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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年6月期第1四半期 3,108 18.9 254 43.0 257 40.8 142 31.0
24年6月期第1四半期 2,615 16.3 178 265.3 183 265.8 108 2,159.3

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 ―百万円 （―％） 24年6月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

25年6月期第1四半期 12.52 ―
24年6月期第1四半期 9.52 ―

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

25年6月期第1四半期 8,819 5,123 58.1 449.37
24年6月期 9,389 5,193 55.3 455.58
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  5,121百万円 24年6月期  5,192百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年6月期 ― 13.00 ― 19.00 32.00
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 14.00 ― 14.00 28.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 6,557 △4.0 427 △23.1 429 △23.8 241 △18.9 21.16
通期 12,650 △9.2 826 △15.1 831 △15.9 463 △8.9 40.62



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報を基に作成しており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。な
お、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期1Q 12,242,274 株 24年6月期 12,242,274 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 845,189 株 24年6月期 845,189 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 11,397,085 株 24年6月期1Q 11,397,175 株
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当社は、平成24年12月７日付「不適切な会計処理に関する社内調査結果について」でお知らせしまし

たとおり、平成24年６月期以前の決算を訂正しております。以下の記載における前年同期との比較はす

べて訂正後の四半期連結財務諸表等に基づくものです。なお、本件が当期の業績に与える影響は軽微で

あります。 

当第１四半期のわが国経済は、復興関連需要などから国内需要が堅調に推移する中で緩やかな回復の

兆しが見られたたものの、欧州債務危機の再燃や、長期化する円高により依然として先行き不透明とな

っております。 

当社グループの属する広告業界におきましては、大手広告代理店の第１四半期（４～６月）は、震災

の反動増もあり、前年同期比で堅調に推移しましたが、第２四半期（７～９月）におきましては景気の

先行き不透明感から、広告需要に減速感が見え始めました。 

当社グループの事業領域であるプロモーション領域におきましても、その傾向は同様であります。 

このような事業環境の中ではありましたが、震災の影響により厳しい状況となった前年同期からの反

動増もあり、当第１四半期連結累計期間の売上高は31億８百万円（前年同四半期比18.9％増）、営業利

益は２億54百万円（前年同四半期比43.0％増）、経常利益は２億57百万円（前年同四半期比40.8％

増）、四半期純利益は１億42百万円（前年同四半期比31.0％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億70百万円減少し、88億19百万

円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億２百万円減少の74億72百万円となりました。これは主に、

未成業務支出金が３億円増加しましたが、現金及び預金が４億14百万円、受取手形及び売掛金が１億93

百万円、未収入金が１億78百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ92百万円減少の13億46百万円となりました。 

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ３百万円減少の72百万円となりました。こ

れは主に、減価償却によるものであります。 

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少の40百万円となりました。これは主に、減価

償却によるものであります。 

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ84百万円減少の12億33百万円となりました。これは主

に、長期繰延税金資産が90百万円、その他が４百万円減少しましたが、保険積立金が６百万円、投資有

価証券が４百万円増加したこと等によるものであります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ５億２百万円減少の33億44百万円となりました。これは主に、

その他が43百万円、賞与引当金が39百万円増加しましたが、未払法人税等が４億95百万円、買掛金が１

億２百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加の３億51百万円となりました。これは主に、役員

退職慰労引当金が３百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少の51億23百万円となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金が３百万円増加しましたが、利益剰余金が73百万円減少したこと等によるものであ

ります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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第２四半期のわが国経済は、欧州の債務危機や、中国を中心としたアジア経済の減速による国内企業

の輸出減少等により景気は後退局面に入っており、国内の広告市場の先行きも減速感が見られます。 

こうした状況を鑑み、連結業績予想につきましては、平成24年８月６日公表の業績予想から変更して

おりません。 

配当につきましては、中間配当金を１株につき14円、期末配当金を14円、通期で28円を予定しており、

平成24年８月６日の公表から変更はありません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社グループは、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（４）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

前連結会計年度
(平成24年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,392,565 978,497

受取手形及び売掛金 ※2 2,350,008 ※2 2,156,389

未成業務支出金 264,506 564,681

未収入金 ※1 3,768,727 ※1 3,589,741

前払費用 36,586 34,914

繰延税金資産 118,085 114,069

その他 20,295 34,651

流動資産合計 7,950,775 7,472,945

固定資産

有形固定資産 75,875 72,565

無形固定資産 44,578 40,397

投資その他の資産

投資有価証券 530,982 535,665

保険積立金 313,307 319,854

繰延税金資産 237,679 147,614

敷金及び保証金 228,075 226,525

その他 8,410 3,910

投資その他の資産合計 1,318,455 1,233,570

固定資産合計 1,438,909 1,346,534

資産合計 9,389,684 8,819,479

負債の部

流動負債

買掛金 1,729,079 1,626,707

短期借入金 840,000 840,000

未払法人税等 509,443 13,493

賞与引当金 16,690 55,755

役員賞与引当金 － 13,162

その他 712,231 755,768

流動負債合計 3,807,444 3,304,888

固定負債

退職給付引当金 172,022 171,756

役員退職慰労引当金 174,306 177,687

その他 41,990 41,990

固定負債合計 388,319 391,433

負債合計 4,195,763 3,696,322
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 948,994 948,994

資本剰余金 1,027,376 1,027,376

利益剰余金 3,728,359 3,654,475

自己株式 △470,279 △470,279

株主資本合計 5,234,452 5,160,567

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,500 7,516

土地再評価差額金 △46,614 △46,614

その他の包括利益累計額合計 △42,114 △39,098

新株予約権 1,582 1,688

純資産合計 5,193,920 5,123,157

負債純資産合計 9,389,684 8,819,479
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 ※1 2,615,504 ※1 3,108,491

売上原価 2,255,958 2,663,386

売上総利益 359,546 445,105

販売費及び一般管理費 181,329 190,258

営業利益 178,217 254,846

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 4,201 4,201

有価証券利息 877 877

雑収入 1,393 659

営業外収益合計 6,473 5,738

営業外費用

支払利息 1,439 1,439

売上債権売却損 217 1,440

営業外費用合計 1,657 2,880

経常利益 183,033 257,705

特別利益

関係会社株式売却益 17,176 －

特別利益合計 17,176 －

特別損失

会員権評価損 － 4,500

特別損失合計 － 4,500

税金等調整前四半期純利益 200,210 253,205

法人税、住民税及び事業税 75,504 18,131

法人税等調整額 15,809 92,413

法人税等合計 91,313 110,545

少数株主損益調整前四半期純利益 108,896 142,659

四半期純利益 108,896 142,659
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 108,896 142,659

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △50,202 3,015

その他の包括利益合計 △50,202 3,015

四半期包括利益 58,693 145,675

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 58,693 145,675
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該当事項はありません。 

  

  

当社連結グループは同一セグメントに属するイベントの「企画」・「制作」・「運営」・「演出」

及びそれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

 カテゴリー別売上高 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

 （１）販売の状況

カテゴリー
前連結会計年度

（自 平成23年７月１日 
    至 平成23年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成24年７月１日 

    至 平成24年９月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

前年比
（％）

制作売上高

博展 － － － － －

文化／スポーツ － － 67,544 2.2 －

広報 559,585 21.4 1,012,141 32.5 80.9

販促 1,759,402 67.3 1,802,193 58.0 2.7

制作物 277,164 10.6 208,671 6.7 △ 24.7

小計 2,596,151 99.3 3,090,551 99.4 19.2

企画売上高 19,353 0.7 17,917 0.6 △ 7.4

合計 2,615,504 100.0 3,108,468 100.0 19.0
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