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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年2月16日～平成21年5月15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 ％

22年2月期第1四半期 16,943 ― △422 ― △311 ― △290 ―
21年2月期第1四半期 24,687 △13.3 481 △73.8 508 △72.9 208 △78.6

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

22年2月期第1四半期 △5.15 ―
21年2月期第1四半期 3.66 ―

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

22年2月期第1四半期 49,473 24,641 49.7 434.89
21年2月期 49,897 25,073 50.1 442.79

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  24,571百万円 21年2月期  25,017百万円

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

21年2月期 ― 7.00 ― 4.00 11.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年2月16日～平成22年2月15日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

40,000 ― 180 ― 350 ― 190 ― 3.36

通期 86,000 △1.4 1,200 111.6 1,400 70.6 850 383.7 15.04
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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.上記の予想は、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、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 
なお、業績予想に関する事項は４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）および「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 59,948,294株 21年2月期  59,948,294株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  3,447,176株 21年2月期  3,449,036株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 56,500,653株 21年2月期第1四半期 56,916,809株
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  当第１四半期連結会計期間（平成21年2月16日～平成21年5月15日）におけるわが国経済は、世界的な景気の落

ち込みを背景に、輸出の減少や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など、極めて厳しい状況で推移いたしました。  

  このような状況のなか、当社グループは新規顧客の開拓や事業領域の拡大、コスト管理の徹底などにつとめ、

売上高および利益面につきましては概ね期初の計画どおりに推移いたしましたが、前第１四半期連結会計期間と

の比較では実績を下回ることとなりました。 

  売上高の減少につきましては、専門店市場分野における出店の抑制に加え、投資時期の延期や投資規模の縮小

などにより、百貨店・量販店市場分野および広報・販売促進市場分野が低調に推移したことがその主因となりま

した。また、利益面の減少は、売上高の落ち込みにともなうものであります。 

  その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は169億43百万円、営業損失は4億22百万円、経常損失は3億11百

万円、四半期純損失は2億90百万円となりました。 

        

  事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。 

（１）ディスプレイ事業 

＜専門店市場分野＞  

  カジュアルファッションやブランド関連の内装工事などを手掛けましたが、出店の抑制傾向は継続してお

り、売上高は43億87百万円となりました。  

   

＜百貨店・量販店市場分野＞  

  首都圏や近畿圏の百貨店を中心に改装工事や催事・装飾業務などを手掛け、売上高は14億14百万円となり

ました。  

  

＜複合商業施設市場分野＞ 

  バスターミナルや高速道路のサービスエリアにおける商業施設のリニューアルなどを手掛けたことにより、

売上高は15億69百万円となりました。 

  

       ＜広報・販売促進市場分野＞ 

  エネルギーやエレクトロニクス関連企業のショールームのほか、上場企業における株主総会会場の設営など

を手掛け、売上高は38億52百万円となりました。 

  

       ＜博物館・美術館市場分野＞ 

 「東京都水道歴史館」や「栃木県子ども総合科学館」のリニューアルなどを手掛け、売上高は17億32百万円と

なりました。 

  

       ＜余暇施設市場分野＞ 

  関東郊外に展開するアミューズメント施設やフィットネス施設の内装工事などを手掛けたことにより、売上

高は5億83百万円となりました。 

  

       ＜博覧会・イベント市場分野＞ 

行政や民間企業が主催するイベントが減少しており、売上高は91百万円となりました。 

  

       ＜その他市場分野＞ 

オフィスや空港内の環境工事などを手掛け、売上高は29億80百万円となりました。 

  

以上のとおり、ディスプレイ事業における売上高は166億11百万円、営業損失は4億31百万円となりまし

た。 

  

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
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（２） 不動産事業 

所有する不動産における賃料収入などにより、売上高は1億34百万円、営業利益は54百万円となりまし

た。 

  

（３） 飲食・物販事業 

博物館などのミュージアムショップや駅ビルにおける飲食店・物販店の運営業務を手掛けましたが、常設

店舗の集客数が減少したことなどにより、売上高は1億97百万円、営業損失は13百万円となりました。  

  

    当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて4億24百万円減少し、494億73百万円とな

りました。これは、現金及び預金やたな卸資産が増加いたしましたが、売上高の減少にともない受取手形及び売

掛金が減少したことなどによるものであります。 

   負債は、前連結会計年度末に比べて8百万円増加し、248億31百万円となりました。これは、支払手形及び買掛

金が減少いたしましたが、前受金が増加したことなどによるものであります。 

     純資産は、前連結会計年度末に比べて4億32百万円減少し、246億41百万円となりました。これは、配当金の支

払いや四半期純損失の計上にともない利益剰余金が減少したことなどによるものであります。 

     この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の50.1%から49.7%となり、1株当たり純資産は前連結会計年度末の

