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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３四半期  58,356  △3.1  △207 －  △150 －  △331 － 

23年２月期第３四半期  60,209  14.2  △356  －  △226  －  △489  －

  
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３四半期  △5.93     － 

23年２月期第３四半期  △8.69  －

  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３四半期  48,587  23,870  49.1  427.48

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３四半期 23,870百万円 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伴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３Ｑ 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３Ｑ 4,107,213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３Ｑ 55,842,449株 23年２月期３Ｑ 56,367,049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３四半期連結累計期間（平成23年２月16日から平成23年11月15日まで）におけるわが国経済は、東日本大震

災によりもたらされた甚大な影響が徐々に解消される一方、欧州を中心とした金融不安に端を発する世界的な景気

の下振れ懸念や円高の長期化など、引き続き予断を許さない状況で推移いたしました。  

 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、「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、近畿圏・中部圏を中心に百貨

店の大規模なリニューアルを手掛けた百貨店・量販店市場が堅調に推移いたしましたが、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、前年同期に比較して大型プロジェクトが少なか

った余暇施設市場、その他市場が減少したことなどにより、前年同期の実績を下回ることとなりました。  

利益面では、原価低減への取り組みおよび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

り改善いたしました。また、過年度給料手当などの特別損失468百万円を計上いたしましたが、受取保険金などの

特別利益309百万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改善いたしております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は583億56百万円（前年同期比3.1％減）、営業損失は2億7百万

円（前年同期は営業損失3億56百万円）、経常損失は1億50百万円（前年同期は経常損失2億26百万円）、四半期純

損失は3億31百万円（前年同期は四半期純損失4億89百万円）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３四半期 

連結累計期間 

当第３四半期 

連結累計期間 
増減額 増減率 

売上高  60,209  58,356  △1,853 ％ △3.1

営業利益又は営業損失(△)  △356  △207  148 ― 

経常利益又は経常損失(△)  △226  △150  75 ― 

四半期純利益又は四半期純損失(△)  △489  △331  158 ― 
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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 ： 569億36百万円（前年同期比3.0％減） 

 営業損失 ：  3億29百万円（前年同期は営業損失5億30百万円） 

（百万円）

   

 ②不動産事業 

   売 上 高 ： 3億52百万円（前年同期比5.3％減） 

  営業利益 ： 1億17百万円（前年同期比12.0％減） 

（百万円）

  

 ③飲食・物販事業 

   売 上 高 ： 10億68百万円（前年同期比8.8％減）  

  営業利益 ：   80百万円（前年同期比37.8％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３四半期

連結累計期間

当第３四半期 

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 

 23,865  23,342  △522  △2.2

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 
 3,588  4,593  1,004  28.0

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 
 3,802  4,779  977  25.7

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) 

「東京ゲームショウ2011」

や「CEATEC JAPAN2011」の

展示ブース、住宅設備関連

企業におけるショールーム

の展示制作等 

 11,156  9,496  △1,659  △14.9

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」、「川

崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミ

ュージアム」の展示制作等 

 5,286  7,408  2,122  40.1

余暇施設市場 

（テーマパーク、ホテル・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 

 3,930  2,761  △1,168  △29.7

博覧会・イベント市場 

(博覧会、見本市、文化イベント等) 

「第62回全国植樹祭」な

ど、行政や民間企業が主催

するイベント等 

 871  232  △639  △73.4

その他市場 

(上記以外の市場に係るもの) 

(オフィス、ブライダル施設、サイ

ン、モニュメント等) 

オフィスや病院、ブライダ

ル施設、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 

 6,165  4,320  △1,844  △29.9

ディスプレイ事業  58,667  56,936  △1,730  △3.0

概  要 

売 上 高 

増減額 
増減率 

（％） 前第３四半期

連結累計期間

当第３四半期 

連結累計期間 

所有する不動産における賃料収入等  371  352  △19  △5.3

概  要 

売 上 高 

増減額 
増減率 

（％） 前第３四半期

連結累計期間

当第３四半期 

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 
 1,170  1,068  △102  △8.8
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（２）連結財政状態に関する定性的情報  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、485億87百万円(前連結会計年度末比42億74百万円減）、負債は247億

16百万円(前連結会計年度末比34億66百万円減)、純資産は238億70百万円(前連結会計年度末比8億8百万円減）とな

りました。 

総資産は受注残高の増加によるたな卸資産の増加がありましたが、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が

