

80,728 476,169 648,163 727,221

四半期（当期）純利
益

2,334 188,640 253,175 277,433

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（18年４月～18年６月） （18年４月～18年９月） （18年４月～18年12月） （18年４月～19年３月）

売上高 2,726,703 6,466,264 9,150,842 14,832,892

売上総利益 94,969 797,599 834,705 1,702,845

営業利益（△損失） △ 204,768 213,150 △ 9,608 575,883

経常利益（△損失） △ 199,969 209,994 △ 18,739 575,974

税金等調整前四半期
（当期）純利益 
（△損失）

△ 225,599 177,588 △ 84,615 478,690

四半期（当期）純利
益（△損失）

△ 184,118 92,059 △ 58,582 138,700

㈱葵プロモーション（9607）平成21年３月期　第３四半期決算短信

14