442円79銭から434円89銭となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

     当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて32億50百万円増加し、

46億78百万円となりました。 

     営業活動によるキャッシュ・フローは、35億6百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の増加や仕入債

務が減少いたしましたが、売上債権が大幅に減少したことなどによるものであります。 

     投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などにより91百万円の支出となりました。 

     財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより1億79百万円の支出となりました。 

  

  第２四半期連結累計期間および通期業績見通しにつきましては、第１四半期は売上高、利益ともに前年同期を下回

るものの概ね期初の計画どおりであり、平成21年3月30日に発表いたしました数値に変更はありません。   

  

該当事項はありません。  

   

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却および除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基

づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

③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、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ないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法により算定しております。  

  

④税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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
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①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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）および「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「リース取引に関する会計基準」の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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））および「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１四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につい

ては、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。 

  なお、リース取引開始日が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、通常の

賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる損益への影響はありません。 

（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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月15日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,678 1,428

受取手形及び売掛金 11,317 16,885

たな卸資産 6,897 5,025

その他 2,189 1,907

貸倒引当金 △35 △52

流動資産合計 25,046 25,193

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,373 12,341

土地 10,078 10,078

その他 1,897 1,901

減価償却累計額 △5,264 △5,089

有形固定資産合計 19,085 19,232

無形固定資産 657 611

投資その他の資産   

投資有価証券 2,584 2,489

その他 2,526 2,822

貸倒引当金 △303 △328

投資損失引当金 △123 △123

投資その他の資産合計 4,683 4,859

固定資産合計 24,426 24,703

資産合計 49,473 49,897

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,316 12,953

未払法人税等 131 288

前受金 3,038 1,469

賞与引当金 1,511 1,023

その他の引当金 310 220

その他 1,770 1,957

流動負債合計 18,078 17,913

固定負債   

退職給付引当金 4,488 4,521

その他の引当金 318 388

その他 1,946 1,999

固定負債合計 6,753 6,909

負債合計 24,831 24,823
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月15日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,497 6,497

資本剰余金 6,860 6,860

利益剰余金 11,634 12,151

自己株式 △753 △753

株主資本合計 24,239 24,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68 18

土地再評価差額金 249 249

為替換算調整勘定 13 △6

評価・換算差額等合計 331 260

新株予約権 69 56

純資産合計 24,641 25,073

負債純資産合計 49,473 49,897
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月16日 
 至 平成21年５月15日) 

売上高 16,943

売上原価 14,586

売上総利益 2,356

販売費及び一般管理費 2,778

営業損失（△） △422

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 1

仕入割引 9

負ののれん償却額 76

その他 25

営業外収益合計 115

営業外費用  

支払利息 1

為替差損 2

その他 0

営業外費用合計 4

経常損失（△） △311

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 31

特別利益合計 31

特別損失  

固定資産除売却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純損失（△） △280

法人税等 10

四半期純損失（△） △290
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月16日 
 至 平成21年５月15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損失（△） △280

減価償却費 211

負ののれん償却額 △76

賞与引当金の増減額（△は減少） 488

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 1

売上債権の増減額（△は増加） 5,595

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,868

仕入債務の増減額（△は減少） △1,640

前受金の増減額（△は減少） 1,568

その他 △295

小計 3,766

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △262

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,506

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 △17

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △13

投資有価証券の売却による収入 7

その他 △68

投資活動によるキャッシュ・フロー △91

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △179

自己株式の取得による支出 △0

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △179

現金及び現金同等物に係る換算差額 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,250

現金及び現金同等物の期首残高 1,428

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,678
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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）および「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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年２月16日 至平成21年５月15日） 

（注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1）ディスプレイ事業 ……内装制作、展示制作、環境演出制作、調査・企画・設計 

(2）不動産事業      ……不動産賃貸事業等 

(3）飲食・物販事業  ……飲食店、土産物店等の運営・管理 

  

 全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。   

  

 海外売上高が、連結売上高の10％未満で重要性がないため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ディスプレイ

事業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

飲食・物販 
事業 

（百万円） 
計（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円） 
連結（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 16,611  134  197  16,943 －  16,943

(2）セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高 

 1  －  4  5 (5) － 

計  16,613  134  201  16,949 (5)  16,943

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △431  54  △13  △390 (31)  △422

