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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第40期
第３四半期
累計期間

第40期
第３四半期
会計期間

第39期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 2,863,627 1,203,585 3,351,102

経常利益（千円） 138,359 100,408 287,466

四半期（当期）純利益（千円） 64,702 39,806 159,169

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） － 154,738 154,258

発行済株式総数（株） － 16,600 16,536

純資産額（千円） － 783,789 751,633

総資産額（千円） － 1,898,098 1,862,626

１株当たり純資産額（円） － 47,216.22 45,454.37

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
3,902.47 2,398.01 11,663.77

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
3,742.81 2,328.11 10,517.70

１株当たり配当額（円） － － 2,000

自己資本比率（％） － 41.3 40.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△141,247 － △128,977

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△48,571 － △91,123

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
118,357 － 137,898

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 674,887 746,349

従業員数（人） － 187 154

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に

おける異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

　　　提出会社の状況 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 187(6)

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含ん

でおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイト、人材会社からの派遣社員を含みます。）

は、当第３四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社は、企業や団体の広告活動・販売促進活動に伴う、情報伝達を目的とした各種イベント及びマーケティング

ツールの企画・制作・運営を主たる業務として行っており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績

の記載はしておりません。

(2）受注状況

　当第３四半期会計期間の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 受注高（千円） 受注残高（千円）

コミュニケーションデザイン事業 1,033,840 860,176

合計 1,033,840 860,176

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当第３四半期会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

コミュニケーションデザイン事業

（千円）
1,203,585

合計（千円） 1,203,585

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　(1) 業績の状況

　当第３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）におけるわが国経済は、米国サブプライム問

題に端を発する国際的な金融市場の混乱が実体経済に深刻な影響を及ぼしており、企業収益の減少や雇用情勢の急速

な悪化など、景気の先行きが極めて不透明になってまいりました。

　当社コミュニケーションデザイン事業の事業領域であります、展示会市場、イベント市場及び広告市場におきまして

は、広告宣伝投資だけでなく、底堅く推移していた販売促進投資にも減速感が見られるなど、企業の慎重な姿勢が鮮明

になってまいりました。

　このような環境のなかで、引き続き当社は、従来からの展示会・販売促進イベントの企画から制作、実施までをトー

タルにサポートすることに加え、顧客の企業広告や製品広告を目的にしたグラフィックデザインをはじめとして映像

制作、ブランド構築に関連したロゴデザイン、キャッチコピーの制作、ウェブデザイン、ブランド発信の為の企業

ショールーム、アンテナショップなどの企画制作もより一層推進し、顧客のプロモーション戦略をサポートしてまい

りました。

　当社は、クライアントとユーザーとの直接的、間接的のあらゆる顧客接点をデザインし、これら接触点を戦略的に統

一したコンセプトでデザイン管理することで企業のブランド構築を実現することができると考えております。そのた

めに当社は、展示会、広告、販促関連イベント、情報伝達ツールなど、企業とユーザーとの各種コミュニケーションを総

合的に管理することで、顧客のブランド構築をより一層強化し、知名度の向上、新規顧客獲得の機会増加、既存顧客の

囲い込みの促進など、顧客のビジネスパフォーマンスを高めるサポートを展開いたしました。

　また、平成20年４月１日付で営業部とクリエイティブ局を統合し、顧客との接点を更に強化するとともに、より質の

高い提案を実現し、販売力を高めるよう努めてまいりました。

　以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は12億３百万円、営業利益は１億３百万円、経常利益は１億円、四半期純

利益は39百万円となりました。

　(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）における現金及び現金同等物（以下「資

金」という）は、第２四半期会計期間末に比べ１億79百万円減少し、当第３四半期会計期間末には、６億74百万円とな

りました。当第３四半期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増減要因は、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）

　営業活動の結果使用した資金は２億37百万円となりました。

　これは主に、売上債権の増加額３億25百万円が、税引前四半期純利益１億円を上回ったこと等によるものです。

（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44百万円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出28百万円や敷金及び保証金の差入による支出15百万円等によるもの

です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は１億１百万円となりました。

　これは主に、短期借入金の純増加額２億円が、長期借入金の返済による支出97百万円を上回ったこと等によるもの

です。

　(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000

計 50,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,600 16,602

大阪証券取引所

 (ニッポン・ニュー・

マーケット－「ヘラク

レス」市場)

（注）１

計 16,600 16,602 － －

　（注）１．単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成18年３月11日臨時株主総会決議（平成18年３月29日取締役会決議）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個）
414

