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Ⅰ. 博展について

博展について博展について
会社概要 沿革

会社名： 株式会社博展 1967年 展示会、ディスプレイの企画、施工を目的として創業会社名：

証券 ド

株式会社博展

2173

1967年 展示会、ディスプレイの企画、施工を目的として創業

証券コード： 2173 1970年 「株式会社博展」設立

上場日： 2008年2月29日
1992年 埼玉県八潮市に第1スタジオ移転

上場市場： 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」
1992年 埼玉県八潮市に第1スタジオ移転

本社所在地： 東京都中央区築地1-13-14 NBF東銀座スクエア9F 1994年 東京都千代田区神田に営業所を新設

電話番号： 03-6278-0010 1998年 大卒 期生入社 第2 タジオ新設電話番号：

事業内容

03 6278 0010

コミ ニケ ションデザイン事業

1998年 大卒一期生入社、第2スタジオ新設

事業内容：

者

コミュニケーションデザイン事業

徳久
2001年 東京都中央区銀座に営業所を移転

代表者： 田口徳久
2001年 東京都中央区銀座に営業所を移転

設立年月日： 1970年3月2日 2002年 第3スタジオ新設

資本金： 156,013千円 2005年 東京都中央区築地に営業所を移転

従業員数：

,

183名 平均年齢 29歳
2005年 東京都中央区築地に営業所を移転

従業員数：

決算月

183名 平均年齢 29歳

3月
2006年 e-スタジオ新設

決算月：

済株 総数

3月

株 2008年 大証 ラクレ に上場発行済株式総数： 16,766株 2008年 大証ヘラクレスに上場

監査法人： 新日本有限責任監査法人

URL： http://www.hakuten.co.jpp jp
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Ⅰ. 博展について

業績推移業績推移

デ プ 制作
コミュニケーションデザイン事業へコミュニケーションデザイン事業へ

ディスプレイ制作から
展示会の総合サポ トへ ケ ションデザイン事業ケ ションデザイン事業展示会の総合サポートへ
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Ⅰ. 博展について

事業 容事業内容ついて事業内容ついて

「 ミ ケ シ ンデザイン事業「コミュニケーションデザイン事業」コミュニケ ションデザイン事業」
コミュニケーションデザインとは企業とユーザーの様々な接触点を開発し戦略的にデザインすることコミュニケ ションデザインとは企業とユ ザ の様々な接触点を開発し戦略的にデザインすること

広告・広報 企業・商品ブランディング販売促進
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Ⅰ. 博展について

展示会・販促イベントの総合サポート展示会・販促イベントの総合サポート

博展には ディスプレイ制作について40年の歴史に裏付博展には ディスプレイ制作について40年の歴史に裏付博展には、ディスプレイ制作について40年の歴史に裏付

けられた高いスキルと多くのノウハウがあります

博展には、ディスプレイ制作について40年の歴史に裏付

けられた高いスキルと多くのノウハウがありますけられた高いスキルと多くのノウハウがあります。けられた高いスキルと多くのノウハウがあります。

機材 備品の手配機材 備品の手配広告（業界誌 新聞 WEB TV）広告（業界誌 新聞 WEB TV） 機材・備品の手配機材・備品の手配広告（業界誌、新聞、WEB、TV）広告（業界誌、新聞、WEB、TV）

ディスプレイ制作
映像制作映像制作DM制作・発送DM制作・発送 映像制作映像制作M制作 発送M制作 発送

ジ演出ジ演出ステージ演出ステージ演出
併設セミナー実施併設セミナー実施

グラフィック制作グラフィック制作

併設セミナ 実施併設セミナ 実施

グラフィック制作グラフィック制作

会場運営管理会場運営管理リーフレット制作リーフレット制作 会場運営管理会場運営管理リ フレット制作リ フレット制作
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Ⅰ. 博展について

展示会 販促イベント展示会・販促イベント展示会 販促イ
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Ⅰ. 博展について

展示会 販促イベントの総合サポ ト展示会・販促イベントの総合サポート展示会 販促イ 総合サポ

企業とユーザーの直接的な接点をデザインし、各クライアントに最適なプロモーション環境を提供企業とユーザーの直接的な接点をデザインし、各クライアントに最適なプロモーション環境を提供

