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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 3,553 △2.9 △152 ― △141 ― △121 ―

22年3月期第2四半期 3,659 △9.9 △67 ― △67 ― △51 ―

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2四半期 △22.18 ―

22年3月期第2四半期 △9.41 ―

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2四半期 6,789 3,705 54.6 675.33
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2四半期  3,705百万円 22年3月期  3,885百万円

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3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 6.00 6.00

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、対前期増減率）

（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

通期 7,700 0.4 60 44.5 70 40.2 17 941.7 3.10



(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 

（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） 

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 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3月期2Q  5,703,500株 22年3月期  5,703,500株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  216,151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2Q  5,487,658株 22年3月期2Q  5,489,883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２四半期累計期間におけるわが国経済は、猛暑やエコ優遇特需の寄与があったものの、急激な円高進

行に加え、厳しい雇用・所得環境に改善の兆しがみられず、先行きの景気に下振れリスクを抱えたまま推移

いたしました。 

このような状況の中、売上高に関しましてはレクリエーション部門およびセレモニー部門が増収となった

ものの、セールスプロモーション部門、スポーツ部門、フェスティバル部門、コンベンション部門が減収し

たことにより、売上高全体では減収となりました。 

 利益に関しましては、経費削減に努めたものの、減収を補うには至りませんでした。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 3,553 百万円（前年同期比 2.9％減）、営業損失は 152 百万

円（前年同期の営業損失は 67 百万円）、経常損失は 141 百万円（前年同期の経常損失は 67 百万円）、四半期

純損失は121百万円（前年同期の四半期純損失は51百万円）となりました。 
 

各部門別の状況は次のとおりであります。 

 〔セールスプロモーション部門〕 

   販売促進関係イベント等の減少により、売上高は 763 百万円と前年同期比 12.8％の減収となりました。 

〔フェスティバル部門〕 

   文化イベント等の減少により売上高は711百万円と前年同期比3.0％の減収となりました。 

〔コンベンション部門〕 

   記念式典等の増加があったものの、会議イベント等の減少により、売上高は 643 百万円と前年同期比

0.2％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625百万円と前年同期比8.5％の増収となりました。 

 〔スポーツ部門〕 

   昨年に引き続き日本陸上選手権大会およびスーパー陸上競技大会を受注したものの、国民体育大会相

撲競技（リハーサル）およびゴルフトーナメントの減少等により、売上高は 532 百万円と前年同期比

13.0％の減収となりました。 

 〔レクリエーション部門〕 

   運動会、納涼祭等の増加により、売上高は261百万円と前年同期比38.0％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２四半期末の資産は前期末に比べて 237 百万円増加し、6,789 百万円となりました。これは主に

現金及び預金が 115 百万円減少したものの、売掛金が 205 百万円、未成請負契約支出金が 85 百万円、

繰延税金資産が90百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

（負 債） 

当第２四半期末の負債は前期末に比べて 417 百万円増加し、3,084 百万円となりました。これは主に

買掛金が333百万円、賞与引当金が26百万円、資産除去債務が35百万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２四半期末の純資産は前期末に比べて 179 百万円減少し、3,705 百万円となりました。これは主

に利益剰余金が 154 百万円、その他有価証券評価差額金が 24 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） 

   当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前期末残高より 15 百万円減少し 422 百万円と

なりました。 

   当第２四半期累計期間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） 

    営業活動の結果、支出した資金は 45 百万円となりました。これは主に売上債権の増加額が 239 百万

円あったものの、仕入債務の増加額が334百万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、獲得した資金は 98 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123百万円あったものの、定期預金の払戻による収入が100百万円、投資有価証券の売却による収

入が91百万円、敷金及び保証金の回収による収入が47百万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、支出した資金は 67 百万円となりました。これは主に長期借入金による収入が 300

百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が 337 百万円、配当金の支払額が 32 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 

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２四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 

  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 3,908 千円増加し、税引前四半期純損失は 35,044 千円増

加しております。 
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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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 395,419 510,911

受取手形及び売掛金 1,359,716 1,107,443

有価証券 68,767 27,030

原材料及び貯蔵品 20,490 18,131

未成請負契約支出金 104,185 18,753

その他 135,671 78,586

貸倒引当金 △51,659 △34,640

流動資産合計 2,032,590 1,726,216

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 436,441 438,619

土地 3,310,250 3,310,250

その他（純額） 105,752 104,519

有形固定資産合計 3,852,443 3,853,389

無形固定資産 66,769 69,022

投資その他の資産   

その他 904,159 964,775

貸倒引当金 △66,176 △61,446

投資その他の資産合計 837,982 903,328

固定資産合計 4,757,195 4,825,740

資産合計 6,789,786 6,551,956
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,019,306 685,450

短期借入金 220,000 200,000

未払法人税等 18,418 28,162

賞与引当金 26,614 －

その他 871,045 868,612

流動負債合計 2,155,385 1,782,225

固定負債   

長期借入金 539,024 552,926

退職給付引当金 268,546 245,251

役員退職慰労引当金 40,033 39,018

資産除去債務 35,955 －

その他 45,096 47,198

固定負債合計 928,654 884,394

負債合計 3,084,039 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 256,198 410,832

