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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２四半期
累計期間

第41期
第２四半期
累計期間

第40期
第２四半期
会計期間

第41期
第２四半期
会計期間

第40期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 1,660,0411,597,678717,299 634,3543,565,192

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
37,951 △65,127 2,226 △78,638 155,169

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
24,895△114,650 7,404 △108,224 74,773

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） － － 154,738 156,073 156,013

発行済株式総数（株） － － 16,600 16,774 16,766

純資産額（千円） － － 744,437 644,948 795,961

総資産額（千円） － － 1,774,3681,542,2691,716,949

１株当たり純資産額（円） － － 44,845.6638,449.2947,474.76

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

1,502.46△6,836.67 446.24△6,452.944,504.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
1,436.94 － 428.31 － 4,328.77

１株当たり配当額（円） － － － － 2,200

自己資本比率（％） － － 42.0 41.8 46.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
95,909△116,094 － － 113,644

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△4,300 △48,119 － － △51,898

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
16,364 78,146 － － △150,646

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 854,322 571,383 657,449

従業員数（人） － － 186 215 183

　（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。

４．第41期第２四半期累計期間及び第41期第２四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第２四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２四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21年９月30日現在

従業員数（人） 215(0)

　（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２四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・販促活動に伴う、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２四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

当第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）

受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

コミュニケーションデザイン事業 785,827 65.4 673,086 65.4

合計 785,827 65.4 673,086 65.4

　（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２四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）

前年同四半期比（％）

コミュニケーションデザイン事業

（千円）
634,354 88.4

合計（千円） 634,354 88.4

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四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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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　当第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）におけるわが国経済は、在庫調整の進捗や経

済対策の効果等により、一部の産業に回復の兆しが現れるなど、国内景気は最悪期を脱したとの観測が広がりました。

しかしながら、本格的な景気回復にはほど遠く、雇用情勢の悪化や設備投資の抑制等は続いており、全体としては依然

として厳しい状況で推移しております。

　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

も、販促関連投資、広告宣伝投資共に企業の投資抑制傾向が一段と強まり、業界全体として景気の影響が遅れてくるこ

ともあり、結果として企業間競争がさらに激化するなど厳しい経営環境が続いております。

　このような環境の中で、引き続き当社は、従来からの展示会・販促関連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をより一層推進し、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21年４月１日付で従来の営業部を新規開拓を中心とするMarket Development部と既存顧客のトータルサ

ポートを中心とする営業部に分割した組織変更の効果を発揮するために、顧客との接点をさらに強化し、販売力を高

めるよう努めてまいりました。しかしながら、市場環境の収縮により受注環境は依然として厳しい状況が続いており、

また、価格競争の激化により売上総利益率の低下を余儀なくされました。　

　以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は６億34百万円（前年同四半期比11.6％減）、営業損失は76百万円（前

年同四半期は営業利益４百万円）、経常損失は78百万円（前年同四半期は経常利益２百万円）、四半期純損益は、繰延

税金資産の取崩しによる法人税等調整額の計上等により四半期純損失１億８百万円（前年同四半期は四半期純利益

７百万円）となりました。 

　

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第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）における現金及び現金同等物（以下「資

金」という）は、第１四半期会計期間末に比べ70百万円減少し、当第２四半期会計期間末には、５億71百万円となりま

した。当第２四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84百万円（前年同四半期は１億56百万円の獲得）となりました。

　これは主に、税引前四半期純損失78百万円や仕入債務の減少額23百万円が、売上債権の減少額31百万円を上回った

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22百万円（前年同四半期は２百万円の使用）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29百万円が、敷金及び保証金の回収による収入８百万円を上回ったこ

と等によるものです。

（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37百万円（前年同四半期は88百万円の獲得）となりました。

　これは主に、短期借入金の純増加額50百万円や長期借入れによる収入70百万円が、長期借入金の返済による支出72

百万円や配当金の支払額９百万円を上回ったこと等によるものです。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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２四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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11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 16,774 16,774

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 16,774 16,774 － －

　（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11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。

　

EDINET提出書類

株式会社博展(E05737)

四半期報告書

 8/27



（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２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個）
329

　（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）
658

　（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、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２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個）
29

　（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）
58

　（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21年７月１日～

平成21年９月30日

（注）

4 16,774 30 156,073 30 136,073

　（注）　新株予約権の行使による増加であります。

　

（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社Ｔ＆Ｐホールディングス 東京都中央区勝どき６－３－２ 5,000 29.81