大幅に減少しております。 

負債は受注残高の増加にともない前受金が増加しましたが、仕入債務が大幅に減少しております。 

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

計上などにより利益剰余金が減少しております。 

この結果、自己資本比率は売上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

49.1％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427円48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、4億28百万円増加し、期間末残高は14億23百万円と

なりました。 

当第３四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、受注残高の増加に伴うたな卸資産の増加と仕入債務の減少がありました

が、債権回収による売上債権の大幅な減少などにより13億41百万円の収入となりました。前年同期との比較では、

仕入債務の減少などにより、収入が20億98百万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、信託受益権と固定資産の取得などにより6億60百万円の支出となりまし

た。前年同期との比較では、信託受益権の取得と長期預り保証金の返還支出などにより支出が5億31百万円増加し

ております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより2億43百万円の支出となりました。短期借入

の返済と自己株式の取得をおこなった前年同期との比較では、支出が13億85百万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固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却および除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

③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。 

  

④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。 

  

（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３四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16百万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３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,423 1,057

受取手形及び売掛金 11,549 19,609

たな卸資産 10,854 6,927

繰延税金資産 894 763

その他 1,254 1,199

貸倒引当金 △47 △91

流動資産合計 25,929 29,465

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,475 12,517

土地 10,078 10,078

その他 1,728 1,550

減価償却累計額 △6,113 △5,864

有形固定資産合計 18,169 18,281

無形固定資産 487 580

投資その他の資産   

投資有価証券 1,987 2,246

その他 2,457 2,705

貸倒引当金 △444 △417

投資その他の資産合計 4,000 4,534

固定資産合計 22,657 23,396

資産合計 48,587 52,861
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月15日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,039 15,584

未払法人税等 63 761

前受金 3,050 2,303

賞与引当金 1,426 942

工事損失引当金 216 196

環境対策引当金 100 100

その他の引当金 67 60

その他 1,740 1,849

流動負債合計 18,703 21,798

固定負債   

退職給付引当金 4,382 4,378

その他の引当金 183 348

その他 1,446 1,657

固定負債合計 6,012 6,384

負債合計 24,716 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 11,503 12,058

自己株式 △912 △912

株主資本合計 23,949 24,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △303 △116

土地再評価差額金 249 249

為替換算調整勘定 △24 △20

評価・換算差額等合計 △78 112

新株予約権 － 61

純資産合計 23,870 24,679

負債純資産合計 48,587 52,861
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月16日 
 至 平成22年11月15日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月16日 
 至 平成23年11月15日) 

売上高 60,209 58,356

売上原価 52,528 50,704

売上総利益 7,681 7,652

販売費及び一般管理費 8,037 7,859

営業損失（△） △356 △207

営業外収益   

受取利息 11 8

受取配当金 12 12

仕入割引 44 48

その他 73 41

営業外収益合計 142 110

営業外費用   

支払利息 3 3

複合金融商品評価損 2 14

投資不動産管理費用 6 6

賃貸費用 － 19

その他 0 9

営業外費用合計 13 53

経常損失（△） △226 △150

特別利益   

固定資産売却益 5 3

投資有価証券売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 16 13

新株予約権戻入益 2 61

受取保険金 55 228

ゴルフ会員権償還益 － 1

特別利益合計 79 309

特別損失   

固定資産除売却損 27 7

投資有価証券評価損 11 －

ゴルフ会員権評価損 11 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 － 9

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 106 468

税金等調整前四半期純損失（△） △254 △310

法人税等 235 21

四半期純損失（△） △489 △331
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月16日 
 至 平成22年11月15日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月16日 
 至 平成23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利益 △254 △310

減価償却費 621 592

賞与引当金の増減額（△は減少） 490 484

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 214

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 △24 △21

支払利息 3 3

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） 7,711 8,037

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,228 △3,939

仕入債務の増減額（△は減少） △841 △3,525

前受金の増減額（△は減少） 2,210 756

その他 △476 △92

小計 3,972 2,242

利息及び配当金の受取額 24 21

利息の支払額 △3 △3

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 － △71

法人税等の支払額 △553 △880

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,439 1,341

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 △126 △196

有形固定資産の売却による収入 4 3

投資有価証券の取得による支出 △11 △54

投資有価証券の売却による収入 7 2

信託受益権の取得による支出 － △299

長期預り保証金の返還による支出 － △159

その他 △2 43

投資活動によるキャッシュ・フロー △128 △660

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） △979 38

配当金の支払額 △441 △214

自己株式の取得による支出 △157 △0

その他 △50 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,629 △243

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,686 428

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 2,372 1,423
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年２月16日 至 平成22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 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年２月16日 至 平成22年11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３四半期連結累計期間（自 平成22年２月16日 至 平成22年11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 
 58,667  371  1,170  60,209  －  60,209

