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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年2月16日～平成21年11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3四半期 52,729 ― △726 ― △389 ― △647 ―
21年2月期第3四半期 62,539 △23.8 △43 ― 87 △98.0 △95 ―

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3四半期 △11.46 ―
21年2月期第3四半期 △1.68 ―

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3四半期 49,756 23,892 47.9 421.65
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3四半期  23,822百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 4.00 ―
22年2月期 

（予想）
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  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 82,000 △6.0 500 △11.9 800 △2.5 200 13.8 3.54
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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、５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、５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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 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3四半期  3,448,656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3四半期 56,500,405株 21年2月期第3四半期 56,981,581株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年２月16日～平成21年11月15日）におけるわが国経済は、輸出や生産など一部

の指標に持ち直しの動きも見られましたが、企業の厳しい収益状況のもと、設備投資は減少し、失業率も高水準で推

移するなど、先行き不透明な状況にあります。 

  このような状況のなか、当社グループは収益の確保を目指し、経常顧客の深耕、新規顧客の開拓、ならびにコスト

管理の強化と固定費の削減による収益構造の改善に注力してまいりました。また、チェーン展開型店舗市場への取り

組みやメンテナンスを含めた運営サポート事業の強化、海外への事業展開など、引き続き事業領域の拡大に努めた結

果、受注残高につきましては前年同期を上回ることとなりました。 

  しかしながら売上面では、プロジェクトの引き渡しが第４四半期会計期間に集中しており、第２四半期までの業績

の落ち込みを取り戻すまでには至らず、前年同期を下回ることとなりました。  

  利益面におきましても、売上高の減少にともない前年同期を下回りました。また、子会社が所有する土地の環境対

策工事費用を特別損失として計上いたしました。 

  以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は527億29百万円、営業損失は7億26百万円、経常損失は3億89百

万円、四半期純損失は6億47百万円となりました。  

  

 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＞ 

 ファストファッションなどのアパレル関連店舗をはじめ、飲食店舗やスポーツブランドショップの内装工

事などを手掛け、売上高は212億87百万円となりました。 

  

   ＜百貨店・量販店市場分野＞ 

  再開発が活発化している大阪駅周辺のほか、地方都市における百貨店の増床・改装工事などを手掛け、売

上高は44億92百万円となりました。 

  

＜複合商業施設市場分野＞ 

  駅周辺の大型ショッピングセンターの環境工事などを手掛け、売上高は44億76百万円となりました。 

  

       ＜広報・販売促進市場分野＞ 

  「東京ゲームショウ2009」、「CEATEC JAPAN 2009」における展示ブースのほか、大手通信会社や住宅設備関

連企業のショールームなどを手掛けましたが、設備や広告宣伝関連への投資が依然として抑制傾向で推移して

おり、売上高は94億90百万円となりました。 

  

       ＜博物館・美術館市場分野＞ 

  「姫路科学館」や「平泉文化遺産センター」、大阪市の「津波・高潮ステーション」など、文化・学術関連

施設の展示制作や改修工事を手掛け、売上高は42億7百万円となりました。 

  

       ＜余暇施設市場分野＞ 

  シネマコンプレックスやアミューズメント施設の新装・改装工事をはじめ、福岡市の「国営海の中道海浜公

園」の展示施設の内装工事などを手掛け、売上高は24億22百万円となりました。 

  

       ＜博覧会・イベント市場分野＞ 

行政や民間企業が主催する各種イベントなどを手掛け、売上高は4億13百万円となりました。 

  

       ＜その他市場分野＞ 

オフィスの環境工事、医療施設などを手掛け、売上高は44億17百万円となりました。 

   

以上のとおり、ディスプレイ事業における売上高は512億8百万円、営業損失は9億2百万円となりました。 

  

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4億4百万円、営業利益は1億70百万円となりま

した。 

  

（３）飲食・物販事業 

博物館や科学館などのミュージアムショップや商業施設における飲食店・物販店の運営業務を手掛け、売

上高は11億16百万円、営業利益は1億3百万円となりました。 

  

当第３四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1億41百万円減少し、497億56百万円となりま

した。これは、たな卸資産が増加しましたが、受取手形及び売掛金や現金及び預金が減少したことなどによるもので

あります。 

負債の部合計は、前連結会計年度末に比べて10億39百万円増加し、258億63百万円となりました。これは、支払手

形及び買掛金が減少したものの前受金が増加したことなどによるものであります。 

純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べて11億80百万円減少し、238億92百万円となりました。これは、配当

金の支払いや四半期純損失の計上により、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47.9％となり、１株当たり純資産額は前連結会計年度末

