
 

平成 24 年 12 月 7 日 

 

各  位  
        会 社 名  株式会社テー・オー・ダブリュー 

代表者名 代表取締役社長兼 
       最高執行責任者（COO） 江草 康二 

         (コード番号：4767 東証第一部） 
問合せ先  常務取締役兼執行役員管理本部長 

木村 元 
  ＴＥＬ   03－5777－1888 

 
 
 

（訂正）「平成 22 年６月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成 22 年５月７日に発表しました「平成 22 年６月期 第３四半期決算短信」について

訂正がありましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１． 訂正の経緯 

訂正の経緯につきましては、平成 24 年 11 月 13 日付「不適切な会計処理の判明および

平成 25 年６月期第１四半期報告書提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）へ

の指定見込みに関するお知らせ」および、本日付「不適切な会計処理に関する社内調

査結果についてのお知らせ」にて開示しておりますので、ご参照ください。 

 

２． 訂正内容 

訂正箇所には下線を付して表示しております。 
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 【サマリー情報】 

（訂正前） 

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

（訂正後） 

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 

 
  

1. 平成22年６月期第３四半期の連結業績（平成21年７月１日～平成22年３月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

22年６月期第３四半期 9,507 △6.3 487 △51.8 486 △51.6 254 △44.1
21年６月期第３四半期 10,141 － 1,011 － 1,005 － 455 －

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

22年６月期第３四半期 22 11 －
21年６月期第３四半期 39 35 －

 (2) 連結財政状態

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

22年６月期第３四半期 7,995 5,070 63.4 440 38
21年６月期 9,093 5,175 56.9 449 52

(参考) 自己資本 22年６月期第３四半期 5,069百万円 21年６月期 5,174百万円

1. 平成22年６月期第３四半期の連結業績（平成21年７月１日～平成22年３月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

22年６月期第３四半期 9,494 △6.4 457 △54.8 455 △54.7 236 △48.1
21年６月期第３四半期 10,141 － 1,011 － 1,005 － 455 －

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

22年６月期第３四半期 20 53 －
21年６月期第３四半期 39 35 －

 (2) 連結財政状態

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

22年６月期第３四半期 7,962 5,039 63.3 437 73
21年６月期 9,091 5,162 56.8 448 46

(参考) 自己資本 22年６月期第３四半期 5,039百万円 21年６月期 5,162百万円
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【訂正箇所：３ページ目】 

（訂正前） 

～（略）～ 

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は25億41百万円（前年同四半期比14.9％減）、営業利
益は88百万円（前年同四半期比66.5％減）、経常利益は85百万円（前年同四半期比67.1％減）、四半期
純利益は37百万円（前年同四半期比73.7％減）となりました。 

  

（訂正後） 

～（略）～ 

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は25億50百万円（前年同四半期比14.5％減）、営業利
益は69百万円（前年同四半期比73.7％減）、経常利益は66百万円（前年同四半期比74.4％減）、四半期
純利益は26百万円（前年同四半期比81.5％減）となりました。 

  

（訂正前） 

当第３四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10億97百万円減少し、79億95百万
円となりました。 
流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億28百万円減少の66億32百万円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金が８億74百万円、現金及び預金が３億57百万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２億31百万円増加の13億63百万円となりました。 
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14百万円減少の１億25百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産の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41百万円増加の76百万円となりました。これは主に、新シ

ステムの開発に係る支出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２億３百万円増加の11億61百万円となりました。これ

は主に、投資有価証券が１億49百万円、保険積立金が31百万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10億61百万円減少の25億98百万円となりました。これは主に、

買掛金が６億72百万円、未払法人税等が３億61百万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68百万円増加の３億27百万円となりました。これは主に、役員

退職慰労引当金が50百万円、退職給付引当金が17百万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１億４百万円減少の50億70百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が１億13百万円減少したこと等によるものであります。 
  

キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結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、第２四半期連

結会計期間末に比べて２億９百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末は、15億84百万円となりまし
た。当第３四半期連結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) 
営業活動の結果得られた資金は１億36百万円（前年同四半期は５億32百万円の使用）となりました。

これは主に、仕入債務の減少額が４億６百万円、法人税等の支払額が１億33百万円ありましたが、未収
入金の減少額が６億70百万円あったこと等によるものであります。 

～（略）～ 

  

（訂正後） 

当第３四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11億28百万円減少し、79億62百万
円となりました。 
流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億71百万円減少の65億78百万円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金が８億90百万円、現金及び預金が３億57百万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２億43百万円増加の13億84百万円となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

