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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（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        ％

23年 3月期第1四半期 1,557   1.4 △187  ― △182  ― △133  ―
22年3月期第1四半期 1,535 △18.4 △157  ― △157  ― △100  ―

 

 
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

23年 3月期第1四半期 △24.32 ―
22年3月期第1四半期 △18.32 ―

 
（２）財政状態 

 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

23年 3月期第1四半期 6,580 3,698 56.2 673.96
22年 3月期 6,551 3,885 59.3 707.93

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期         3,698百万円 22年3月期       3,885百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年 3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00   
23年 3月期 ―    

23年 3月期(予想)  0.00 ― 6.00 6.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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(累計) 3,500 △4.3 △120  ― △117  ― △81   ― △14.76
通  期 7,700  0.4 60 44.5 70 40.2 17 941.7 3.10

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 5,703,500株 22年3期 5,703,500株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 215,871株 22年3月期 215,175株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 5,487,918株 22年3月期1Ｑ 5,490,089株

 
 
※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短
信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施しております。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま
す。 
尚、上記業績予想に関する事項は添付資料３ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報（３）業

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長などを背景に輸出拡大や政府の景気対策

などにより、一部の業種において企業収益が緩やかに改善し設備投資が下げ止まるなど、景気の悪化に底打

ちの兆しが見られたものの、雇用環境は依然として厳しく、所得水準や個人消費が低迷するなど、依然とし

て先行き不透明な状況にあります。 

このような状況の中、売上高に関しましてはセールスプロモーション部門、フェスティバル部門、スポー

ツ部門の各部門が減収となりましたが、コンベンション部門、セレモニー部門、レクリエーション部門の各

部門が増収したことにより、売上高全体では増収となりました。 

 利益に関しましては、外注費等の増加により、売上原価が増加したことに加え、資産除去債務会計基準の

適用に伴う影響額31百万円を特別損失に計上したことによって減益となりました。 

 以上の結果、当第１四半期の売上高は 1,557 百万円（前年同期比 1.4％増）、営業損失は 187 百万円（前年

同期の営業損失は 157 百万円）、経常損失は 182 百万円（前年同期の経常損失は 157 百万円）、四半期純損失

は133百万円（前年同期の四半期純損失は100百万円）と増収減益となりました。 
 

各部門別の状況は次のとおりであります。 

 〔コンベンション部門〕 

   第 30回全国豊かな海づくり大会等の式典の増加により、売上高は360百万円と前年同期比11.4％の増

収となりました。 

 〔セールスプロモーション部門〕 

   展示会等の減収により、売上高は345百万円と前年同期比1.2％の減収となりました。 

〔セレモニー部門〕 

  地鎮祭等の増加により売上高は310百万円と前年同期比5.5％の増収となりました。 

〔フェスティバル部門〕 

   文化イベントの減少等により売上高は239百万円と前年同期比2.9％の減収となりました。 

 〔スポーツ部門〕 

   昨年に引き続き日本陸上選手権大会を受注したものの、国民体育大会馬術競技大会（リハーサル）の

減少等により、売上高は232百万円と前年同期比18.6％の減収となりました。 

 〔レクリエーション部門〕 

   運動会の受注増により、売上高は63百万円と前年同期比126.5％の増収となりました。 

 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資 産） 

当第１四半期末の資産は前期末に比べて 28 百万円増加し、6,580 百万円となりました。これは主に

現金及び預金が40百万円、有価証券が50百万円それぞれ減少したものの、繰延税金資産が100百万円

増加したことによるものであります。 

（負 債） 

当第１四半期末の負債は前期末に比べて 215 百万円増加し、2,882 百万円となりました。これは主に

買掛金が 73 百万円、賞与引当金が 40 百万円、資産除去債務が 47 百万円それぞれ増加したことによる

ものであります。 

（純資産） 

当第１四半期末の純資産は前期末に比べて 186 百万円減少し、3,698 百万円となりました。これは主

に利益剰余金が 166 百万円、その他有価証券評価差額金が 20 百万円、それぞれ減少したことによるも

のであります。 
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（キャッシュ・フローの状況の分析） 

   現金及び現金同等物は、前期末残高より40百万円減少し397百万円となりました。 

   当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況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） 

    当第１四半期において営業活動により支出した資金は 38 百万円となりました。これは主に仕入債務

の増加額が 73 百万円あったものの、税引前四半期純損失が 215 百万円と低い水準になったこと等によ

るものであります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期において投資活動により獲得した資金は、24 百万円となりました。これは主に投資有

価証券の取得による支出が70百万円あったものの、投資有価証券の売却による収入が91百万円あった

こと等によるものであります。 
 
  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期において財務活動により支出した資金は、26 百万円となりました。これは主に短期借

入金の純増額が 80 百万円、長期借入金による収入が 100 百万円あったものの、長期借入金の返済によ

る支出が172百万円、配当金の支払額が25百万円あったこと等によるものであります。 

 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成 22 年 5 月 17 日に発表いたし

ました業績予想に変更はありません。 

 

 

２．その他の情報 

 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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化がないと認められ

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。 

② 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の一部については、実地棚卸を行わず帳簿棚卸により算出しております。 

 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月

31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月

31日）を適用しております。 

  これにより営業損失及び経常損失が、それぞれ 538 千円増加し、税引前四半期純損失は 31,674 千円増加

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は47,180千円であります。 

 