広告制作
配布ノベルティ

広告制作
配布ノベルティ

ディスプレイ制作DM制作・発送 ディスプレイ制作DM制作・発送

映像制作映像制作

ステージ演出グラフィック制作 リーフレット制作カタログ制作 ステ ジ演出グラフィック制作 リ フレット制作カタログ制作
8



Ⅰ. 博展について

その他の ミ ニケ シ ンポイントのデザイン
Ⅰ. 博展について

その他のコミュニケーションポイントのデザインそ 他 ケ シ ポイ デザイ

シ ル ム 売場シ ル ム 売場ショールーム・売場ショールーム・売場

広 告広 告広 告広 告

インナーイベントインナーイベント
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Ⅰ. 博展について

その他の ミ ニケ シ ンポイントのデザインその他のコミュニケーションポイントのデザインそ 他 ケ シ ポイ デザイ

／商品／商品POP／商品POP／商品

営業ツール営業ツール営業ツ ル営業ツ ル

その他その他その他その他
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Ⅰ. 博展について

ケ シ デザイ 実例コミュニケーションデザインの実例コミュ ケ ションデザインの実例

ユ ザ との様々な接触点を開発し戦略的にデザインすることユーザーとの様々な接触点を開発し戦略的にデザインすること

展示会 販促イベント展示会 販促イベント展示会・販促イベント
総合サポ ト

展示会・販促イベント
総合サポ ト総合サポート総合サポート

企企
業 ユ業 ユ

ー
・団

ー
ザ団

体
ザ
ー体 ー
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Ⅰ. 博展について

クリ イ ブカ パクリエイティブカンパニークリエイティブカンパニ

「ク イ ブ と「 デ バイイ グ を切り離 ク イ ブ ク 特化「クリエイティブ」と「メディアバイイング」を切り離しクリエイティブワークに特化

メディアバイイングに影響を受けない 顧客側に立った提案を実現メディアバイイングに影響を受けない、顧客側に立った提案を実現
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Ⅱ. 2009年3月期 決算報告Ⅱ. 2009年3月期 決算報告

財務ハイライト 前期比財務ハイライト 前期比

・業容拡大により売上高は前期比6.4%増業容拡大により売 高は前期比 増
・投資抑制の姿勢が急速に強まったことに伴い価格競争が激化し、売上総利益率が1 4ポイント悪化投資抑制の姿勢が急速に強まったことに伴い価格競争が激化し、売上総利益率が1.4ポイント悪化
・人員増や事務所増床に伴い 人件費や事務所賃料等が増加し 販売費及び一般管理費が増加人員増や事務所増床に伴い、人件費や事務所賃料等が増加し、販売費及び 般管理費が増加

2008年3月期実績 2009年3月期実績 増減額 増減率2008年3月期実績 2009年3月期実績 増減額 増減率

売上高 3 351 3 565 +214 +6 4％売上高 3,351 3,565 +214 +6.4％

営業利益 319 166 △153 △48 0％営業利益
(営業利益率）

319
（9 5％）

166
（4 7％）

△153 △48.0％
(営業利益率） （9.5％） （4.7％）

経常利益 287 155 132 46 0％経常利益 287 155
（ ）

△132 △46.0％
(経常利益率） （8.6％） （4.3％）

132 46.0％

当期純利益 159 74当期純利益 159 74 △84 △53 0％当期純利益
(純利益率） （4 7％） （2.1％）

△84 △53.0％
（4.7％） （ ）

＜百万円＞＜百万円＞
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Ⅱ. 2009年3月期 決算報告Ⅱ. 2009年3月期 決算報告

貸借対照表サマリー（資産の部）貸借対照表サマリ （資産の部）

【流動資産】仕掛品が増加したものの 現金及び預金及び売掛金が減少し 1億78百万減【流動資産】仕掛品が増加したものの、現金及び預金及び売掛金が減少し、1億78百万減
【固定資産】機械 装置及び敷金が増加したことが主な要因となり 33百万増【固定資産】機械、装置及び敷金が増加したことが主な要因となり、33百万増

2008年3月期実績 2009年3月期実績 増減額2008年3月期実績 2009年3月期実績 増減額

流動資産 1 551 1 372 △178流動資産 1,551 1,372 △178

固定資産 310 343 +33固定資産 310 343 +33

資産合計 1 862 1 716 △145資産合計 1,862 1,716 △145

＜百万円＞＜百万円＞
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Ⅱ. 2009年3月期 決算報告Ⅱ. 2009年3月期 決算報告

