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1. 平成27年3月期第2四半期の業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

27年3月期第2四半期 4,773 10.1 185 39.2 192 37.7 107 45.4
26年3月期第2四半期 4,336 10.8 133 1,118.5 139 996.2 74 537.4

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

27年3月期第2四半期 19.64 ―
26年3月期第2四半期 13.51 ―

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

27年3月期第2四半期 6,696 3,955 59.1 721.38
26年3月期 6,301 3,895 61.8 710.53
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 3,955百万円 26年3月期 3,895百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成27年 3月期の業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 10,000 2.0 365 4.8 370 3.6 222 10.0 40.49



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
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） 27年3月期2Q 5,703,500 株 26年3月期 5,703,500 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 220,770 株 26年3月期 220,320 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 5,482,828 株 26年3月期2Q 5,483,548 株

※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レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。 
 また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  
 なお、上記業績予想に関する記述は添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。 
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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 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策・日本銀行の金融政策により、企業

収益や雇用・所得環境の改善・企業の設備投資の増加など緩やかな回復基調の動きが見られたものの、

消費税率引き上げに伴う個人消費の落ち込み、円安及び原油高に伴う輸入原材料やエネルギー価格の

上昇、夏場の天候不順等に加え、海外景気の下振れリスクによる不安定要素もあり、先行きは不透明

な状況になっております。 

このような状況下、当社では平成24年度より開始した「中期経営計画Ⅱ」の最終年度として、企

画・制作・運営機能を含む総合的な機能を更に充実させ、収益性の向上に取り組んでおります。 

売上高に関しましては、大型イベントの受注等もあり、総じて順調に推移して増収となりました。 

利益に関しましては、売上高の増加に加え、各種原価低減への取組みが功を奏し、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２四半期累計期間の売上高は4,773百万円（前年同期比10.1％増）、営業利益は

185百万円（前年同期比39.2％増）、経常利益は192百万円（前年同期比37.7％増）、四半期純利益は

107百万円（前年同期比45.4％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。 

〔スポーツ部門〕 

日本陸上競技選手権大会、世界トライアスロンシリーズ横浜大会の継続受注に加え、全国高校総体

開会式、秋の長崎がんばらんば国体・大会のリハーサル及び仮設建築物等の受注増加があり、売上高

は1,289百万円と前年同期比79.6％の増収となりました。 

〔セールスプロモーション部門〕 

展示会並びにセールスプロモーション案件の受注減少により、売上高は920百万円と前年同期比

10.4％の減収となりました。 

〔セレモニー部門〕 

地鎮祭・竣工式等の受注増加により、売上高は907百万円と前年同期比6.9％の増収となりました。 

〔フェスティバル部門〕 

大規模な市民祭等の受注による地域振興イベント等の受注増加や消防救助技術大会の受注により、

売上高は776百万円と前年同期比2.7％の増収となりました。 

〔コンベンション部門〕 

会議イベントは受注が増加したものの、選挙関連案件の実施が当該期間にはなく、売上高は542百

万円と前年同期比21.3％の減収となりました。 

〔レクリエーション部門〕 

運動会・納涼祭等の企業内行事の受注増加により、売上高は313百万円と前年同期比15.2％の増収

となりました。 

〔その他部門〕 

その他の受注が減少し、売上高は23百万円と前年同期比3.4％の減収となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資 産） 

当第２四半期会計期間末の資産は前事業年度末に比べて394百万円増加し、6,696百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金が419百万円減少したことと、受取手形及び売掛金が749百万円増加した

ことによるものであります。 

（負 債） 

当第２四半期会計期間末の負債は前事業年度末に比べて335百万円増加し、2,740百万円となりまし

た。これは主に借入金が517百万円増加したことと、買掛金が16百万円、未払法人税等が42百万円、

賞与引当金が22百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産は前事業年度末に比べて59百万円増加し、3,955百万円となりま

した。これは主に利益剰余金が58百万円増加したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末 

に比べて419百万円減少し、274百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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、支出した資金は 843 百万円（前年同期は資金 583 百万円の支出）となりました。 

これは主に税引前四半期純利益が 192 百万円あったことに加え、売上債権が 768 百万円、たな卸

資産が 75 百万円それぞれ増加し、仕入債務が 16 百万円減少し、法人税等の支払が 105 百万円あっ

たこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、支出した資金は29百万円（前年同期は資金131百万円の獲得）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が17百万円、無形固定資産の取得による支出が13百

万円それぞれあったものの、利息及び配当金の受取額が8百万円あったこと等によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、獲得した資金は 453 百万円（前年同期は資金 159 百万円の支出）となりました。 

これは主に長期借入金の返済による支出が 282 百万円、リース債務返済による支出が 10 百万円、

配当金の支払額が 48 百万円それぞれあったものの、短期借入による収入が 800 百万円あったこと等

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２四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

26年５月13日の「平成26年３月期 決算短信」で公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 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計

基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 

平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退

職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債

務及び勤務費用の計算方法を見直しております。 

 なお、この変更に伴う当第２四半期累計期間の期首の利益剰余金並びに損益に与える影響はあり

ません。 

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。 
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４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 693,749 274,579 