田口　徳久 東京都中央区 3,954 23.57

株式会社ティーケーピー 東京都中央区日本橋茅場町３－７－３ 700 4.17

博展従業員持株会 東京都中央区築地１－13－14 417 2.49

谷崎　森吾 東京都江東区 240 1.43

鷲　禎弘 東京都江戸川区 204 1.22

三上　由貴 千葉県市川市 201 1.20

丹野　典子 神奈川県横浜市鶴見区 184 1.10

今森　教仁 神奈川県横浜市中区 172 1.03

石川　一弥 東京都板橋区 166 0.99

計 － 11,238 67.00
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30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   16,774 16,774 （注）

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 16,774 － －

総株主の議決権 － 16,774 －

　（注）　単元株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21年９月30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 － － － － －

　

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21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 45,700 44,000 55,000 55,400 47,500 46,950

最低（円） 40,150 39,300 45,000 43,700 42,500 34,400

　（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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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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。

　なお、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年９月30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２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 571,383 657,449

受取手形 96,856 56,770

売掛金 417,342 528,993

仕掛品 35,868 49,831

原材料及び貯蔵品 756 785

その他 50,541 80,563

貸倒引当金 △1,657 △1,405

流動資産合計 1,171,090 1,372,989

固定資産

有形固定資産 ※1
 197,147

※1
 165,818

無形固定資産 27,693 30,406

投資その他の資産

敷金 114,035 119,085

その他 76,608 70,375

貸倒引当金 △44,306 △41,724

投資その他の資産合計 146,337 147,735

固定資産合計 371,178 343,959

資産合計 1,542,269 1,716,949

負債の部

流動負債

買掛金 105,551 139,626

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 323,885 344,636

未払法人税等 2,846 58,896

賞与引当金 44,546 80,823

その他の引当金 86 19

その他 66,068 78,095

流動負債合計 642,984 702,098

固定負債

長期借入金 246,727 209,983

その他 7,609 8,906

固定負債合計 254,336 218,889

負債合計 897,320 920,987

純資産の部

株主資本

資本金 156,073 156,013

資本剰余金 136,073 136,013

利益剰余金 353,648 505,184

株主資本合計 645,794 797,210

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △845 △1,248

評価・換算差額等合計 △845 △1,248

純資産合計 644,948 795,961

負債純資産合計 1,542,269 1,716,949
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（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20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第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)

売上高 1,660,041 1,597,678

売上原価 1,045,731 1,031,864

売上総利益 614,310 565,814

販売費及び一般管理費 ※1
 570,978

※1
 626,796

営業利益又は営業損失（△） 43,331 △60,982

営業外収益

受取利息 295 39

受取配当金 55 67

賃貸収入 660 660

雑収入 280 350

営業外収益合計 1,292 1,118

営業外費用

支払利息 5,829 4,951

賃貸原価 293 284

雑損失 549 28

営業外費用合計 6,672 5,263

経常利益又は経常損失（△） 37,951 △65,127

特別利益

固定資産売却益 ※2
 182 －

投資有価証券売却益 － 148

特別利益合計 182 148

特別損失

固定資産除却損 ※3
 2,243

※3
 1,960

投資有価証券評価損 1,866 －

特別損失合計 4,109 1,960

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 34,024 △66,939

法人税、住民税及び事業税 9,326 590

法人税等調整額 △197 47,120

法人税等合計 9,128 47,711

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24,895 △114,650
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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20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第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)

売上高 717,299 634,354

売上原価 439,074 415,435

売上総利益 278,224 218,919

販売費及び一般管理費 ※1
 273,404

※1
 295,349

営業利益又は営業損失（△） 4,819 △76,429

営業外収益

受取利息 295 39

受取配当金 10 39

賃貸収入 330 330

雑収入 81 137

営業外収益合計 717 546

営業外費用

支払利息 2,666 2,498

賃貸原価 151 142

雑損失 493 114

営業外費用合計 3,311 2,755

経常利益又は経常損失（△） 2,226 △78,638

特別利益

固定資産売却益 ※2
 182 －

投資有価証券売却益 － 148

特別利益合計 182 148

特別損失

固定資産除却損 ※3
 3

※3
 31

投資有価証券評価損 1,866 －

特別損失合計 1,869 31

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 539 △78,521

法人税、住民税及び事業税 9,058 284

法人税等調整額 △15,923 29,418

法人税等合計 △6,864 29,702

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,404 △108,224
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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20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

34,024 △66,939

減価償却費 12,435 16,873

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,406 2,833

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,290 △36,276

その他の引当金の増減額（△は減少） △166 66

受取利息及び受取配当金 △351 △107

有形固定資産売却損益（△は益） △182 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △148

支払利息 5,829 4,951

固定資産除却損 2,243 1,960

投資有価証券評価損益（△は益） 1,866 －

売上債権の増減額（△は増加） 247,979 71,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,709 13,992