貸借対照表サマリ （負債 純資産の部）貸借対照表サマリー（負債・純資産の部）

【流動負債】買掛金、未払法人税等及び未払消費税等の減少
【固定負債】返済が借入を上回ったこと等に伴う長期借入金の減少【固定負債】返済が借入を上回ったこと等に伴う長期借入金の減少
【 純資産】当期純利益が配当金の支払額を上回ったことによる利益剰余金の増加【 純資産】当期純利益が配当金の支払額を上回ったことによる利益剰余金の増加

2008年3月期実績 2009年3月期実績 増減額2008年3月期実績 2009年3月期実績 増減額

流動負債 713 702 △11流動負債 713 702 △11流動負債 713 702 11

固定負債 397 218 △178固定負債 397 218 △178

純資産 751 795 +44純資産 751 795 +44

負債・純資産合計 1 862 1 716 △145負債・純資産合計 1,862 1,716 △145

＜百万円＞
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Ⅱ. 2009年3月期 決算報告

キ

Ⅱ. 2009年3月期 決算報告

キャッシュフローサマリーキャッシュフロ サマリ

【営業活動】前期1億28百万円の支出から、当期1億13百万円の収入と大幅に改善【営業活動】前期1億28百万円の支出から、当期1億13百万円の収入と大幅に改善
【投資活動】有形固定資産の取得による支出や敷金及び保証金の差入による支出【投資活動】有形固定資産の取得による支出や敷金及び保証金の差入による支出

【財務活動】長期借入金の返済による支出や配当金の支払額が 長期借入れによる収入を【財務活動】長期借入金の返済による支出や配当金の支払額が、長期借入れによる収入を
上回 た とによる収入上回ったことによる収入

2008年3月期実績 2009年3月期実績 増減額年 月期実績 年 月期実績

営業活動によるC/F △128 113 +242営業活動によるC/F △128 113 242

△投資活動によるC/F △91 △51 +39投資活動によるC/F △91 △51 39

△財務活動によるC/F 137 △150 △288財務活動によるC/F 137 △150 △288

＜百万円＞＜百万円＞
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Ⅲ 2010年3月期 業績予想Ⅲ 2010年3月期 業績予想Ⅲ. 2010年3月期 業績予想
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Ⅲ. 2010年3月期 業績予想Ⅲ. 2010年3月期 業績予想

2010年3月期 業績予想2010年3月期 業績予想

・組織改編による営業力の強化組織改編 よる営業力 強化
・景況の悪化による大手企業のコストカットによる引き合い景況の悪化による大手企業のコストカットによる引き合い

2009年3月期実績 2010年3月期予想 増減額 前年同期比2009年3月期実績 2010年3月期予想 増減額 前年同期比

売上高 3 565 4 150 +585 16 4％売上高 3,565 4,150 585 16.4％

営業利益 166 150 △16 △9 8％営業利益
(営業利益率）

166
（4 7％）

150
（3 6％）

△16 △9.8％
(営業利益率） （4.7％） （3.6％）

経常利益 155 140 △15 △9 8％経常利益
（経常利益率）

155
（4 3％）

140 △15 △9.8％
（経常利益率） （4.3％） （3.4％）

当期純利益 74 80当期純利益 74 80 +6 7％期純利
（当期純利益率） （2.1％） （1.9％）

+6 7％
（1.9％）

＜百万円＞＜百万円＞
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Ⅲ. 2010年3月期 業績予想Ⅲ. 2010年3月期 業績予想

配当の状況配当の状況

年 月期 株当たり 当金も を予定 安定的な 当・2010年3月期1株当たり配当金も2,200円を予定、安定的な配当,

2008年3月期実績 2009年3月期予定 2010年3月期予定2008年3月期実績 2009年3月期予定 2010年3月期予定

株当た 当金（ ） 2 000 2 200 2 2001株当たり配当金（円） 2,000 2,200 2,200,

配当金総額（千円） 33 072 36 885配当金総額（千円） 33,072 36,885 －
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Ⅳ 今後の事業戦略Ⅳ 今後の事業戦略Ⅳ. 今後の事業戦略