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前第１四半期連結累計期間 

（自  平成20年２月16日 

    至  平成20年５月15日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  24,687

Ⅱ 売上原価  21,073

売上総利益  3,613

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,131

営業利益  481

Ⅳ 営業外収益  35

Ⅴ 営業外費用  9

経常利益  508

Ⅵ 特別利益  

 貸倒引当金戻入益  5

 特別利益合計  5

Ⅶ 特別損失  

 固定資産除売却損  2

 特別損失合計  2

税金等調整前四半期純利益  511

税金費用  397

少数株主損失（△）  △94

四半期純利益  208
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第１四半期連結累計期間 

（自  平成20年２月16日 

    至  平成20年５月15日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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  511

減価償却費  190

賞与引当金の増加・減少（△）額  284

退職給付引当金の増加・減少（△）額  △30

受取利息及び受取配当金  △9

支払利息  1

売上債権の減少・増加（△）額  3,930

たな卸資産の減少・増加（△）額  968

仕入債務の増加・減少（△）額  △448

前受金の増加・減少（△）額  △731

その他  △27

小計  4,639

利息及び配当金の受取額  9

利息の支払額  △1

法人税等の支払額  △698

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,949

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  △164

投資有価証券の取得による支出  △6

その他  △109

投資活動によるキャッシュ・フロー  △281

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △418

その他  0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △417

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △18

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  3,231

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,854

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  8,086
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（１）事業分野別（ディスプレイ事業は市場分野別）の生産高、受注および売上高の状況 

① 生産高の状況 

 （注）１ 生産高の金額は販売価格によっております。 

        ２  不動産事業と飲食・物販事業は生産概念が異なるため、記載しておりません。 

  

② 期中受注高および受注残高の状況 

 （注）    不動産事業と飲食・物販事業は受注概念が異なるため、記載しておりません。 

６．その他の情報

区分 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月16日 

至 平成21年５月15日） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）   

専門店市場  5,542

百貨店・量販店市場  1,284

複合商業施設市場  1,993

広報・販売促進市場  4,034

博物館・美術館市場  1,255

余暇施設市場  753

博覧会・イベント市場  247

その他市場  3,125

ディスプレイ事業 小計  18,237

（不動産事業） － 

（飲食・物販事業） － 

合計  18,237

区分 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月16日 

至 平成21年５月15日） 

受注高 
（百万円） 

受注残高 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）     

専門店市場  6,104  5,629

百貨店・量販店市場  1,353  1,577

複合商業施設市場  1,189  2,664

広報・販売促進市場  4,096  3,391

博物館・美術館市場  4,847  6,956

余暇施設市場  170  1,571

博覧会・イベント市場  108  754

その他市場  2,983  2,668

ディスプレイ事業 小計  20,853  25,214

（不動産事業） － － 

（飲食・物販事業） － － 

合計  20,853  25,214
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③ 売上高の状況 

 （注）   売上高総額に対する割合が10％以上となる相手先はありません。 

  

 （２）事業分野別（ディスプレイ事業は制作品別）の生産高、受注および売上高の状況 

① 生産高の状況 

 （注）１  生産高の金額は販売価格によっております。 

        ２  不動産事業と飲食・物販事業は生産概念が異なるため、記載しておりません。 

区分 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月16日 

至 平成21年５月15日） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）   

専門店市場  4,387

百貨店・量販店市場  1,414

複合商業施設市場  1,569

広報・販売促進市場  3,852

博物館・美術館市場  1,732

余暇施設市場  583

博覧会・イベント市場  91

その他市場  2,980

ディスプレイ事業 小計  16,611

（不動産事業）  134

（飲食・物販事業）  197

合計  16,943

区分 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月16日 

至 平成21年５月15日） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）   

内装制作  5,841

展示制作  6,016

環境演出制作  1,668

販促品制作  254

企画・設計・監理  630

その他  3,826

ディスプレイ事業 小計  18,237

（不動産事業） － 

（飲食・物販事業） － 

合計  18,237
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② 期中受注高および受注残高の状況 

 （注）    不動産事業と飲食・物販事業は受注概念が異なるため、記載しておりません。 

  

③ 売上高の状況 

  

  

  

区分 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月16日 

至 平成21年５月15日） 

受注高 
（百万円） 

受注残高 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）     

内装制作  5,999  7,839

展示制作    9,056  10,209

環境演出制作  1,023  1,594

販促品制作  200  192

企画・設計・監理  904  2,469

その他  3,668  2,908

ディスプレイ事業 小計  20,853  25,214

（不動産事業） －  －

（飲食・物販事業） － － 

合計  20,853  25,214

区分 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月16日 

至 平成21年５月15日） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）   

内装制作  4,790

展示制作  5,567

環境演出制作  1,488

販促品制作  122

企画・設計・監理  730

その他  3,911

ディスプレイ事業 小計  16,611

（不動産事業）  134

（飲食・物販事業）  197

合計  16,943
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