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（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 ％ 

24年２月期第２四半期  39,963  △2.0  △132  －  △96  －  △252  －

23年２月期第２四半期  40,782  15.6  △250  －  △152  －  △354  －

  
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 

24年２月期第２四半期  △4.53  －

23年２月期第２四半期  △6.27  －

  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 

24年２月期第２四半期  45,924  23,960  52.2  429.08

23年２月期  52,861  24,679  46.6  440.83

（参考）自己資本 24年２月期第２四半期 23,960百万円 23年２月期 24,617百万円

  
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 

23年２月期  － 4.0 － 4.0  8.0

24年２月期  － 0.0       

24年２月期（予想）     － 8.0  8.0

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  88,000  △2.3  1,200  7.1  1,300  0.9  650  61.3  11.64

（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．５「その他の情報」をご覧ください。） 

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

  

（注）簡便な会計処理およ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の開示時点において、金融商品取引法にもとづく四半期連結財務諸表のレビュー手続きを実施

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 

 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本業績予想作成時点において入手可能な情報にもとづ

き当社が合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は記載の

予想と異なる可能性があります。 

 なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】Ｐ.４「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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） 24年２月期２Ｑ 59,948,294株 23年２月期 59,948,294株

②  期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 4,105,988株 23年２月期 4,104,469株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 55,842,977株 23年２月期２Ｑ 56,497,160株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（業績の概要） 

（百万円）

  
当第２四半期連結累計期間（平成23年２月16日～平成23年８月15日）におけるわが国経済は、本年３月に発生し

た東日本大震災により経済活動に甚大な影響がもたらされることとなりました。期間の後半では、サプライチェー

ンの回復による生産活動の持ち直しも見られましたが、電力供給の制約や急速な円高の進行など、引き続き先行き

は情勢を見極めることが困難な状況で推移いたしました。  

 当社グループを取り巻く環境におきましては、顧客企業における設備投資や広告宣伝費は総じて抑制傾向が続い

ており、予断を許さない状況となっております。 

 このような状況のなか、当社グループは震災による被災エリアを中心とした顧客の復興支援に取り組むととも

に、市場の変化への対応力の強化ならびにコスト管理の徹底と固定費の抑制による収益構造の改善を継続して進め

てまいりました。 

売上面では、震災の影響により予定されていたプロジェクトに延期や中止が生じた広報・販売促進市場が減少し

ましたが、「名古屋市科学館」の引渡しが寄与した博物館・美術館市場のほか、駅周辺の商業施設におけるリニュ

ーアルや空港内の環境演出を手掛けた複合商業施設市場が堅調に推移したことなどにより、前年同期並みの実績を

残すことができました。 

利益面では、販売管理費の削減などにより、営業損益、経常損益ともに前年同期より収支が改善いたしました。

また、過年度給料手当などの特別損失465百万円を計上いたしましたが、受取保険金などの特別利益317百万円を計

上したことに加え、前期は一部子会社において繰延税金資産の取崩しがあったことなどから、四半期純損益につき

ましても前年同期より収支が改善いたしております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は399億63百万円（前年同期比2.0％減）、営業損失は1億32百

万円（前年同期は営業損失2億50百万円）、経常損失は96百万円（前年同期は経常損失1億52百万円）、四半期純損

失は2億52百万円（前年同期は四半期純損失3億54百万円）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  
前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 
増減額 増減率 

売上高  40,782 39,963  △819 △2.0％ 

営業利益又は営業損失(△)  △250  △132  118 ― 

経常利益又は経常損失(△)  △152  △96  56 ― 

四半期純利益又は四半期純損失(△)  △354  △252  101 ― 
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 セグメント別の状況は、次のとおりであります。 

①ディスプレイ事業 

 売 上 高 ： 391億20百万円（前年同期比1.8％減）  

 営業損失 ：  1億84百万円（前年同期は営業損失3億42百万円） 

（百万円）

   

 ②不動産事業 

   売 上 高 ： 2億37百万円（前年同期比2.8％減）  

  営業利益 ：   79百万円（前年同期比7.0％減） 

（百万円）

  

 ③飲食・物販事業 

   売 上 高 ： 6億5百万円（前年同期比12.6％減）  

  営業利益 ：  21百万円（前年同期比66.4％減） 

（百万円）

  

概  要 売 上 高 

増減額 
増減率 

（％） 市場分野名 当期主要プロジェクト 
前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期 

連結累計期間 

専門店市場 

(物販店、飲食店、サービス業態店等) 