の442円79銭から421円65銭となりました。 

   

（キャッシュ・フローの状況）  

  当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ4億84百万円減少し、9億43

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、たな卸資産が増加したものの、売上債権の減少と前受金の増加などによ

り、1億23百万円の収入となりました。 

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、2億45百万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、配当金の支払いなどにより、3億60百万円の支出となりました。  

  

 子会社工場跡地における環境対策工事の見積額2億60百万円を、当第３四半期において環境対策引当金繰入額とし

て特別損失に計上いたしました。これにともない、平成21年8月14日に公表しました通期の連結業績予想を下回る見

込みとなったことから、本日付で下記のとおり修正いたしております。 

    

・通期（平成21年２月16日～平成22年２月15日） 

（注） 上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報からの判断にもとづき作成した

ものであり、さまざまな不確定要素が内在しております。今後、当社グループを取り巻く市場の経済情勢など

により、実際の業績は、上記の業績予想と異なる可能性がありますので、ご承知おきください。   

  

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

  
売 上 高 

（百万円）  

営 業 利 益 

（百万円） 

経 常 利 益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

１株当たり 

当期純利益 

（円 銭） 

  前回発表予想（Ａ）      82,000          500          800         450          7.96 

  今回修正予想（Ｂ）      82,000          500          800         200          3.54 

  増 減 額（Ｂ－Ａ）          －           －           －       △250            － 

  増 減 率（％）          －           －           －      △55.6            － 

  (ご参考)前期実績 

  (平成21年２月期) 
     87,248          567          820         175          3.09 
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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税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四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。 

  

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、当連結会計年度の第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。 

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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 943 1,428

受取手形及び売掛金 12,750 16,885

たな卸資産 9,655 5,025

その他 2,501 1,907

貸倒引当金 △38 △52

流動資産合計 25,813 25,193

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,393 12,341

土地 10,078 10,078

その他 1,939 1,901

減価償却累計額 △5,563 △5,089

有形固定資産合計 18,847 19,232

無形固定資産 587 611

投資その他の資産   

投資有価証券 2,355 2,489

その他 2,518 2,822

貸倒引当金 △242 △328

投資損失引当金 △123 △123

投資その他の資産合計 4,507 4,859

固定資産合計 23,942 24,703

資産合計 49,756 49,897

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,368 12,953

未払法人税等 135 288

前受金 2,934 1,469

賞与引当金 1,431 1,023

工事損失引当金 412 142

環境対策引当金 260 －

その他の引当金 69 77

その他 1,634 1,957

流動負債合計 19,246 17,913

固定負債   

退職給付引当金 4,529 4,521

その他の引当金 344 388

その他 1,742 1,999

固定負債合計 6,616 6,909

負債合計 25,863 24,823
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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 11,051 12,151

自己株式 △753 △753

株主資本合計 23,656 24,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △79 18

土地再評価差額金 249 249

為替換算調整勘定 △3 △6

評価・換算差額等合計 166 260

新株予約権 69 56

純資産合計 23,892 25,073

負債純資産合計 49,756 49,897
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月16日 
 至 平成21年11月15日) 

売上高 52,729

売上原価 45,573

売上総利益 7,156

販売費及び一般管理費 7,882

営業損失（△） △726

営業外収益  

受取利息 9

受取配当金 11

仕入割引 32

負ののれん償却額 228

その他 70

営業外収益合計 353

営業外費用  

支払利息 2

為替差損 4

投資不動産管理費用 7

その他 2

営業外費用合計 16

経常損失（△） △389

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 34

特別利益合計 34

特別損失  

固定資産除売却損 7

投資有価証券売却損 2

関係会社株式評価損 4

環境対策引当金繰入額 260

特別損失合計 275

税金等調整前四半期純損失（△） △629

法人税等 17

四半期純損失（△） △647

㈱乃村工藝社（9716）　平成22年２月期　第３四半期決算短信

- 8 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月16日 
 至 平成21年11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（△） △629

減価償却費 631

負ののれん償却額 △228

賞与引当金の増減額（△は減少） 408

退職給付引当金の増減額（△は減少） 88

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 2

売上債権の増減額（△は増加） 4,226

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,635

仕入債務の増減額（△は減少） △592

前受金の増減額（△は減少） 1,464

その他 △289

小計 425

利息及び配当金の受取額 21

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △320

営業活動によるキャッシュ・フロー 123

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 △86

有形固定資産の売却による収入 3

投資有価証券の取得による支出 △89

投資有価証券の売却による収入 64

その他 △137

投資活動によるキャッシュ・フロー △245

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △439

自己株式の取得による支出 △0

その他 79

財務活動によるキャッシュ・フロー △360

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △484

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 943
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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。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成21年２月16日 至平成21年11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 
 51,208  404  1,116  52,729     ―  52,729