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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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14百万円減少の１億25百万円となりまし
た。これは主に、有形固定資産の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41百万円増加の76百万円となりました。これは主に、新シ

ステムの開発に係る支出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２億15百万円増加の11億81百万円となりました。これ

は主に、投資有価証券が１億49百万円、繰延税金資産が36百万円、保険積立金が31百万円増加したこと
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10億73百万円減少の25億95百万円となりました。これは主に、

買掛金が６億81百万円、未払法人税等が３億61百万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68百万円増加の３億27百万円となりました。これは主に、役員

退職慰労引当金が50百万円、退職給付引当金が17百万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１億23百万円減少の50億39百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が１億32百万円減少したこと等によるものであります。 
  

キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結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、第２四半期連

結会計期間末に比べて２億９百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末は、15億84百万円となりまし
た。当第３四半期連結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) 
営業活動の結果得られた資金は１億36百万円（前年同四半期は５億32百万円の使用）となりました。

これは主に、仕入債務の減少額が３億97百万円、法人税等の支払額が１億33百万円ありましたが、未収
入金の減少額が６億70百万円あったこと等によるものであります。 

～（略）～ 
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【訂正箇所：５ページ目】 

（訂正前） 

5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,584,603 1,942,512

受取手形及び売掛金 2,179,150 3,053,467

未成業務支出金 346,431 329,753

未収入金 ※2 2,445,289 ※2 2,520,403

前払費用 33,130 18,021

繰延税金資産 33,949 86,821

その他 10,140 10,699

流動資産合計 6,632,696 7,961,680

固定資産

有形固定資産 ※1 125,645 ※1 139,667

無形固定資産 76,414 34,575

投資その他の資産

投資有価証券 329,376 180,221

保険積立金 365,456 334,179

繰延税金資産 189,912 165,737

再評価に係る繰延税金資産 18,972 18,972

敷金及び保証金 248,915 250,157

その他 8,410 8,560

投資その他の資産合計 1,161,043 957,827

固定資産合計 1,363,103 1,132,069

資産合計 7,995,799 9,093,750

負債の部

流動負債

買掛金 1,286,424 1,958,683

短期借入金 840,000 840,000

未払法人税等 58,000 419,456

賞与引当金 55,731 21,214

役員賞与引当金 2,639 －

その他 355,499 420,104

流動負債合計 2,598,296 3,659,457

固定負債

退職給付引当金 143,741 126,481

役員退職慰労引当金 183,587 132,680

固定負債合計 327,328 259,162

負債合計 2,925,624 3,918,620
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６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 3,613,975 3,727,814

自己株式 △470,140 △470,117

株主資本合計 5,120,206 5,234,068

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △23,022 △31,612

土地再評価差額金 △27,642 △27,642

評価・換算差額等合計 △50,664 △59,255

新株予約権 633 316

純資産合計 5,070,174 5,175,129

負債純資産合計 7,995,799 9,093,750
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 ※2 10,141,713 ※2 9,507,374

売上原価 8,503,948 8,379,615

売上総利益 1,637,765 1,127,758

販売費及び一般管理費 ※1 626,712 ※1 639,940

営業利益 1,011,053 487,817

営業外収益

受取利息 8 6

受取配当金 11 8

保険返戻金 6,613 －

役員報酬返納額 － 6,360

雑収入 4,179 3,640

営業外収益合計 10,813 10,015

営業外費用

支払利息 8,690 7,238

売上債権売却損 3,679 4,004

雑損失 4,042 124

営業外費用合計 16,411 11,367

経常利益 1,005,454 486,465

特別損失

投資有価証券評価損 26,852 5,039

本社移転費用 1,987 －

特別損失合計 28,840 5,039

税金等調整前四半期純利益 976,614 481,426

法人税、住民税及び事業税 415,361 204,086

過年度法人税等 92,000 －

法人税等調整額 14,121 22,800

法人税等合計 521,482 226,886

四半期純利益 455,131 254,539
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 ※2 2,985,221 ※2 2,541,064

売上原価 2,508,392 2,261,945

売上総利益 476,829 279,118

販売費及び一般管理費 ※1 214,063 ※1 191,005

営業利益 262,766 88,113

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 1 1

出資金運用益 569 －

保険事務手数料 391 437

雑収入 387 597

営業外収益合計 1,351 1,039

営業外費用

支払利息 2,848 2,277

売上債権売却損 － 1,004

雑損失 532 99

営業外費用合計 3,380 3,381

経常利益 260,737 85,771

特別損失

投資有価証券評価損 532 5,039

本社移転費用 1,987 －

特別損失合計 2,520 5,039

税金等調整前四半期純利益 258,216 80,731

法人税、住民税及び事業税 123,898 53,665

法人税等調整額 △9,549 △10,750

法人税等合計 114,349 42,915

四半期純利益 143,867 37,816
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 976,614 481,426