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 470,216 510,911

受取手形及び売掛金 1,115,403 1,107,443

有価証券 69,601 27,030

原材料及び貯蔵品 19,053 18,131

未成請負契約支出金 33,212 18,753

その他 148,706 78,586

貸倒引当金 △44,912 △34,640

流動資産合計 1,811,281 1,726,216

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 446,854 438,619

土地 3,310,250 3,310,250

その他（純額） 111,170 104,519

有形固定資産合計 3,868,275 3,853,389

無形固定資産 68,548 69,022

投資その他の資産   

その他 894,947 964,775

貸倒引当金 △62,396 △61,446

投資その他の資産合計 832,550 903,328

固定資産合計 4,769,374 4,825,740

資産合計 6,580,656 6,551,956
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 758,451 685,450

短期借入金 280,000 200,000

未払法人税等 8,755 28,162

賞与引当金 40,426 －

その他 897,963 868,612

流動負債合計 1,985,598 1,782,225

固定負債   

長期借入金 519,634 552,926

退職給付引当金 256,900 245,251

役員退職慰労引当金 37,314 39,018

資産除去債務 35,891 －

その他 46,862 47,198

固定負債合計 896,602 884,394

負債合計 2,882,201 2,666,620

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,370,675 1,370,675

資本剰余金 2,155,397 2,155,397

利益剰余金 244,456 410,832

自己株式 △61,928 △61,828

株主資本合計 3,708,600 3,875,075

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,145 10,260

評価・換算差額等合計 △10,145 10,260

純資産合計 3,698,455 3,885,336

負債純資産合計 6,580,656 6,551,956
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,535,991 1,557,891

売上原価 1,098,876 1,150,441

売上総利益 437,115 407,450

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 298,155 295,419

賞与引当金繰入額 26,398 26,367

その他 269,791 272,681

販売費及び一般管理費合計 594,345 594,468

営業損失（△） △157,230 △187,017

営業外収益   

受取配当金 2,680 7,072

その他 1,015 1,918

営業外収益合計 3,696 8,990

営業外費用   

支払利息 3,893 4,119

営業外費用合計 3,893 4,119

経常損失（△） △157,427 △182,146

特別利益   

投資有価証券売却益 － 19,110

貸倒引当金戻入額 1,605 －

その他 2 －

特別利益合計 1,608 19,110

特別損失   

投資有価証券売却損 － 15,261

固定資産除却損 445 186

減損損失 1,278 －

事務所移転費用 1,989 2,725

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,136

その他 － 2,772

特別損失合計 3,712 52,081

税引前四半期純損失（△） △159,531 △215,118

法人税、住民税及び事業税 5,026 5,367

法人税等調整額 △63,998 △87,040

法人税等合計 △58,972 △81,672

四半期純損失（△） △100,559 △133,445
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △159,531 △215,118

減価償却費 17,115 18,290

減損損失 1,278 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,136

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,200 11,222

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,460 40,426

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,780 11,648

受取利息及び受取配当金 △2,762 △7,175

支払利息 3,893 4,119

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,848

固定資産除却損 445 186

売上債権の増減額（△は増加） △16,612 △8,723

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,662 △15,381

仕入債務の増減額（△は減少） △52,914 73,451

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,603 10,344

その他 23,960 26,611

小計 △139,148 △22,809

法人税等の支払額 △10,197 △16,096

営業活動によるキャッシュ・フロー △149,345 △38,905

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 △8,172 △2,328

無形固定資産の取得による支出 － △2,492

投資有価証券の取得による支出 － △70,346

投資有価証券の売却による収入 － 91,319

貸付けによる支出 △1,178 △500

貸付金の回収による収入 437 962

利息及び配当金の受取額 2,747 7,160

敷金及び保証金の差入による支出 △15,957 △2,389

その他 457 3,167

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,664 24,553

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） 160,000 80,000

長期借入れによる収入 100,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △139,155 △172,628

自己株式の取得による支出 △32 △99

利息の支払額 △3,933 △4,118

リース債務の返済による支出 △3,824 △4,334

配当金の支払額 △24,362 △25,156

財務活動によるキャッシュ・フロー 88,691 △26,336

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） △82,318 △40,688

現金及び現金同等物の期首残高 411,687 437,942

現金及び現金同等物の四半期末残高 329,369 397,253
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

  当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成

21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  当社はイベント総合請負業並びにこれらの関連業務の単一事業セグメントであるため、記載を省略してお

ります。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

４．補足情報 

（１）部門別売上高 

  当社の事業は、イベント総合請負業並びにこれらの関連業務の単一事業セグメントであります。従いまし

て、開示対象となるセグメントはありませんが、部門別の売上高は次のとおりです。 

 
   （単位：千円、％）

当第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 

   至 平成22年６月30日） 
部 門 主要内容 

金  額 前年同期比 

コンベンション 記念式典・会議 360,561  111.4  

セールスプロモーション 展示会・見本市 345,169  98.8  

セレモニー 地鎮祭・竣工式 310,650  105.5  

フェスティバル 市民祭・産業祭 239,147  97.1  

スポーツ ゴルフ・国体・インターハイ 232,970  81.4  

レクリエーション 運動会・納涼祭 63,668  226.5  

その他 上記以外 5,723  74.1  

合  計  1,557,891  101.4  

 

    （注）１.上記金額には消費税は含まれておりません。 

       ２.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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