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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41期
第３四半期
累計期間

第40期
第３四半期
会計期間

第41期
第３四半期
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
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 2,863,6272,537,1611,203,585939,4833,565,192

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
138,359△104,663 100,408△39,536 155,169

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
64,702△155,294 39,806 △40,643 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） － － 783,789 603,952 795,961

総資産額（千円） － － 1,898,0981,388,6741,716,949

１株当たり純資産額（円） － － 47,216.2236,005.2647,474.76

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）

3,902.47△9,259.532,398.01△2,423.024,504.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
3,742.81 － 2,328.11 － 4,328.77

１株当たり配当額（円） － － － － 2,200

自己資本比率（％） － － 41.3 43.5 46.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△141,247△209,655 － － 113,644

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△48,571 △59,301 － － △51,898

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
118,357 △9,910 － － △150,646

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 674,887 378,582 657,449

従業員数（人） － － 187 214 183

　（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３四半期累計期間及び第41期第３四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21年12月31日現在

従業員数（人） 214(1)

　（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。

 

EDINET提出書類

株式会社博展(E05737)

四半期報告書

 3/26



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

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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 1,032,182 99.8 765,785 89.0

合計 1,032,182 99.8 765,785 89.0

　（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21年10月１日
至　平成21年12月31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）
939,483 78.1

合計（千円） 939,483 78.1

　（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３四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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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３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）におけるわが国経済は、アジア向けを中心と

した輸出の増加や経済対策の効果等により、一部の経済指標に改善の兆しはあるものの、本格的な景気回復にはほど

遠く、企業収益の低迷を背景とした設備投資の抑制、雇用情勢の悪化に加え、円高、デフレの進行など、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は依然として強く、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。さらに、日本ではまだ本格的に導入されていないデザイン性に優れたシステム部材を

海外から新たに購入し、新規顧客の獲得や既存顧客の深耕に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３四半期会計期間の売上高は９億39百万円（前年同四半期比21.9％減）、営業損益は、信用不安の

ある一部の売掛債権に対する貸倒引当金繰入額の計上等により営業損失37百万円（前年同四半期は営業利益１億３

百万円）、経常損失は39百万円（前年同四半期は経常利益１億円）、四半期純損失は40百万円（前年同四半期は四半

期純利益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21年10月１日　至　平成21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１億92百万円減少し、当第３四半期会計期間末には、３億78百万円とな

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93百万円（前年同四半期は２億37百万円の使用）となりました。

　これは主に、税引前四半期純損失39百万円及び売上債権の増加額97百万円が、貸倒引当金の増加額47百万円を上

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11百万円（前年同四半期は44百万円の使用）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12百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は88百万円（前年同四半期は１億１百万円の獲得）となりました。

　これは主に、短期借入金の純減少額50百万円及び長期借入金の返済による支出１億17百万円が、長期借入れによる

収入80百万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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月15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22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21年12月31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３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31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10月１日～

平成21年12月31日
－ 16,774 － 156,073 － 136,073

 

（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21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21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   16,774 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21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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 45,70044,00055,00055,40047,50046,95039,30037,20031,050

最低（円） 40,15039,30045,00043,70042,50034,40033,00027,22027,000

　（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。

（1）新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数（株）

就任年月
日

監査役 　 瀬戸　仲男
昭和31年４月
６日生

平成８年４月 弁護士登録
（東京弁護士会）　

平成８年４月 腰塚法律事務所入所
平成９年10月瀬戸綜合法律事務所設

立　
平成15年７月アルティ法律事務所設

立
（事務所名称変更、現
任）　

平成21年12月当社監査役（現任）

 （注） －
平成21年
12月31日

（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成23年３月期に係る定時株主

総会の終結の時までであります。

　

（2）退任役員　

役名 職名 氏名 退任年月日
監査役  阿久津　操 平成21年12月31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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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）及び前第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

表並びに当第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21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21年12月31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 378,582 657,449

受取手形 ※2
 74,429 56,770

売掛金 537,739 528,993

仕掛品 29,723 49,831

原材料及び貯蔵品 1,160 785

その他 45,872 80,563

貸倒引当金 △49,189 △1,405

流動資産合計 1,018,318 1,372,989

固定資産

有形固定資産 ※1
 199,073

※1
 165,818

無形固定資産 25,555 30,406

投資その他の資産

敷金 113,558 119,085

その他 76,861 70,375

貸倒引当金 △44,692 △41,724

投資その他の資産合計 145,726 147,735

固定資産合計 370,356 343,959

資産合計 1,388,674 1,716,949

負債の部

流動負債

買掛金 91,805 139,626

短期借入金 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 273,029 344,636

未払法人税等 1,585 58,896

賞与引当金 27,686 80,823

その他の引当金 78 19

その他 73,351 78,095

流動負債合計 517,537 702,098

固定負債

長期借入金 260,257 209,983

その他 6,928 8,906

固定負債合計 267,185 218,889

負債合計 784,722 920,987

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 313,004 505,184

株主資本合計 605,150 797,210

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,198 △1,248

評価・換算差額等合計 △1,198 △1,248

純資産合計 603,952 795,961

負債純資産合計 1,388,674 1,716,949
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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20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 2,863,627 2,537,161