　（注）５

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
828

　（注）１，５，６

新株予約権の行使時の払込金額（円）
15,000

　（注）２，６

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月12日

至　平成28年３月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　15,000

資本組入額　　 7,500

　（注）６

新株予約権の行使の条件 　（注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調

整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行わ

れるものとし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は他社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後払込価額 ＝調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

また、調整前払込価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）

を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額 ＝
既発行株式数×調整前払込価額＋新発行株式数×１株当り払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

３．①権利行使の時点においても当社取締役、監査役又は従業員並びにこれに準ずる地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任あるいは定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りでは

ない。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社と新株予約権者との

間で締結した「新株予約権割当契約」に定める条件による。

③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
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４．会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

次の事由が生じた場合は、新株予約権を無償で消却することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権行使の条件」に定める行使条件に該当しなくなったと

き。

５．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職による失権した数を除いており

ます。

６．平成19年11月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っていることに伴い、新株予約権の目的とな

る株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、権利行使した数及び新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

②平成18年12月21日臨時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個）
31

　（注）５

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
62

　（注）１，５，６

新株予約権の行使時の払込金額（円）
30,000

　（注）２，６

新株予約権の行使期間
自　平成20年12月22日

至　平成28年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　30,000

資本組入額　　 15,000

　（注）６

新株予約権の行使の条件 　（注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する際には、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式の分割（当社普

通株式の株式無償割当を含む。以下、株式の分割の記載につき同じ。）又は株式の併合を行う場合には、各新

株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）を次の算式により調整し、調整の結果生じ

る１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝調整前付与株式数 ×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範

囲で付与株式数を調整する。
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２．割当日後、当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、行使価額を次の算式によ

り調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行

う場合（新株予約権の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当り払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当

を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の

条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

３．①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使時においても、当

社使用人または取締役のいずれかの地位に２年以上あることを要する。

②上記①に拘わらず、新株予約権者が、当社使用人の地位を定年による退職により喪失したときは、当該喪失

の日の後一年間（ただし、上記「新株予約権の行使期間」が開始していない場合には開始時から一年間）

に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予約

権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。

③新株予約権の相続はこれを認めない。

④その他の条件については、新株予約権の募集事項決定の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議

案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途

定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなったため新株予約

権を行使することができなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得

することができる。

５．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職による失権した数を除いており

ます。

６．平成19年11月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っていることに伴い、新株予約権の目的とな

る株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額を調整しております。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日

（注）

－ 16,600 － 154,738 － 134,738

　（注）　平成21年１月１日から平成21年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が２株、資本金及

び資本準備金がそれぞれ30千円増加しております。

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 

（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間の末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】

 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   16,600 16,600 （注）

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 16,600 － －

総株主の議決権 － 16,600 －

　（注）　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

 

②【自己株式等】

 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 114,000145,000143,000115,00087,00071,40043,20042,00060,900

最低（円） 80,20081,70095,10080,10055,30038,50021,90029,40034,500

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場におけるものでありま

す。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役　 －　 　取締役 管理部長　 今森　教仁　 平成20年９月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 674,887 746,349

受取手形 ※2
 100,513 57,984

売掛金 676,847 641,842

原材料 1,034 2,051

仕掛品 45,358 25,792

貯蔵品 54 50

その他 76,185 90,367

貸倒引当金 △8,084 △12,559

流動資産合計 1,566,797 1,551,878

固定資産

有形固定資産 ※1
 166,645

※1
 151,592

無形固定資産 19,524 22,837

投資その他の資産

敷金 116,610 101,087

その他 70,172 65,181

貸倒引当金 △41,650 △29,949

投資その他の資産合計 145,131 136,318

固定資産合計 331,301 310,748

資産合計 1,898,098 1,862,626

負債の部

流動負債

買掛金 133,811 181,593

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 339,636 274,396

未払法人税等 31,240 77,242

賞与引当金 41,523 98,940

その他の引当金 139 166

その他 83,360 81,610

流動負債合計 829,711 713,950

固定負債

長期借入金 284,368 396,813

その他 230 230

固定負債合計 284,598 397,043

負債合計 1,114,309 1,110,993

純資産の部

株主資本

資本金 154,738 154,258

資本剰余金 134,738 134,258

利益剰余金 495,113 463,483

株主資本合計 784,589 751,999

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △800 △365

評価・換算差額等合計 △800 △365

純資産合計 783,789 751,633

負債純資産合計 1,898,098 1,862,626
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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）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 2,863,627

