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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）経営成績に関する説明 

当社では、平成28年3月期より開始した「中期経営計画Ⅲ」に基づき、顧客起点の実践による課題

解決に向けた対応力を強化するとともに、効率的な組織運営の推進と利益管理の徹底による収益の安

定化を軸とした基盤強化に取り組んでまいりました。 

この結果、売上高に関しては総じて堅調に推移して増収となり、利益に関しては材料費の見直しや

資材の効率的な運用などの各種原価低減への取組みも功を奏し、売上総利益、営業利益、経常利益、

四半期純利益ともに増加しました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は10,208百万円（前年同期比17.5％増）、営業利益は

1,065百万円（前年同期比61.9％増）、経常利益は1,077百万円（前年同期比60.9％増）、四半期純利

益は721百万円（前年同期比69.7％増）となりました。 

 

各部門別の状況は次のとおりであります。 

〔セレモニー部門〕 

セレモニー部門は、岩手国体総合開・閉会式、全国農業担い手サミット等の競争事業の受注により、

行幸啓事業の請負額が過去最高額となったことに加え、民間企業・団体などから周年記念事業の受注

もあり、売上高は2,775百万円と前年同期比34.9％の増収となりました。 

〔スポーツ部門〕 

スポーツ部門は、岩手国体各種競技の受注額が過去最大となったことに加え、企業運動会の受注が

増加、その他のドメインも概ね順調に推移し、売上高は2,765百万円と前年同期比19.6％の増収とな

りました。 

〔フェスティバル部門〕 

フェスティバル部門は、会場管理を中心に自治体、大学、民間企業、団体と幅広いチャネルから

フェスティバル系イベントを受注し、売上高は2,077百万円と前年同期比9.9％の増収となりました。 

〔プロモーション部門〕 

プロモーション部門は、広告代理店、自治体、民間企業などのプロモーション事業において、美術

施工に加え、運営や進行も受注するなど請負範囲を広げ、売上高は1,637百万円と前年同期比9.2％の

増収となりました。 

〔コンベンション部門〕 

コンベンション部門は、既存顧客の案件が中心となったこともあり、売上高は615百万円と前年同

期比0.7％の増収となりました。 

〔その他事業部門〕 

その他事業部門は、防災訓練が増加し、選挙関連の案件も前年程度受注したことから、売上高は

336百万円と前年同期比6.0％の増収となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

 資産、負債及び純資産の状況 

（資 産） 

当第３四半期会計期間末の総資産は前事業年度末に比べて1,524百万円増加し、8,206百万円となり

ました。これは主に現金及び預金が202百万円、受取手形及び売掛金が1,217百万円、無形固定資産が

101百万円増加したことによるものであります。 

（負 債） 

当第３四半期会計期間末の負債は前事業年度末に比べて883百万円増加し、3,262百万円となりまし

た。これは主に買掛金が251百万円減少したものの、未払法人税等が178百万円、借入金が全体で

1,013百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産は前事業年度末に比べて641百万円増加し、4,944百万円となりま

した。これは主に利益剰余金が639百万円増加したことによるものであります。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

業績予想につきましては、当第３四半期累計期間の業績が概ね計画通りに進捗しているため、平成

28年５月12日に発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計方針の変更) 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１

日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しており

ます。 

なお、この変更に伴う当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

（３）追加情報 

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年

３月28日）を第１四半期会計期間から適用しております。 
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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） 

 
前事業年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 649,335 851,922 

受取手形及び売掛金 1,535,540 2,752,737 

原材料及び貯蔵品 24,664 26,814 

未成請負契約支出金 108,019 94,093 

その他 116,408 116,191 

貸倒引当金 △8,380 △15,210 

流動資産合計 2,425,587 3,826,548 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 344,661 337,095 

土地 3,310,250 3,310,250 

その他（純額） 83,161 89,731 

有形固定資産合計 3,738,073 3,737,077 

無形固定資産 48,798 150,405 

投資その他の資産    

その他 558,928 582,001 

貸倒引当金 △89,100 △89,211 

投資その他の資産合計 469,828 492,790 

固定資産合計 4,256,700 4,380,272 

資産合計 6,682,287 8,206,820 

負債の部    

流動負債    

買掛金 595,210 343,829 

短期借入金 600,000 1,700,000 

未払法人税等 112,052 290,647 

賞与引当金 111,701 58,494 

1年内返済予定の長期借入金 115,188 76,341 

その他 570,745 560,350 

流動負債合計 2,104,897 3,029,662 

固定負債    

長期借入金 47,544 － 

退職給付引当金 77,236 80,515 

役員退職慰労引当金 79,292 88,975 

資産除去債務 39,745 41,073 

その他 30,406 22,080 

固定負債合計 274,225 232,645 

負債合計 2,379,122 3,262,307 

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 862,373 1,502,133 

自己株式 △63,455 △63,528 

株主資本合計 4,324,990 4,964,677 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 △21,825 △20,164 

評価・換算差額等合計 △21,825 △20,164 

純資産合計 4,303,165 4,944,513 

負債純資産合計 6,682,287 8,206,820 
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 8,690,453 10,208,758 

売上原価 5,952,329 6,900,530 

売上総利益 2,738,123 3,308,228 

販売費及び一般管理費 2,080,214 2,243,181 

営業利益 657,909 1,065,046 

営業外収益    

受取配当金 11,997 11,617 

その他 4,882 4,811 

営業外収益合計 16,880 16,429 

営業外費用    

支払利息 4,192 2,755 

貸倒引当金繰入額 1,050 1,450 

その他 － 2 

営業外費用合計 5,242 4,208 

経常利益 669,547 1,077,267 

特別利益    

投資有価証券売却益 998 － 

固定資産売却益 429 － 

特別利益合計 1,428 － 

特別損失    

固定資産除却損 19 12 

特別損失合計 19 12 

税引前四半期純利益 670,956 1,077,254 

法人税、住民税及び事業税 221,444 338,283 

法人税等調整額 23,952 16,998 

法人税等合計 245,396 355,281 

四半期純利益 425,559 721,973 
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

 (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

 

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、％）

部 門 主要内容 

前第３四半期 

  累計期間 

当第３四半期 

累計期間 

前年  

同期比

金  額 金  額  

セレモニー 建設式典・記念式典 2,058,389 2,775,996 134.9

スポーツ 国体・陸上競技・運動会 2,312,477 2,765,645 119.6

フェスティバル 市民祭・商工祭・学園祭 1,891,615 2,077,952 109.9

プロモーション 展示会・見本市・発表会 1,498,964 1,637,267 109.2

コンベンション 会議・集会・シンポジウム 611,182 615,156 100.7

その他事業 防災訓練・選挙・指定管理者事業 317,823 336,738 106.0

合  計 ― 8,690,453 10,208,758 117.5

 

（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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