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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年9月30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 ％

23年6月期第1四半期 2,248 △29.8 47 △52.7 49 △51.8 8 △83.3
22年6月期第1四半期 3,200 11.1 101 △55.1 102 △54.7 50 61.5

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6月期第1四半期 0.73 ―
22年6月期第1四半期 4.37 ―

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6月期第1四半期 7,910 4,985 63.0 435.33
22年6月期 8,457 5,152 60.9 447.39

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  4,983百万円 22年6月期  5,150百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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6月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想） 16.00 ― 16.00 32.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計) 6,824 △2.0 454 13.7 451 12.6 239 10.4 20.84

通期 13,570 7.9 926 38.1 920 37.3 491 37.6 42.86



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表
に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、【添付資料】P.３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期1Q 12,242,274株 22年6月期  12,242,274株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  794,909株 22年6月期  730,509株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 11,510,365株 22年6月期1Q 11,511,813株
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当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、アジア経済の成長や政府の経済対策を背景に、一部に持

ち直しの動きが見られたものの、欧州・アメリカ等の海外経済に対する先行き不安や、急激な円高によ

る企業業績の圧迫懸念等により、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループの属する広告業界におきましては、一部の大手広告代理店では前年比で増加に転じたも

のの、依然として厳しい状況が続きました。 

また、当社グループの事業領域であるプロモーション領域におきましても、業績が回復しているクラ

イアントの数は増加しているものの、不必要な広告費を削減するクライアントも多く、依然として厳し

い状況が続きました。 

このような事業環境の中、当第１四半期の売上高は22億48百万円（前年同四半期比29.8％減）、営業

利益は47百万円（前年同四半期比52.7％減）、経常利益は49百万円（前年同四半期比51.8％減）、四半

期純利益は8百万円（前年同四半期比83.3％減）となりました。 

  

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億44百万円減少の66億10百万円となりました。これは主に、

未成業務支出金が２億34百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が４億15百万円、未収入金が２億

59百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円減少の12億99百万円となりました。 

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円増加の１億23百万円となりまし

た。これは主に、パソコンの購入等によるものであります。 

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円減少の94百万円となりました。これは主に、減価

償却によるものであります。 

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少の10億82百万円となりました。これは主

に、投資有価証券が４百万円増加しましたが、敷金及び保証金が８百万円減少したこと等によるもので

あります。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億69百万円減少の25億53百万円となりました。これは主に、

買掛金が１億88百万円、未払法人税等が１億78百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ11百万円減少の３億71百万円となりました。これは主に、役員

退職慰労引当金が８百万円、長期借入金が４百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億66百万円減少の49億85百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が１億75百万円減少したこと等によるものであります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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（キャッシュ・フローの状況の分析） 

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(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末に比べて88百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末は、21億22百万円となりました。当第１四

半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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) 

営業活動の結果得られた資金は１億20百万円（前年同四半期は１億16百万円の使用）となりました。

これは主に、たな卸資産の増加額が２億34百万円、仕入債務の減少額が１億88百万円、法人税等の支払

額が１億77百万円ありましたが、売上債権の減少額が４億15百万円、未収入金の減少額が２億59百万円

あ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) 

投資活動の結果使用した資金は20百万円（前年同四半期比72.3％減）となりました。これは主に、無

形固定資産の取得による支出が９百万円、その他の支出が８百万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) 

財務活動の結果使用した資金は１億88百万円（前年同四半期比123.8％増）となりました。これは主

に、配当金の支払額が１億84百万円あったこと等によるものであります。 

  

  

連結業績予想につきましては、現在精査中であり、平成22年８月５日発表の連結業績予想を変更して

おりません。 

 今後、業績予想に変更等が生じる場合は、速やかに開示いたします。 

  

配当方針につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと認識しており、

利益配分につきましては、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安

定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 利益配分の指標として、連結ベースの配当性向及び株価配当利回りの、二つを基本としております。

 具体的には、第34期の本決算発表日（平成22年８月５日）に公表いたしました当期（平成23年６月

期）の連結業績予想の当期純利益に対して、配当性向40％で算出された一株当たりの予想配当金と、同

決算発表日の前日（平成22年８月４日）の終値に株価配当利回り4.5％を乗じて算出された一株当たり

の配当金のいずれか高い方を最低配当金として配当金を決定することとしており、上記計算に基づきま

すと21円が当期の最低配当金となります。しかしながら株主の皆様への還元を最優先事項とし、厳しい

利益見通しではありますが、中間配当金を１株につき16円、期末配当金を16円、通期で32円と前期と同

額を予定しております。来期以降も同様の算出方法としてまいります。 

 なお、連結配当性向40％は下限目標といたしますが、株価配当利回りにつきましては、市場金利等の

動向を勘案して変更する可能性があります。また、株価の急騰局面の場合のみ内部留保の確保という観

点から、連結配当性向換算で100％を上限として配当額を決定してまいります。 

  

  

  

(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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

  ・「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

    当第１四半期連結会計期間より、「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、営業利益、経常利益が1,550千円、税金等調整前四半期純利益が8,783千円 