海外・国内のアパレルブラ

ンド、金融機関、飲食の店

舗内装制作等 

 15,948  15,298  △650  △4.1

百貨店・量販店市場 
近畿圏や中部圏の百貨店に

おけるリニューアル等 
 2,104  3,240  1,135  54.0

複合商業施設市場 

(ショッピングセンター等) 

駅周辺や空港内の商業施設

における空間演出等 
 2,325  3,245  920  39.6

広報・販売促進市場 

(企業ＰＲ施設、ショールーム、セー

ルスプロモーション、ＣＩ等) 

住宅設備関連企業、電機・

化学メーカーにおけるショ

ールームの展示制作等 

 8,173  6,279  △1,893  △23.2

博物館・美術館市場 

(博物館、文化施設、美術館等) 

「名古屋市科学館」、姫路

城の「天空の白鷺」におけ

る展示制作等 

 4,417  6,042  1,624  36.8

余暇施設市場 

（テーマパーク、リゾート施設、 

アミューズメント施設、エンターテイ

メント施設、動物園、水族館等） 

水族館や大型テーマパー

ク、キャラクターをテーマ

とした子供向けアミューズ

メント施設の展示演出等 

 2,754  2,058  △695  △25.3

博覧会・イベント市場 

(博覧会、見本市、文化イベント等) 

行政や民間企業が主催する

イベント等 
 595  113  △482  △81.0

その他市場 

(上記以外の市場に係るもの) 

(オフィス、ホテル、ブライダル施

設、サイン、モニュメント等) 

オフィスや高速道路のテー

マ型サービスエリアにおけ

る環境演出等 

 3,525  2,842  △683  △19.4

ディスプレイ事業  39,846  39,120  △725  △1.8

概  要 

売 上 高 

増減額 
増減率 

（％） 前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期 

連結累計期間 

所有する不動産における賃料収入等  243  237  △6  △2.8

概  要 

売 上 高 

増減額 
増減率 

（％） 前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期 

連結累計期間 

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

運営業務等 
 692  605  △86  △12.6
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、459億24百万円(前連結会計年度末比69億37百万円減）、負債は219億

63百万円(前連結会計年度末比62億18百万円減)、純資産は239億60百万円(前連結会計年度末比7億18百万円減）と

なりました。 

総資産は債権の回収により現金及び預金が増加した一方で、受取手形及び売掛金が大幅に減少いたしました。 

負債は、仕入れの減少にともない支払手形及び買掛金が大幅に減少いたしました。 

純資産は所有株式の時価下落により、評価・換算差額等が減少するとともに、配当金の支払いと四半期純損失の

計上により利益剰余金が減少しております。 

この結果、自己資本比率は売掛債権の大幅減少にともなう総資産の減少により、前連結会計年度末の46.6％から

52.2％となり、1株当たり純資産額は前連結会計年度末の440円83銭から429円08銭となりました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、13億28百万円増加し、期間末残高は23億24百万円と

なりました。 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであり

ます。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が減少したものの、債権回収にともなう売上債権の大幅な減少

などにより17億95百万円の収入となりました。前年同期との比較では、前受金の減少と債務の支払額が増加したこ

とにより収入が21億19百万円減少しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、長期預かり保証金の返還支出や固定資産および投資有価証券の取得支出

などにより2億48百万円の支出となりました。前年同期との比較では、長期預かり保証金の返還支出や投資有価証

券の取得支出が増加し、支出が1億61百万円増加しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入の収入があったものの、配当金の支払いなどにより2億16百万

円の支出となりました。短期借入の返済をおこなった前年同期との比較では、支出が10億60百万円減少しておりま

す。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月９日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）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。 

  

③税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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。 

  

（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の適用  

 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）

および「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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失および経常損失に与える影響は軽微でありますが、税金等調

整前四半期純損失は15百万円増加しております。 

  

  

  

２．その他の情報
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８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23年２月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,324 1,057

受取手形及び売掛金 12,338 19,609

たな卸資産 6,839 6,927

繰延税金資産 832 763

その他 862 1,199

貸倒引当金 △48 △91

流動資産合計 23,148 29,465

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,473 12,517

土地 10,078 10,078

その他 1,641 1,550

減価償却累計額 △5,992 △5,864

有形固定資産合計 18,201 18,281

無形固定資産 517 580

投資その他の資産   

投資有価証券 1,992 2,246

その他 2,497 2,705

貸倒引当金 △432 △417

投資その他の資産合計 4,057 4,534

固定資産合計 22,776 23,396

資産合計 45,924 52,861
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８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23年２月15日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,525 15,584