売上原価 1,836,989

売上総利益 1,026,638

販売費及び一般管理費 ※1
 879,649

営業利益 146,988

営業外収益

受取利息 295

受取配当金 97

賃貸収入 990

雑収入 461

営業外収益合計 1,844

営業外費用

支払利息 8,890

賃貸原価 436

雑損失 1,146

営業外費用合計 10,473

経常利益 138,359

特別利益

固定資産売却益 ※2
 182

特別利益合計 182

特別損失

固定資産除却損 ※3
 2,246

投資有価証券評価損 2,151

特別損失合計 4,397

税引前四半期純利益 134,144

法人税、住民税及び事業税 38,863

法人税等調整額 30,578

法人税等合計 69,442

四半期純利益 64,702
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 1,203,585

売上原価 791,258

売上総利益 412,327

販売費及び一般管理費 ※1
 308,670

営業利益 103,657

営業外収益

受取配当金 41

賃貸収入 330

雑収入 180

営業外収益合計 552

営業外費用

支払利息 3,061

賃貸原価 142

雑損失 597

営業外費用合計 3,801

経常利益 100,408

特別損失

固定資産除却損 ※2
 3

投資有価証券評価損 285

特別損失合計 288

税引前四半期純利益 100,120

法人税、住民税及び事業税 29,537

法人税等調整額 30,775

法人税等合計 60,313

四半期純利益 39,806
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 134,144

減価償却費 20,501

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,226

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,416

その他の引当金の増減額（△は減少） △26

受取利息及び受取配当金 △393

有形固定資産売却損益（△は益） △182

支払利息 8,890

固定資産除却損 2,246

投資有価証券評価損益（△は益） 2,151

売上債権の増減額（△は増加） △77,535

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,552

仕入債務の増減額（△は減少） △47,782

未払金の増減額（△は減少） △3,582

未払費用の増減額（△は減少） 10,807

その他 △31,968

小計 △51,471

利息及び配当金の受取額 393

利息の支払額 △9,066

法人税等の支払額 △81,102

営業活動によるキャッシュ・フロー △141,247

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 △33,143

有形固定資産の売却による収入 1,711

無形固定資産の取得による支出 △1,466

投資有価証券の取得による支出 △922

敷金及び保証金の差入による支出 △15,523

その他 771

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,571

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） 200,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △247,205

株式の発行による収入 960

配当金の支払額 △32,406

その他 △2,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 118,357

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） △71,461

現金及び現金同等物の期首残高 746,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 674,887
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【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】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

会計処理基準に関する事項の

変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価

法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算出しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

一般債権の貸倒見積高の算定

方法

　一般債権に係る貸倒引当金は、当第３四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動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。

 

【追加情報】

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社の機械装置の耐用年数については、第１四半期会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、10年から

８年に変更しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、64,139千円であり

ます。  

※２　四半期末日満期手形

四半期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。なお、当第３四半

期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の

四半期末日満期手形が四半期末残高に含まれておりま

す。

受取手形　　　　　　　　　　　　　 4,208千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、49,029千円であり

ます。

　　　　　　　――――――――

　３．受取手形裏書譲渡高 13,652千円

 

　３．受取手形裏書譲渡高 8,806千円

 

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　　　役員報酬 66,475千円

　　　給料手当 349,290千円　

　　　賞与 52,695千円　

　　　賞与引当金繰入額　 25,773千円　

　　　福利厚生費 80,556千円　

　　　減価償却費 8,779千円　

　　　賃借料 86,351千円　

　　　貸倒引当金繰入額 9,111千円　

※２　固定資産売却益の内訳

　　　工具器具備品 182千円　

※３　固定資産除却損の内訳

　　　建物 1,218千円

　　　工具器具備品 1,027千円　

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　　　役員報酬 21,850千円

　　　給料手当

　　　賞与

115,689千円

1,827千円

　　　賞与引当金繰入額　 25,773千円　

　　　福利厚生費 33,661千円　

　　　減価償却費 2,984千円　

　　　賃借料 28,547千円　

　　　貸倒引当金繰入額 2,820千円　

※２　固定資産除却損の内訳

　　　工具器具備品 3千円　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 674,887

現金及び現金同等物 674,887

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　　　16,600株

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 33,072 2,000平成20年３月31日平成20年６月30日利益剰余金　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 47,216.22円 １株当たり純資産額 45,454.37円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 3,902.47円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
3,742.81円

１株当たり四半期純利益金額 2,398.01円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
2,328.11円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 64,702 39,806

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 64,702 39,806

期中平均株式数（株） 16,580 16,600

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 707 498

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

――――― ―――――

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月13日

株式会社博展

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡邉　秀俊　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上林　敏子　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　秀之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社博展の平成

20年４月１日から平成21年３月31日までの第40期事業年度の第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31

日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半

期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社博展の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半

期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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