売上原価 1,836,989 1,678,229

売上総利益 1,026,638 858,932

販売費及び一般管理費 ※1
 879,649

※1
 957,260

営業利益又は営業損失（△） 146,988 △98,327

営業外収益

受取利息 295 41

受取配当金 97 74

賃貸収入 990 990

雑収入 461 548

営業外収益合計 1,844 1,654

営業外費用

支払利息 8,890 7,525

賃貸原価 436 426

雑損失 1,146 38

営業外費用合計 10,473 7,990

経常利益又は経常損失（△） 138,359 △104,663

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
 2,246

※3
 2,008

投資有価証券評価損 2,151 －

特別損失合計 4,397 2,008

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 134,144 △106,523

法人税、住民税及び事業税 38,863 1,650

法人税等調整額 30,578 47,120

法人税等合計 69,442 48,770

四半期純利益又は四半期純損失（△） 64,702 △155,294
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 1,203,585 939,483

売上原価 791,258 646,364

売上総利益 412,327 293,118

販売費及び一般管理費 ※1
 308,670

※1
 330,464

営業利益又は営業損失（△） 103,657 △37,345

営業外収益

受取利息 － 1

受取配当金 41 7

賃貸収入 330 330

雑収入 180 197

営業外収益合計 552 535

営業外費用

支払利息 3,061 2,574

賃貸原価 142 142

雑損失 597 10

営業外費用合計 3,801 2,726

経常利益又は経常損失（△） 100,408 △39,536

特別損失

固定資産除却損 ※2
 3

※2
 47

投資有価証券評価損 285 －

特別損失合計 288 47

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 100,120 △39,583

法人税、住民税及び事業税 29,537 1,059

法人税等調整額 30,775 －

法人税等合計 60,313 1,059

四半期純利益又は四半期純損失（△） 39,806 △40,643
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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３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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又は税引前四半期純損失
（△）

134,144 △106,523

減価償却費 20,501 27,512

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,226 50,751

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,416 △53,136

その他の引当金の増減額（△は減少） △26 59

受取利息及び受取配当金 △393 △116

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 8,890 7,525

固定資産除却損 2,246 2,008

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 △26,404

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,552 19,734

仕入債務の増減額（△は減少） △47,782 △47,821

未払金の増減額（△は減少） △3,582 △7,068

未払費用の増減額（△は減少） 10,807 1,063

その他 △31,968 △15,587

小計 △51,471 △148,152

利息及び配当金の受取額 393 116

利息の支払額 △9,066 △7,318

法人税等の支払額 △81,102 △54,300

営業活動によるキャッシュ・フロー △141,247 △209,655

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 △60,870

有形固定資産の売却による収入 1,711 71

無形固定資産の取得による支出 △1,466 △4,039

投資有価証券の取得による支出 △922 △917

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 △15,523 △6,241

敷金及び保証金の回収による収入 － 11,659

その他 771 771

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,571 △59,301

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 50,000

長期借入れによる収入 200,000 270,000

長期借入金の返済による支出 △247,205 △291,333

株式の発行による収入 960 120

配当金の支払額 △32,406 △36,734

その他 △2,990 △1,962

財務活動によるキャッシュ・フロー 118,357 △9,910

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 △278,867

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
 674,887

※1
 378,582
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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21年４月１日　至　平成21年12月31日）

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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３四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

３四半期会計期間は「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３四半期会計期間に含まれる

「原材料」、「貯蔵品」は、それぞれ1,099千円、60千円であります。

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。
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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21年12月31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、89,899千円であり

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。

※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。

―――――

受取手形 11,583千円 　

　３．受取手形裏書譲渡高 9,917千円 　３．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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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　

※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 62,540千円

　　　給料手当 400,564千円　

　　　賞与 29,796千円　

　　　賞与引当金繰入額　 12,977千円　

　　　福利厚生費 96,644千円　

　　　減価償却費 10,288千円　

　　　賃借料 72,401千円　

　　　貸倒引当金繰入額 50,751千円　

※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

　　　建物 1,218千円

　　　工具、器具及び備品 1,027千円　

※３　固定資産除却損の内訳

　　　建物 1,051千円

　　　工具、器具及び備品 956千円　

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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　

※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 18,485千円

　　　給料手当

　　　賞与

128,761千円

4,146千円

　　　賞与引当金繰入額　 12,977千円　

　　　福利厚生費 33,392千円　

　　　減価償却費 3,453千円　

　　　賃借料 23,694千円　

　　　貸倒引当金繰入額 47,917千円　

※２　固定資産除却損の内訳

　　　工具、器具及び備品 3千円　

※２　固定資産除却損の内訳

　　　工具、器具及び備品 47千円　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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）

※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12月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定 674,887

現金及び現金同等物 674,887

 

現金及び預金勘定 378,582

現金及び現金同等物 378,582

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

12月31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３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 36,005.26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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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株当たり四半期純損失金額（△） △9,259.53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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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） 64,702 △155,294

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）
64,702 △155,294

期中平均株式数（株） 16,580 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） 707 －

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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

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

１株当たり四半期純損失金額（△） △2,423.02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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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） 39,806 △40,643

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）
39,806 △40,643

期中平均株式数（株） 16,600 16,774

         

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） 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。

 

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月15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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31

日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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