21



Ⅳ. 今後の事業戦略

市場における事業領域
Ⅳ. 今後の事業戦略

市場における事業領域

広告市場ディスプレイ市場 イベント市場 広告市場ディスプレイ市場 イ ント市場
※電通 日本の広告費より※日本イベント産業振興協会より※乃村工藝社調査資料より

1兆8 000億円 6兆7 000億円1兆8,000億円
（事業費）

6兆7,000億円2兆円 （事業費）2兆円

当社の市場
見本市・展示会 販促イベント

当社の市場 広告制作
ケテ ングツ ル制作見本市 展示会 販促イベント

3 1兆円
マーケティングツール制作

3 700億円 1兆6 000億円 1兆1 600億円3 1兆円 3,700億円 1兆6,000億円 1兆1,600億円3.1兆円

乃村工藝社・丹青社 テ オ ダブリ 電通・博報堂乃村工藝社・丹青社 テー・オー・ダブリュー 電通・博報堂

会議イベント
メデ バイイ グ

商業施設 会議イベント
スポーツイベント

メディアバイイング
商業施設
文化施設 スポ ツイ ント文 施設
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Ⅳ. 今後の事業戦略

当社 競争優位性

Ⅳ. 今後の事業戦略

当社の競争優位性当社の競争優位性
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Ⅳ. 今後の事業戦略

当社 競争優位性

Ⅳ. 今後の事業戦略

当社の競争優位性当社の競争優位性

広告代理店と比べると ディスプレイ会社・イベント会社広告代理店と比べると ディスプレイ会社 イ ント会社
と比べるとと比べると

社内生産体制による 中間マ ジンを抑えた社内生産体制による 中間マ ジンを抑えた社内生産体制による、中間マージンを抑えた社内生産体制による、中間マージンを抑えた

価格優位性価格優位性価格優位性価格優位性

総合提案力 る総合提案力 る総合提案力による、総合提案力による、

営業 クリエイティブ 制作との連携による営業 クリエイティブ 制作との連携による マーケティングの広域サポートとマーケティングの広域サポートと営業、クリエイティブ、制作との連携による営業、クリエイティブ、制作との連携による マーケティングの広域サポートとマーケティングの広域サポートと

スピーディーで専門性の高い顧客対応力スピーディーで専門性の高い顧客対応力 これによる強い新規顧客開発力・これによる強い新規顧客開発力・

成果の上がる実施計画の立案成果の上がる実施計画の立案成果の上がる実施計画の立案成果の上がる実施計画の立案

メディアバイイングに捉われないメディアバイイングに捉われないメディア イイングに捉われない

顧客サイドに立 た提案

メディア イイングに捉われない

顧客サイドに立 た提案顧客サイドに立った提案顧客サイドに立った提案

ト タ サポ ト力 【強】クオリ 【良】ストパ ス 【高】 トータルサポート力 【強】クオリティ 【良】コストパフォーマンス 【高】
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Ⅳ. 今後の事業戦略