(2）セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高 

 18  7  28  54 (54)  －

計  58,685  378  1,199  60,264 (54)  60,209

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △530  134  128  △267 (88)  △356
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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３四半期連結累計期間(自 平成23年２月16日 至 平成23年11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△76百万円は、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  56,936  352  1,068  58,356  －  58,356

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 11  5  19  37 △37  －

計  56,947  358  1,087  58,393 △37  58,356

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △329  117  80  △131 △76  △207

（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３四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 

至 平成22年11月15日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 

至 平成23年11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  25,596  25,084

百貨店・量販店市場  3,964  4,670

複合商業施設市場  5,949  6,009

広報・販売促進市場  12,036  10,656

博物館・美術館市場  6,067  6,135

余暇施設市場  3,141  2,764

博覧会・イベント市場  1,082  359

その他市場  6,588  5,348

ディスプレイ事業 小計  64,428  61,028

（不動産事業）  －  －

（飲食・物販事業）  －  －

合計  64,428  61,028

セグメントの名称  

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 

至 平成22年11月15日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 

至 平成23年11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  26,111  8,240  26,648  8,052

百貨店・量販店市場  4,462  1,791  5,257  1,491

複合商業施設市場  6,234  4,232  5,082  5,556

広報・販売促進市場  11,966  4,544  11,887  5,726

博物館・美術館市場  4,835  7,229  5,287  4,279

余暇施設市場  3,018  1,355  3,301  1,579

博覧会・イベント市場  862  680  379  294

その他市場  6,201  2,042  7,476  5,243

ディスプレイ事業 小計  63,693  30,116  65,321  32,223

（不動産事業）  －  －  －  －

（飲食・物販事業）  －  －  －  －

合計  63,693  30,116  65,321  32,223
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 

至 平成22年11月15日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 

至 平成23年11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  23,865  23,342

百貨店・量販店市場  3,588  4,593

複合商業施設市場  3,802  4,779

広報・販売促進市場  11,156  9,496

博物館・美術館市場  5,286  7,408

余暇施設市場  3,930  2,761

博覧会・イベント市場  871  232

その他市場  6,165  4,320

ディスプレイ事業 小計  58,667  56,936

（不動産事業）  371  352

（飲食・物販事業）  1,170  1,068

合計  60,209  58,356

セグメントの名称  

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 

至 平成22年11月15日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 

至 平成23年11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  21,920  21,734

展示制作  16,663  15,640

環境演出制作  3,147  2,417

販促品制作  838  1,051

企画・設計・監理  4,378  4,975

その他  17,480  15,209

ディスプレイ事業 小計  64,428  61,028

（不動産事業）  －  －

（飲食・物販事業）  －  －

合計  64,428  61,028
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 

至 平成22年11月15日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 

至 平成23年11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  22,359  8,651  23,040  10,601

展示制作    16,280    11,548    15,096    7,600

環境演出制作  3,351  1,175  3,946  3,085

販促品制作  802  104  1,042  183

企画・設計・監理  4,878  3,431  7,122  5,652

その他  16,021  5,205  15,072  5,098

ディスプレイ事業 小計  63,693  30,116  65,321  32,223

（不動産事業）  －  －  －  －

（飲食・物販事業）  －  －  －  －

合計  63,693  30,116  65,321  32,223

セグメントの名称  

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年２月16日 

至 平成22年11月15日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月16日 

至 平成23年11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  20,358  19,038

展示制作  15,830  15,740

環境演出制作  3,055  2,221

販促品制作  901  1,008

企画・設計・監理  3,339  3,797

その他  15,181  15,129

ディスプレイ事業 小計  58,667  56,936

（不動産事業）  371  352

（飲食・物販事業）  1,170  1,068

合計  60,209  58,356
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