仕入債務の増減額（△は減少） △39,655 △34,074

未払金の増減額（△は減少） △4,430 6,387

未払費用の増減額（△は減少） 763 △9,684

その他 △48,269 △29,693

小計 170,491 △58,294

利息及び配当金の受取額 351 107

利息の支払額 △5,839 △4,931

法人税等の支払額 △69,093 △52,975

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,909 △116,094

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 △4,804 △48,528

有形固定資産の売却による収入 1,485 71

無形固定資産の取得による支出 △886 △3,719

投資有価証券の取得による支出 △607 △617

投資有価証券の売却による収入 － 264

敷金及び保証金の差入による支出 － △5,790

敷金及び保証金の回収による収入 － 9,685

その他 511 514

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,300 △48,119

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） － 100,000

長期借入れによる収入 200,000 190,000

長期借入金の返済による支出 △149,272 △174,007

株式の発行による収入 960 120

配当金の支払額 △32,332 △36,661

その他 △2,990 △1,305

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,364 78,146

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） 107,973 △86,066

現金及び現金同等物の期首残高 746,349 657,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 854,322

※1
 571,383
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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）

　該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第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）

（四半期貸借対照表）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）の適用に伴い、前第２四半期会計期間において、「原材料」、「貯蔵品」として掲記されていたものは、当第

２四半期会計期間は「原材料及び貯蔵品」と一括して掲記しております。なお、当第２四半期会計期間に含まれる

「原材料」、「貯蔵品」は、それぞれ689千円、66千円であります。

　

【簡便な会計処理】

 
当第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）

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。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、81,734千円であり

ます。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、70,655千円であり

ます。

　２．受取手形裏書譲渡高 5,013千円 　２．受取手形裏書譲渡高 9,815千円

　

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第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）

※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。

※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 44,625千円

給料手当 233,600千円　

賞与 3,879千円　

賞与引当金繰入額　 46,988千円　

福利厚生費 46,895千円　

減価償却費 5,795千円　

賃借料 57,803千円　

貸倒引当金繰入額 6,291千円　

役員報酬 44,055千円

給料手当 271,803千円　

賞与引当金繰入額　 25,650千円　

福利厚生費 63,251千円　

減価償却費 6,835千円　

賃借料 48,707千円　

貸倒引当金繰入額 2,833千円　

※２　固定資産売却益の内訳 ―――――

工具、器具及び備品 182千円　 　

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物 1,218千円

工具、器具及び備品 1,024千円　

建物 1,051千円

工具、器具及び備品 908千円　

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第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）

※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。

※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 118,759千円　

賞与引当金繰入額　 14,563千円　

福利厚生費 19,738千円　

減価償却費 3,070千円　

賃借料 29,568千円　

貸倒引当金繰入額 7,254千円　

役員報酬 22,205千円

給料手当 132,008千円　

賞与引当金繰入額　 2,876千円　

福利厚生費 29,294千円　

減価償却費 3,451千円　

賃借料 23,785千円　

貸倒引当金繰入額 1,914千円　

※２　固定資産売却益の内訳 ―――――

工具、器具及び備品 182千円　 　 　

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 3千円　 工具、器具及び備品 31千円　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第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）

※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９月30日現在）

※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21年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 854,322

現金及び現金同等物 854,322

　

 （千円）

現金及び預金勘定 571,383

現金及び現金同等物 571,383

　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　　　16,774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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 36,885 2,200平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金　

　

（リース取引関係）

当第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）

　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて会計処理を行っており、かつ、当該取引残高が、リース解約等により前事業年度の末日に比べて

著しい変動が認められます。
 
（借主側）

　複合機のリース解約を行ったこと等により、減少したリース取引に係る前事業年度末における未経過リース料残高相

当額

１年内 3,172千円

１年超 3,771千円

合計 6,944千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 38,449.29円 １株当たり純資産額 47,474.76円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額 1,502.46円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1,436.94円

１株当たり四半期純損失金額（△） △6,836.67円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失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。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額　
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 24,895 △114,650

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又は

四半期純損失（△）（千円）
24,895 △114,650

期中平均株式数（株） 16,570 16,770

         

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） 756 －

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

――――― ―――――
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前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額 446.24円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
428.31円

１株当たり四半期純損失金額（△） △6,452.94円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失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。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額　
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 7,404 △108,224

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又は

四半期純損失（△）（千円）
7,404 △108,224

期中平均株式数（株） 16,592 16,771

         

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） 695 －

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20年11月12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２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30

日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半

期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11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 井上　秀之　　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

　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

21年４月１日から平成22年３月31日までの第41期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30

日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30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21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半

期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四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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