(2）セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高 

 5     ―  17  23 ( )23     ― 

計    51,214  404  1,134  52,753 ( )23  52,729

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △902  170 103  △628 ( )98  △726

〔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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年２月16日 

    至 平成20年11月15日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  62,539

Ⅱ 売上原価  53,474

売上総利益  9,065

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,108

営業損失（△）  △43

Ⅳ 営業外収益  188

Ⅴ 営業外費用  57

経常利益  87

Ⅵ 特別利益      

 固定資産売却益   9

 投資有価証券売却益   1

 貸倒引当金戻入益  10

 その他   15

 特別利益合計  37

Ⅶ 特別損失      

 固定資産除売却損  3

 固定資産減損損失   10

 投資有価証券評価損   135

 ゴルフ会員権評価損   1

 事業撤退損失   27

 その他   20

 特別損失合計  198

税金等調整前四半期純損失（△）  △73

税金費用  223

少数株主損失（△）   △201

四半期純損失（△）   △95
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年２月16日 

    至 平成20年11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損失（△）   △73

  減価償却費    635

 有形固定資産売却損益  △9

 固定資産減損損失  10

 賞与引当金の増加・減少（△）額  307

  退職給付引当金の増加・減少（△）額  △133

 受取利息及び受取配当金  △36

 支払利息  5

  売上債権の減少・増加（△）額  2,749

 たな卸資産の減少・増加（△）額  △1,844

  仕入債務の増加・減少（△）額  △1,713

 前受金の増加・減少（△）額  726

 その他  △722

小計  △98

  利息及び配当金の受取額  41

  利息の支払額  △5

  法人税等の支払額  △1,080

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,142

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  △397

  有形固定資産の売却による収入  9

  投資有価証券の取得による支出  △71

  投資有価証券の売却による収入  79

 連結子会社株式の追加取得による支出  △986

  その他  △56

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,423

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

  短期借入金の純増加・純減少（△）額  1,300

  配当金の支払額  △886

  自己株式の取得による支出  △293

  その他  △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  119

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額  △2,447

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  2,407
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年２月16日 
至 平成21年11月15日） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）   

専門店市場  22,866

百貨店・量販店市場  4,894

複合商業施設市場  5,481

広報・販売促進市場  10,706

博物館・美術館市場  4,360

余暇施設市場  2,343

博覧会・イベント市場  765

その他市場  4,961

ディスプレイ事業 小計  56,379

（不動産事業） ― 

（飲食・物販事業） ― 

合計  56,379

区分 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年２月16日 
至 平成21年11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  23,234  5,858

百貨店・量販店市場  4,552  1,697

複合商業施設市場  4,828  3,396

広報・販売促進市場  11,629  5,286

博物館・美術館市場  9,340  8,975

余暇施設市場  3,636  3,199

博覧会・イベント市場  400  724

その他市場  4,989  3,237

ディスプレイ事業 小計  62,611  32,376

（不動産事業） ―     ― 

（飲食・物販事業）     ―     ― 

合計  62,611  32,376
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年２月16日 
至 平成21年11月15日） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）   

専門店市場  21,287

百貨店・量販店市場  4,492

複合商業施設市場  4,476

広報・販売促進市場  9,490

博物館・美術館市場  4,207

余暇施設市場  2,422

博覧会・イベント市場  413

その他市場  4,417

ディスプレイ事業 小計  51,208

（不動産事業）  404

（飲食・物販事業）  1,116

合計  52,729

区分 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年２月16日 
至 平成21年11月15日） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）   

内装制作  21,572

展示制作  15,058

環境演出制作  3,860

販促品制作  832

企画・設計・監理  2,146

その他  12,909

ディスプレイ事業 小計  56,379

（不動産事業）  ― 

（飲食・物販事業） ― 

合計  56,379
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年２月16日 
至 平成21年11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  22,412  9,651

展示制作  20,099  13,859

環境演出制作  2,588  967

販促品制作  814  279

企画・設計・監理  2,757  3,163

その他  13,940  4,455

ディスプレイ事業 小計  62,611  32,376

（不動産事業） ― ― 

（飲食・物販事業） ― ― 

合計  62,611  32,376

区分 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年２月16日 
至 平成21年11月15日） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）   

内装制作  19,391

展示制作  12,960

環境演出制作  3,679

販促品制作  649

企画・設計・監理  1,889

その他  12,637

ディスプレイ事業 小計  51,208

（不動産事業）  404

（飲食・物販事業）  1,116

合計  52,729
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