未払法人税等 129 761

前受金 1,863 2,303

賞与引当金 936 942

工事損失引当金 122 196

環境対策引当金 100 100

その他の引当金 68 60

その他 2,295 1,849

流動負債合計 16,041 21,798

固定負債   

退職給付引当金 4,326 4,378

その他の引当金 169 348

その他 1,426 1,657

固定負債合計 5,922 6,384

負債合計 21,963 28,182

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,497 6,497

資本剰余金 6,861 6,861

利益剰余金 11,582 12,058

自己株式 △912 △912

株主資本合計 24,028 24,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △300 △116

土地再評価差額金 249 249

為替換算調整勘定 △16 △20

評価・換算差額等合計 △67 112

新株予約権 － 61

純資産合計 23,960 24,679

負債純資産合計 45,924 52,861
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月16日 

 至 平成22年８月15日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月16日 
 至 平成23年８月15日) 

売上高 40,782 39,963

売上原価 35,664 34,858

売上総利益 5,118 5,105

販売費及び一般管理費 5,369 5,237

営業損失（△） △250 △132

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 11 11

仕入割引 30 34

その他 61 31

営業外収益合計 109 82

営業外費用   

支払利息 2 2

為替差損 － 9

複合金融商品評価損 4 11

投資不動産管理費用 4 3

賃貸費用 － 19

その他 0 0

営業外費用合計 11 47

経常損失（△） △152 △96

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 10 23

新株予約権戻入益 1 61

受取保険金 － 228

ゴルフ会員権償還益 － 1

特別利益合計 11 317

特別損失   

固定資産除売却損 27 6

投資有価証券評価損 2 －

ゴルフ会員権評価損 － 4

環境対策費 56 －

役員退職慰労金 － 135

社葬費用 － 61

過年度給料手当 － 163

店舗閉鎖損失 － 6

災害による損失 － 73

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14

特別損失合計 86 465

税金等調整前四半期純損失（△） △227 △244

法人税等 126 8

四半期純損失（△） △354 △252
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月16日 

 至 平成22年８月15日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月16日 
 至 平成23年８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（△） △227 △244

減価償却費 407 391

賞与引当金の増減額（△は減少） △32 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 205 128

環境対策引当金の増減額（△は減少） △270 －

受取利息及び受取配当金 △16 △17

支払利息 2 2

受取保険金 － △228

役員退職慰労金 － 135

社葬費用 － 61

災害損失 － 73

売上債権の増減額（△は増加） 6,799 7,261

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,071 84

仕入債務の増減額（△は減少） △2,284 △5,107

前受金の増減額（△は減少） 1,063 △440

その他 △251 447

小計 4,325 2,542

利息及び配当金の受取額 17 18

利息の支払額 △3 △2

保険金の受取額 － 228

役員退職慰労金の支払額 － △135

社葬費用の支払額 － △61

災害損失の支払額 － △58

法人税等の支払額 △424 △736

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,914 1,795

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 △70 △78

有形固定資産の売却による収入 4 0

投資有価証券の取得による支出 △6 △51

投資有価証券の売却による収入 2 2

長期預り保証金の返還による支出 － △159

その他 △16 37

投資活動によるキャッシュ・フロー △87 △248

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） △1,017 39

配当金の支払額 △224 △213

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △33 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,277 △216

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,554 1,328

現金及び現金同等物の期首残高 686 995

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,240 2,324
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 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年２月16日 至 平成22年８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 
  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年２月16日 至 平成22年８月15日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年２月16日 至 平成22年８月15日） 

 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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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） 

売上高             

(1）外部顧客に 

    対する売上高 
 39,846  243  692  40,782  －  40,782

(2）セグメント間の 
    内部売上高又は 

    振替高 

 2  4  17  23 (23)  －

計  39,848  248  709  40,806 (23)  40,782

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △342  85  64  △192 (58)  △250
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〔セグメント情報〕 

 （追加情報）  

   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)および「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。 

  

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討をおこなう対象となっているも

のであります。 

当社グループは、当社および連結子会社ごとの財務情報を当社の取締役会に報告しており、これを事業

セグメントの構成単位としております。また、各事業セグメントの制作品および販売市場の類似性等を考

慮したうえでセグメントを集約しており、当社グループは「ディスプレイ事業」「不動産事業」「飲食・

物販事業」の３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主な内容は以下のとおりであります。 

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 

不動産事業   ……不動産賃貸事業等 

飲食・物販事業 ……飲食店、土産物店等の運営・管理 

  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年２月16日 至 平成23年８月15日) 