受取手形及び売掛金 1,142,263 1,891,551 

原材料及び貯蔵品 23,400 22,691 

未成請負契約支出金 31,179 106,907 

その他 148,129 126,665 

貸倒引当金 △33,108 △35,434 

流動資産合計 2,005,614 2,386,960 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 374,030 365,716 

土地 3,310,250 3,310,250 

その他（純額） 101,981 92,578 

有形固定資産合計 3,786,262 3,768,544 

無形固定資産 21,370 31,308 

投資その他の資産    

その他 567,800 590,155 

貸倒引当金 △79,483 △80,867 

投資その他の資産合計 488,317 509,287 

固定資産合計 4,295,950 4,309,140 

資産合計 6,301,565 6,696,101 

負債の部    

流動負債    

買掛金 466,214 449,413 

短期借入金 100,000 900,000 

未払法人税等 113,468 70,980 

賞与引当金 129,188 106,735 

1年内返済予定の長期借入金 531,214 409,656 

その他 487,335 386,165 

流動負債合計 1,827,421 2,322,951 

固定負債    

長期借入金 390,162 229,708 

退職給付引当金 73,708 74,878 

役員退職慰労引当金 53,662 58,837 

資産除去債務 42,402 42,505 

その他 18,262 12,108 

固定負債合計 578,198 418,038 

負債合計 2,405,619 2,740,989 

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 446,161 504,497 

自己株式 △62,604 △62,738 

株主資本合計 3,909,629 3,967,830 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 △13,683 △12,718 

評価・換算差額等合計 △13,683 △12,718 

純資産合計 3,895,946 3,955,112 

負債純資産合計 6,301,565 6,696,101 
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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25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 4,336,449 4,773,683 

売上原価 2,991,420 3,307,869 

売上総利益 1,345,029 1,465,814 

販売費及び一般管理費    

給料及び手当 636,889 667,162 

賞与引当金繰入額 43,070 55,382 

その他 531,502 557,368 

販売費及び一般管理費合計 1,211,462 1,279,913 

営業利益 133,566 185,900 

営業外収益    

受取配当金 11,317 8,261 

貸倒引当金戻入額 749 － 

その他 3,374 4,796 

営業外収益合計 15,441 13,058 

営業外費用    

支払利息 7,260 5,091 

支払手数料 2,000 － 

貸倒引当金繰入額 － 1,384 

営業外費用合計 9,260 6,476 

経常利益 139,747 192,483 

特別利益    

投資有価証券売却益 11,144 － 

特別利益合計 11,144 － 

特別損失    

投資有価証券売却損 22,770 － 

固定資産除却損 141 413 

特別損失合計 22,911 413 

税引前四半期純利益 127,979 192,070 

法人税、住民税及び事業税 29,248 62,976 

法人税等調整額 24,664 21,409 

法人税等合計 53,912 84,385 

四半期純利益 74,067 107,684 
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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25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 127,979 192,070 

減価償却費 37,112 32,046 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,928 3,710 

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,204 △22,452 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,266 1,169 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,175 5,175 

受取利息及び受取配当金 △11,380 △8,297 

支払利息 7,260 5,085 

投資有価証券売却損益（△は益） 11,626 － 

固定資産除却損 141 413 

売上債権の増減額（△は増加） △261,974 △768,867 

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,155 △75,019 

仕入債務の増減額（△は減少） △93,373 △16,800 

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,270 29,224 

保険積立金の増減額（△は増加） △11,728 △11,676 

長期未払金の増減額（△は減少） △29,213 △25,988 

その他 △91,624 △78,200 

小計 △485,434 △738,408 

法人税等の支払額 △98,539 △105,121 

営業活動によるキャッシュ・フロー △583,973 △843,530 

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 △12,760 △17,266 

無形固定資産の取得による支出 △1,418 △13,154 

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 126,306 － 

貸付けによる支出 △500 － 

貸付金の回収による収入 2,775 1,190 

利息及び配当金の受取額 11,382 8,300 

敷金及び保証金の差入による支出 △188 △12,247 

敷金及び保証金の回収による収入 6,154 4,113 

投資活動によるキャッシュ・フロー 131,750 △29,062 

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） － 800,000 

長期借入れによる収入 300,000 － 

長期借入金の返済による支出 △406,482 △282,012 

自己株式の取得による支出 △140 △134 

利息の支払額 △7,332 △5,298 

リース債務の返済による支出 △13,267 △10,139 

配当金の支払額 △32,730 △48,993 

財務活動によるキャッシュ・フロー △159,953 453,423 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △612,176 △419,169 

現金及び現金同等物の期首残高 1,033,429 693,749 

現金及び現金同等物の四半期末残高 421,253 274,579 
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（４）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。 

 

 

５．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セグメントであります。

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 

当第２四半期累計期間 

（自 平成26年４月１日 

   至 平成26年９月30日） 

金  額 前年同期比 

スポーツ ゴルフ・国体・インターハイ 1,289,744 179.6

セールスプロモーション 展示会・見本市 920,417 89.6

セレモニー 地鎮祭・竣工式 907,854 106.9

フェスティバル 市民祭・産業祭 776,099 102.7

コンベンション 記念式典・会議 542,723 78.7

レクリエーション 運動会・納涼祭 313,182 115.2

その他 資材の貸出 23,661 96.6

合  計  4,773,683 110.1

 

    （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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