減価償却費 24,957 36,456

のれん償却額 － 350

株式報酬費用 211 316

出資金運用損益（△は益） △427 △437

保険返戻金 △6,613 －

保険解約損益（△は益） 2,725 △89

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,666 34,517

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 25,112 2,639

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,856 17,259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,470 50,906

受取利息及び受取配当金 △20 △15

支払利息 8,690 7,238

投資有価証券評価損益（△は益） 26,852 5,039

売上債権の増減額（△は増加） 333,774 874,316

未収入金の増減額（△は増加） △518,011 75,113

たな卸資産の増減額（△は増加） △390,276 △12,942

その他の流動資産の増減額（△は増加） 26,490 △18,459

仕入債務の増減額（△は減少） △184,599 △672,258

その他の流動負債の増減額（△は減少） 32,422 7,558

小計 440,894 888,936

利息及び配当金の受取額 20 15

利息の支払額 △5,846 △5,020

移転費用の支払額 － △42,948

法人税等の支払額 △600,397 △559,960

過年度法人税等の支払額 △89,842 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △255,170 281,022

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 △1,223 △63,439

無形固定資産の取得による支出 △22,505 △16,804

事業譲受による支出 － △21,563

投資有価証券の取得による支出 △7,574 △140,563

敷金及び保証金の差入による支出 △229,380 △430

出資金の分配による収入 1,208 1,289

従業員に対する貸付金の回収による収入 275 325

その他の支出 △29,630 △31,711

その他の収入 52,098 2,195

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,732 △270,702
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000 100,000

短期借入金の返済による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 △54,344 △23

配当金の支払額 △323,433 △368,204

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,778 △368,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △769,681 △357,908

現金及び現金同等物の期首残高 1,579,121 1,942,512

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 809,440 ※1 1,584,603
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（訂正後） 

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,584,603 1,942,512

受取手形及び売掛金 2,143,844 3,034,574

未成業務支出金 325,620 336,214

未収入金 ※2 2,445,289 ※2 2,520,403

前払費用 33,130 18,021

繰延税金資産 33,949 86,821

その他 12,343 12,057

流動資産合計 6,578,782 7,950,605

固定資産

有形固定資産 ※1 125,645 ※1 139,667

無形固定資産 76,414 34,575

投資その他の資産

投資有価証券 329,376 180,221

保険積立金 365,456 334,179

繰延税金資産 210,855 174,161

再評価に係る繰延税金資産 18,972 18,972

敷金及び保証金 248,915 250,157

その他 8,410 8,560

投資その他の資産合計 1,181,985 966,251

固定資産合計 1,384,045 1,140,494

資産合計 7,962,827 9,091,100

負債の部

流動負債

買掛金 1,283,965 1,965,787

短期借入金 840,000 840,000

未払法人税等 58,000 419,456

賞与引当金 55,731 21,214

役員賞与引当金 2,639 －

その他 355,499 422,624

流動負債合計 2,595,837 3,669,082

固定負債

退職給付引当金 143,741 126,481

役員退職慰労引当金 183,587 132,680

固定負債合計 327,328 259,162

負債合計 2,923,165 3,928,244
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６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 3,583,462 3,715,540

自己株式 △470,140 △470,117

株主資本合計 5,089,693 5,221,793

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △23,022 △31,612

土地再評価差額金 △27,642 △27,642

評価・換算差額等合計 △50,664 △59,255

新株予約権 633 316

純資産合計 5,039,661 5,162,855

負債純資産合計 7,962,827 9,091,100
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 ※2 10,141,713 ※2 9,494,142

売上原価 8,503,948 8,397,140

売上総利益 1,637,765 1,097,001

販売費及び一般管理費 ※1 626,712 ※1 639,940

営業利益 1,011,053 457,060

営業外収益

受取利息 8 6

受取配当金 11 8

保険返戻金 6,613 －

役員報酬返納額 － 6,360

雑収入 4,179 3,640

営業外収益合計 10,813 10,015

営業外費用

支払利息 8,690 7,238

売上債権売却損 3,679 4,004

雑損失 4,042 124

営業外費用合計 16,411 11,367

経常利益 1,005,454 455,709

特別損失

投資有価証券評価損 26,852 5,039

本社移転費用 1,987 －

特別損失合計 28,840 5,039

税金等調整前四半期純利益 976,614 450,669

法人税、住民税及び事業税 415,361 204,086

過年度法人税等 92,000 －

法人税等調整額 14,121 10,282

法人税等合計 521,482 214,369

四半期純利益 455,131 236,300
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 ※2 2,985,221 ※2 2,550,975