売上拡大 具体的な取り組み

Ⅳ. 今後の事業戦略

売上拡大への具体的な取り組み売上拡大 の具体的な取り組み

１ 営業部隊の再編成による営業力の向上１ 営業部隊の再編成による営業力の向上１．営業部隊の再編成による営業力の向上１．営業部隊の再編成による営業力の向上

旧営業部旧営業部

既存顧客拡大既存顧客拡大
新規顧客開拓新規顧客開拓

【営業部】既存顧客担当 【MD部】新規顧客開拓担当【営業部】既存顧客担当 【MD部】新規顧客開拓担当

１顧客当たりの売上拡大１顧客当たりの売上拡大
集中的な新規顧客開拓による、集中的な新規顧客開拓による、

１顧客当たりの売上拡大
ンペの発生を抑制

１顧客当たりの売上拡大
ンペの発生を抑制

集中的な新規顧客開拓による、
業界内シェア拡大

集中的な新規顧客開拓による、
業界内シェア拡大

コンペの発生を抑制コンペの発生を抑制
業界内シェア拡大業界内シェア拡大

新入社員大量投入によるアプロ チ新入社員大量投入によるアプロ チ
・継続的な訪問・継続的な訪問

・新入社員大量投入によるアプローチ
新商材 新アプロ チ手法の開発

・新入社員大量投入によるアプローチ
新商材 新アプロ チ手法の開発

・新商材の紹介・新商材の紹介
・新商材、新アプローチ手法の開発

・ダイレクトマーケティング
・新商材、新アプローチ手法の開発

・ダイレクトマーケティング
・顧客理解によるコンペ勝率UP・顧客理解によるコンペ勝率UP

・ダイレクトマーケティング
・コミュニケーションデザインの拡大

・ダイレクトマーケティング
・コミュニケーションデザインの拡大・コミュニケ ションデザインの拡大・コミュニケ ションデザインの拡大
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Ⅳ. 今後の事業戦略

売上拡大 具体的な取り組み

Ⅳ. 今後の事業戦略

売上拡大への具体的な取り組み売上拡大 の具体的な取り組み

２ 新しいシステム部材の導入２ 新しいシステム部材の導入２．新しいシステム部材の導入２．新しいシステム部材の導入

スイスに本社を置くSYMA社から、“MOLTO”というシステム部材を本格的にスイスに本社を置くSYMA社から、 MOLTO というシステム部材を本格的に
導入します導入します。
デザイン性と価格競争力を強化し さらに質の高いサ ビスを実現しますデザイン性と価格競争力を強化し、さらに質の高いサービスを実現します。

販売効率を向上し 安定した収益の確保を実現します販売効率を向上し 安定した収益の確保を実現します販売効率を向上し、安定した収益の確保を実現します販売効率を向上し、安定した収益の確保を実現します
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Ⅳ. 今後の事業戦略

社あたり 売上高と売上総利益

Ⅳ. 今後の事業戦略

1社あたりの売上高と売上総利益1社あたりの売上高と売上総利益

既存顧客に対し 年間プロモ シ ンを請け負うなど１社あたりの売上が拡大既存顧客に対し、年間プロモーションを請け負うなど１社あたりの売上が拡大

１社当たりの売上高と売上総利益１社当たりの売上高と売上総利益

30004,800

4,666,

4,522
25004,600

4,482
,

20004 400 20004,400

1,740 1,730

1,546 15004,200 1社売上
1,241

, 1社売上

1社利益
4,003

1社利益
4,003

10004,000

5003,800

03 600 03,600

2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期
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Ⅳ. 今後の事業戦略

今後 取り組み

Ⅳ. 今後の事業戦略

今後の取り組み今後の取り組み

この不況を好機ととらえこの不況を好機ととらえこの不況を好機ととらえ、
高まり ある知名度 信 度を利

この不況を好機ととらえ、
高まり ある知名度 信 度を利高まりつつある知名度・信用度を利用し、高まりつつある知名度・信用度を利用し、高まりつつある知名度 信用度を利用し、

優良企業との接点を増やす
高まりつつある知名度 信用度を利用し、

優良企業との接点を増やす優良企業との接点を増やす優良企業との接点を増やす優良企業との接点を増やす優良企業との接点を増やす

優良顧客の信頼度向上優良顧客の信頼度向上優良顧客の信頼度向

優秀な人材 確保 育成優秀な人材の確保・育成優秀な人材の確保 育成

なる成長を 指 ます更なる成長を目指します更なる成長を目指します
28



ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。

ご支援のほどよろしくお願い致しますご支援のほどよろしくお願い致します。ご支援のほどよろしくお願い致します。

将来 見通しに関する注意事項将来の見通しに関する注意事項

当資料は株式会社博展が作成したものであり内容に関する一切の権利は当社に帰属しています 複写及び無断転載はご遠慮ください当資料は株式会社博展が作成したものであり内容に関する一切の権利は当社に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮ください。
当資料は当社が当社の現在発行している、または将来発行する株式や債券等の保有を推奨することを目的に作成したものではありません。

また、当資料は、当社が信頼できると判断した情報を参考に作成していますが当社がその正確性を保証するものではなく、事業計画数値に関しても今後変更
される可能性があることをご了解くださいされる可能性があることをご了解ください。

IRに関するお問い合わせ先 :  株式会社博展
経営管理部 TEL 03-6278-0070 FAX 03-6278-0092 e-mail  ir@hakuten.co.jp URL  http://www.hakuten.co.jp 29