自己株式 △61,970 △61,828

株主資本合計 3,720,300 3,875,075

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,554 10,260

評価・換算差額等合計 △14,554 10,260

純資産合計 3,705,746 3,885,336

負債純資産合計 6,789,786 6,551,956

㈱セレスポ（9625）平成23年3月期　第2四半期決算短信（非連結）

5



(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,659,122 3,553,622

売上原価 2,586,854 2,578,159

売上総利益 1,072,268 975,462

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 594,435 577,639

賞与引当金繰入額 17,558 17,158

その他 527,574 532,839

販売費及び一般管理費合計 1,139,568 1,127,636

営業損失（△） △67,300 △152,173

営業外収益   

受取配当金 5,910 15,205

その他 2,825 3,601

営業外収益合計 8,735 18,807

営業外費用   

支払利息 8,096 8,172

その他 754 －

営業外費用合計 8,851 8,172

経常損失（△） △67,416 △141,538

特別利益   

投資有価証券売却益 － 19,110

貸倒引当金戻入額 3,324 －

その他 2 －

特別利益合計 3,327 19,110

特別損失   

投資有価証券売却損 － 15,261

固定資産売却損 460 4,975

減損損失 1,278 －

事務所移転費用 2,094 3,682

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,136

その他 78 6,552

特別損失合計 3,912 61,607

税引前四半期純損失（△） △68,001 △184,036

法人税、住民税及び事業税 10,052 10,736

法人税等調整額 △26,391 △73,069

法人税等合計 △16,339 △62,333

四半期純損失（△） △51,662 △121,703
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,123,130 1,995,730

売上原価 1,493,423 1,432,320

売上総利益 629,707 563,410

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 296,279 282,220

その他 257,782 260,158

販売費及び一般管理費合計 554,062 542,378

営業利益 75,644 21,031

営業外収益   

受取配当金 3,229 8,132

その他 1,809 1,683

営業外収益合計 5,038 9,816

営業外費用   

支払利息 4,203 4,052

その他 754 －

営業外費用合計 4,957 4,052

経常利益 75,725 26,795

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,718 －

賞与引当金戻入額 14,285 13,812

特別利益合計 16,004 13,812

特別損失   

固定資産除却損 15 4,789

事務所移転費用 104 956

貸倒引当金繰入額 － 3,780

投資有価証券評価損 64 －

その他 14 －

特別損失合計 199 9,526

税引前四半期純利益 91,530 31,081

法人税、住民税及び事業税 5,026 5,368

法人税等調整額 37,606 13,971

法人税等合計 42,633 19,339

四半期純利益 48,897 11,742
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４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   

税引前四半期純損失（△） △68,001 △184,036

減価償却費 35,246 40,609

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） △960 21,749

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,790 26,614

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,845 23,294

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,872 1,015

受取利息及び受取配当金 △6,083 △15,386

支払利息 8,096 8,172

投資有価証券評価損益（△は益） 64 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,848

固定資産除却損 460 4,975

売上債権の増減額（△は増加） △514,286 △239,102

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,344 △87,790

仕入債務の増減額（△は減少） 340,852 334,756

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,069 △3,072

保険積立金の増減額（△は増加） △3,328 1,241

その他 8,635 9,827

小計 △259,512 △29,846

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 △269,709 △45,942

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △15,827 △12,704

無形固定資産の取得による支出 － △4,480

投資有価証券の取得による支出 － △123,210

投資有価証券の売却による収入 － 91,319

貸付けによる支出 △2,178 △800

貸付金の回収による収入 899 2,015

利息及び配当金の受取額 4,395 15,418

敷金及び保証金の差入による支出 △28,400 △2,403

敷金及び保証金の回収による収入 － 47,210

その他 △442 △14,185

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,553 98,180
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 40,000 20,000

長期借入れによる収入 400,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △287,650 △337,290

自己株式の取得による支出 △110 △141

利息の支払額 △8,235 △8,033

リース債務の返済による支出 △8,029 △9,346

配当金の支払額 △33,135 △32,906

財務活動によるキャッシュ・フロー 102,839 △67,718

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） △208,424 △15,480

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 203,263 422,462
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

  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２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 

   至 平成22年９月30日）
部 門 主要内容 

金  額 前年同期比 

セールスプロモーション

フェスティバル 

コンベンション 

展示会・見本市 

市民祭・産業祭 

記念式典・会議 

763,710  

711,339  

643,086  

87.2 

97.0 

99.8 

セレモニー 地鎮祭・竣工式 625,268  108.5 

スポーツ ゴルフ・国体・高校総体・陸上競技 532,843  87.0 

レクリエーション 運動会・納涼祭 261,312  138.0 

その他 上記以外 16,061  57.6 

合  計  3,553,622  97.1 

 

    （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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