売上原価 2,508,392 2,290,849

売上総利益 476,829 260,126

販売費及び一般管理費 ※1 214,063 ※1 191,005

営業利益 262,766 69,120

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 1 1

出資金運用益 569 －

保険事務手数料 391 437

雑収入 387 597

営業外収益合計 1,351 1,039

営業外費用

支払利息 2,848 2,277

売上債権売却損 － 1,004

雑損失 532 99

営業外費用合計 3,380 3,381

経常利益 260,737 66,778

特別損失

投資有価証券評価損 532 5,039

本社移転費用 1,987 －

特別損失合計 2,520 5,039

税金等調整前四半期純利益 258,216 61,738

法人税、住民税及び事業税 123,898 53,665

法人税等調整額 △9,549 △18,480

法人税等合計 114,349 35,184

四半期純利益 143,867 26,553
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 976,614 450,669

減価償却費 24,957 36,456

のれん償却額 － 350

株式報酬費用 211 316

出資金運用損益（△は益） △427 △437

保険返戻金 △6,613 －

保険解約損益（△は益） 2,725 △89

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,666 34,517

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 25,112 2,639

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,856 17,259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,470 50,906

受取利息及び受取配当金 △20 △15

支払利息 8,690 7,238

投資有価証券評価損益（△は益） 26,852 5,039

売上債権の増減額（△は増加） 333,774 890,729

未収入金の増減額（△は増加） △518,011 75,113

たな卸資産の増減額（△は増加） △390,276 14,328

その他の流動資産の増減額（△は増加） 26,490 △19,304

仕入債務の増減額（△は減少） △184,599 △681,821

その他の流動負債の増減額（△は減少） 32,422 5,038

小計 440,894 888,936

利息及び配当金の受取額 20 15

利息の支払額 △5,846 △5,020

移転費用の支払額 － △42,948

法人税等の支払額 △600,397 △559,960

過年度法人税等の支払額 △89,842 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △255,170 281,022

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 △1,223 △63,439

無形固定資産の取得による支出 △22,505 △16,804

事業譲受による支出 － △21,563

投資有価証券の取得による支出 △7,574 △140,563

敷金及び保証金の差入による支出 △229,380 △430

出資金の分配による収入 1,208 1,289

従業員に対する貸付金の回収による収入 275 325

その他の支出 △29,630 △31,711

その他の収入 52,098 2,195

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,732 △270,702
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000 100,000

短期借入金の返済による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 △54,344 △23

配当金の支払額 △323,433 △368,204

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,778 △368,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △769,681 △357,908

現金及び現金同等物の期首残高 1,579,121 1,942,512

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 809,440 ※1 1,584,603
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【訂正箇所：12ページ目】 

（訂正前） 

販売の状況 

 カテゴリー別売上高 

 
  

（訂正後） 

販売の状況 

 カテゴリー別売上高 

6. その他の情報

カテゴリー

前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年７月１日 

    至 平成21年３月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年７月１日 

    至 平成22年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

前年比
（％）

制作売上高

販促 6,816,297 67.2 5,589,770 58.8 △ 18.0

広報 2,175,471 21.5 1,953,874 20.6 △ 10.2

博展 69,439 0.7 857,099 9.0 1134.3

制作物 854,928 8.4 805,131 8.5 △ 5.8

文化／スポーツ 151,419 1.5 245,689 2.6 62.3

小計 10,067,556 99.3 9,451,566 99.4 △ 6.1

企画売上高 74,157 0.7 55,807 0.6 △ 24.7

合計 10,141,713 100.0 9,507,374 100.0 △ 6.3

カテゴリー

前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年７月１日 

    至 平成21年３月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年７月１日 

    至 平成22年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

前年比
（％）

制作売上高

販促 6,816,297 67.2 5,576,539 58.7 △ 18.2

広報 2,175,471 21.5 1,953,874 20.6 △ 10.2

博展 69,439 0.7 857,099 9.0 1134.3

制作物 854,928 8.4 805,131 8.5 △ 5.8

文化／スポーツ 151,419 1.5 245,689 2.6 62.3

小計 10,067,556 99.3 9,438,334 99.4 △ 6.2

企画売上高 74,157 0.7 55,807 0.6 △ 24.7

合計 10,141,713 100.0 9,494,142 100.0 △ 6.4
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