（単位：百万円）

 (注)１. セグメント利益又は損失の調整額△49百万円は、提出会社の管理部門に係る配賦不能営業費用等であ

ります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整をおこなっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  
報告セグメント 

   調整額  
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書計上額

(注)２ ディスプレイ
事業 

不動産 
事業  

飲食・物販 
事業 

合計  

売上高             

外部顧客への売上高  39,120  237  605  39,963  －  39,963

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 8  3  11  23 △23  －

計  39,128  241  617  39,987 △23  39,963

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △184  79  21  △83 △49  △132

（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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（１）セグメント別（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 セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

    ２  生産高の金額は販売価格によっております。 

        ３  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）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

    ２ 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。 

４．補足情報

セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 
至 平成22年８月15日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 
至 平成23年８月15日） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）     

専門店市場  16,564  15,217

百貨店・量販店市場  2,380  3,088

複合商業施設市場  3,370  3,596

広報・販売促進市場  8,301  6,499

博物館・美術館市場  4,135  4,510

余暇施設市場  1,825  2,136

博覧会・イベント市場  719  226

その他市場  3,552  3,134

ディスプレイ事業 小計  40,850  38,409

（不動産事業）  －  －

（飲食・物販事業）  －  －

合計  40,850  38,409

セグメントの名称  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 
至 平成22年８月15日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 
至 平成23年８月15日） 

受注高 
（百万円） 

受注残高 
（百万円） 

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  17,948  7,994  16,588  6,036

百貨店・量販店市場  3,071  1,884  3,168  755

複合商業施設市場  3,702  3,177  3,239  5,247

広報・販売促進市場  8,172  3,732  6,537  3,593

博物館・美術館市場  3,076  6,338  3,982  4,341

余暇施設市場  1,464  977  2,536  1,517

博覧会・イベント市場  703  797  237  270

その他市場  4,265  2,746  3,431  2,676

ディスプレイ事業 小計  42,405  27,648  39,720  24,438

（不動産事業）  －  －  －  －

（飲食・物販事業）  －  －  －  －

合計  42,405  27,648  39,720  24,438
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③ 売上高の状況 

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 
     ２ 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）セグメント別（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 セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

    ２  生産高の金額は販売価格によっております。 
        ３  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。 

セグメントの名称  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 
至 平成22年８月15日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 
至 平成23年８月15日） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）     

専門店市場  15,948  15,298

百貨店・量販店市場  2,104  3,240

複合商業施設市場  2,325  3,245

広報・販売促進市場  8,173  6,279

博物館・美術館市場  4,417  6,042

余暇施設市場  2,754  2,058

博覧会・イベント市場  595  113

その他市場  3,525  2,842

ディスプレイ事業 小計  39,846  39,120

（不動産事業）  243  237

（飲食・物販事業）  692  605

合計  40,782  39,963

セグメントの名称  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 
至 平成22年８月15日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 
至 平成23年８月15日） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）     

内装制作  13,935  13,510

展示制作  10,465  10,570

環境演出制作  1,961  1,657

販促品制作  634  604

企画・設計・監理  2,648  2,965

その他  11,204  9,101

ディスプレイ事業 小計  40,850  38,409

（不動産事業）  －  －

（飲食・物販事業）  －  －

合計  40,850  38,409
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② 期中受注高および受注残高の状況 

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

    ２ 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 

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

    ２ 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。 

  

セグメントの名称  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 
至 平成22年８月15日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 
至 平成23年８月15日） 

受注高 
（百万円） 

受注残高 
（百万円） 

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  14,867  7,880  14,422  8,174

展示制作    9,848    9,615    8,760    5,476

環境演出制作  2,496  1,447  1,686  1,323

販促品制作  690  293  546  108

企画・設計・監理  3,162  3,055  4,160  3,903

その他  11,339  5,355  10,144  5,451

ディスプレイ事業 小計  42,405  27,648  39,720  24,438

（不動産事業）  －  －  －  －

（飲食・物販事業）  －  －  －  －

合計  42,405  27,648  39,720  24,438

セグメントの名称  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 
至 平成22年８月15日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 
至 平成23年８月15日） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

（ディスプレイ事業）     

内装制作  13,636  12,847

展示制作  11,330  11,529

環境演出制作  1,928  1,723

販促品制作  599  587

企画・設計・監理  1,999  2,584

その他  10,350  9,847

ディスプレイ事業 小計  39,846  39,120

（不動産事業）  243  237

（飲食・物販事業）  692  605

合計  40,782  39,963
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