   減少しております。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,122,672 2,211,175

受取手形及び売掛金 1,792,014 2,207,671

未成業務支出金 455,427 220,602

未収入金 2,142,549 2,401,761

前払費用 36,456 37,030

繰延税金資産 50,340 68,147

その他 14,306 10,892

貸倒引当金 △2,784 △1,805

流動資産合計 6,610,981 7,155,475

固定資産   

有形固定資産 123,056 119,020

無形固定資産 94,208 96,232

投資その他の資産   

投資有価証券 297,443 292,482

保険積立金 305,714 297,194

繰延税金資産 202,494 211,224

再評価に係る繰延税金資産 18,972 18,972

敷金及び保証金 246,991 255,875

その他 19,530 19,786

貸倒引当金 △8,446 △8,583

投資その他の資産合計 1,082,700 1,086,951

固定資産合計 1,299,965 1,302,203

資産合計 7,910,947 8,457,679

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,223,883 1,412,439

短期借入金 840,000 840,000

1年内返済予定の長期借入金 18,048 18,048

未払法人税等 － 178,224

賞与引当金 58,988 17,597

役員賞与引当金 3,617 －

その他 408,878 456,123

流動負債合計 2,553,417 2,922,433

固定負債   

長期借入金 59,804 64,316

退職給付引当金 156,236 149,845

役員退職慰労引当金 153,515 162,465

その他 2,300 6,275
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

固定負債合計 371,856 382,901

負債合計 2,925,273 3,305,334

純資産の部   

株主資本   

資本金 948,994 948,994

資本剰余金 1,027,376 1,027,376

利益剰余金 3,540,843 3,716,610

自己株式 △470,140 △470,140

株主資本合計 5,047,073 5,222,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △36,007 △44,899

土地再評価差額金 △27,642 △27,642

評価・換算差額等合計 △63,649 △72,542

新株予約権 844 738

少数株主持分 1,405 1,306

純資産合計 4,985,674 5,152,344

負債純資産合計 7,910,947 8,457,679
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,200,424 2,248,376

売上原価 2,841,534 2,003,990

売上総利益 358,889 244,386

販売費及び一般管理費 257,517 196,411

営業利益 101,372 47,975

営業外収益   

受取利息 2 15

受取配当金 1 2,801

役員報酬返納額 3,180 －

雑収入 1,591 632

営業外収益合計 4,774 3,449

営業外費用   

支払利息 2,478 1,863

売上債権売却損 1,385 73

保険解約損 40 －

雑損失 84 260

営業外費用合計 3,988 2,196

経常利益 102,158 49,227

特別損失   

投資有価証券評価損 － 10,035

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,233

特別損失合計 － 17,268

税金等調整前四半期純利益 102,158 31,959

法人税、住民税及び事業税 34,045 3,005

法人税等調整額 17,841 20,433

法人税等合計 51,886 23,438

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,520

少数株主利益 － 98

四半期純利益 50,272 8,421
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30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 102,158 31,959

減価償却費 9,780 12,288

のれん償却額 － 2,256

株式報酬費用 105 105

出資金運用損益（△は益） △537 －

保険解約損益（△は益） △57 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 52,530 41,391

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,667 3,617

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,448 6,391

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 43,683 △8,949

受取利息及び受取配当金 △3 △2,816

支払利息 2,478 1,863

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,035

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,783

売上債権の増減額（△は増加） 484,516 415,657

未収入金の増減額（△は増加） △14,907 259,212

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,823 △234,582

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,677 △3,008

仕入債務の増減額（△は減少） △207,777 △188,555

その他の流動負債の増減額（△は減少） △71,982 △55,499

その他 － △2,872

小計 352,602 297,277

利息及び配当金の受取額 3 2,816

利息の支払額 － △1,842

移転費用の支払額 △42,948 －

法人税等の支払額 △426,104 △177,515

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,446 120,736

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △30

有形固定資産の取得による支出 △51,160 △2,882

無形固定資産の取得による支出 △6,300 △9,358

投資有価証券の取得による支出 △6,072 －

出資金の分配による収入 915 －

従業員に対する貸付けによる支出 － △300

従業員に対する貸付金の回収による収入 125 225

その他の支出 △13,476 △8,519

その他の収入 1,610 297

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,358 △20,569
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 － △4,512

配当金の支払額 △184,302 △184,188

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,302 △188,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △275,107 △88,532

現金及び現金同等物の期首残高 1,942,512 2,210,653

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,667,405 2,122,121
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 当第１四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

当社連結グループは同一セグメントに属するイベントの「企画」・「制作」・「運営」・「演出」及

びそれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高がないため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22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

当社連結グループは、同一セグメントに属するイベントの「企画」・「制作」・「運営」・「演出」

及びそれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、セグメントの記載を省

略しております。 

  (追加情報) 

  当第１四半期連結会計期間より「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。 

  

  

当第１四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

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】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【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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 カテゴリー別売上高 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

(1) 販売の状況

カテゴリー

前第１四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 

    至 平成21年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 

    至 平成22年９月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

前年比
（％）

制作売上高

販促 1,193,023 37.3 1,473,346 65.5 23.5

広報 904,793 28.3 613,862 27.3 △32.2

博展 759,460 23.7 － － －

制作物 146,057 4.5 141,130 6.3 △3.4

文化／スポーツ 182,229 5.7 － － －

小計 3,185,565 99.5 2,228,339 99.1 △30.1

企画売上高 14,859 0.5 20,036 0.9 34.9

合計 3,200,424 100.0 2,248,376 100.0 △29.8
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