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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31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 ％

23年2月期第1四半期 1,857 6.5 118 ― 96 ― 52 ―
22年2月期第1四半期 1,744 △5.4 △51 ― △65 ― △43 ―

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

23年2月期第1四半期 4.12 ―
22年2月期第1四半期 △3.34 ―

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

23年2月期第1四半期 4,904 1,759 35.3 135.97
22年2月期 4,791 1,730 35.6 133.82

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  1,731百万円 22年2月期  1,704百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

22年2月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 ― 2.00 2.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

3,500 △0.9 70 ― 40 ― 10 ― 0.79

通期 7,750 4.2 300 44.9 250 70.1 130 4.8 10.21
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4.  その他 
(1) 期中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  

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。］ 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。］ 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。］ 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、
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、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予
想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 14,328,976株 22年2月期  14,328,976株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  1,591,687株 22年2月期  1,591,687株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 12,737,289株 22年2月期第1四半期 13,049,289株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の景気回復に伴う輸出の拡大や景気対策効果等により、

企業業績は緩やかな回復基調にあるものの、厳しい雇用情勢やデフレ環境は継続しており、個人消費も本格的な回復

には至っておらず、依然として先行き不透明な状況で推移しております。 

当社グループの主要な市場である広告業界においても、一部に改善の兆しが見られはじめているものの、景気の先

行き不透明感から、広告主各社の広告支出に対する慎重な姿勢に変化はなく、厳しい経営環境が続いております。 

このような環境のもと、当社グループは企画立案から実制作・演出・運営に至るまでの対応の幅広さと提供する品

質の高さをもって、ワンストップソリューションでお客様のご要望にお応えいたしております。当社グループはその

強みをもって、クロスメディアソリューションへの対応を更に加速させるべく、広告ソリューション事業ではＳＰ・

イベント部門とＴＶＣＭ部門による合同プレゼンを精力的に行い、テクニカルソリューション事業では映像機器レン

タル部門とポストプロダクション部門での合同内覧会開催等の施策を実施し、受注拡大を図りました。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、1,857百万円（前年同期比6.5％増）、営業利益

は118百万円（前年同期は営業損失51百万円）、経常利益は96百万円（前年同期は経常損失65百万円）、四半期純利益

は52百万円（前年同期は四半期純損失43百万円）となりました。 

当社グループの事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

広告ソリューション事業におきましては、ＳＰ・イベント部門は事業環境に一部改善の兆しが見られ始め、従来よ

り取り組んでいるコスト管理の徹底や経費削減等の効果もあり、売上・利益面ともに前年同期に比べ改善いたしまし

たが、ＴＶＣＭ部門は新規ＣＭ制作が減少する等の厳しい事業環境の影響を受け、業績は低調な結果で推移いたしま

した。 

この結果、広告ソリューション事業は売上高773百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益26百万円（前年同期は営

業損失5百万円）となりました。 

テクニカルソリューション事業におきましては、映像機器レンタル部門は、事業環境に一部改善の兆しが見られ、

大型案件はないものの中規模案件を安定的に受注できたこと等により、売上・利益面において前年同期に比べ改善い

たしました。また、ポストプロダクション部門はＣＭ編集を中心としたスタジオ編集業務、ＤＶＤ・ブルーレイディ

スク・ＣＧ制作業務ともに堅調であり、デジタル化に備え実施した設備投資関連の償却費やリース料等の費用負担が

減少したことから、利益面において大幅に改善いたしました。 

この結果、テクニカルソリューション事業は、売上高1,084百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益188百万円

（同159.4％増）となりました。 

  

財政状態の状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.5％増加し、3,889百万円となりました。これは、売掛金が202百万円減少

しましたが、たな卸資産が204百万円、現金及び預金が148百万円増加したこと等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、1,015百万円となりました。これは、出資金が14百万円減少

したこと等によります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.4％増加し、4,904百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.0％増加し、3,056百万円となりました。これは、賞与引当金が69百万

円、未払金が23百万円、未払消費税等が21百万円減少しましたが、買掛金が90百万円、預り金が51百万円、未払費用

が21百万円増加したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.3％減少し、88百万円となりました。これは、長期借入金が4百万円減少

したこと等によります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.7％増加し、3,144百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.7％増加し、1,759百万円となりました。これは、配当により25百万円

減少しましたが、四半期純利益の計上52百万円により、利益剰余金が27百万円増加したこと等によります。 

  

・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

（資産）

（負債）

（純資産）
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キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて

148百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末は、1,583百万円となりました。 

当第１四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191百万円（前年同期比18.8％増）となりました。 

これは主に、たな卸資産の増加額が204百万円、賞与引当金の減少額が69百万円ありましたが、税金等調整前四半期

純利益98百万円の計上及び売上債権の減少額が209百万円、仕入債務の増加額が90百万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） 

投資活動の結果使用した資金は10百万円（同133.5％増）となりました。 

これは主に、出資金の回収による収入が10百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が9百万円、出資金

の払込による支出が7百万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） 

財務活動の結果使用した資金は33百万円（同36.2％減）となりました。 

これは主に、配当金の支払額が19百万円、リース債務の返済による支出が10百万円あったこと等によるものであり

ます。 

  

当該四半期における業績は概ね当初計画どおりに推移しており、平成22年４月15日付決算短信の第２四半期連結累

計期間並びに通期の業績予想に変更はありません。 

  

※ 上記予想は、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る現時点における仮定を

前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している有形固定資産の減価償却については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する

方法によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び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作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,583,637 1,435,416

受取手形 81,506 85,929

売掛金 1,715,798 1,917,847

たな卸資産 377,681 173,665

繰延税金資産 － 30,470

前払費用 75,614 78,406

その他 67,075 47,079

貸倒引当金 △12,166 △12,025

流動資産合計 3,889,146 3,756,790

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 296,091 294,926

減価償却累計額 △153,718 △150,557

建物及び構築物（純額） 142,373 144,369

機械装置及び運搬具 738,080 729,328

減価償却累計額 △535,105 △518,316

機械装置及び運搬具（純額） 202,974 211,011

工具、器具及び備品 216,096 201,375

減価償却累計額 △169,637 △165,547

工具、器具及び備品（純額） 46,458 35,827

土地 332 332

リース資産 138,652 128,656

減価償却累計額 △21,471 △13,057

リース資産（純額） 117,181 115,598

有形固定資産合計 509,320 507,138

無形固定資産

ソフトウエア 21,509 19,168

その他 7,861 7,865

無形固定資産合計 29,370 27,033

投資その他の資産

投資有価証券 56,417 60,698

出資金 52,817 67,457

長期貸付金 5,038 5,048

破産更生債権等 82,259 84,631

長期前払費用 45,484 46,107

敷金及び保証金 189,226 189,226

繰延税金資産 132,037 136,045

その他 900 900

貸倒引当金 △87,297 △89,680

投資その他の資産合計 476,884 500,437

固定資産合計 1,015,575 1,034,610

資産合計 4,904,722 4,791,400
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 830,230 739,862

短期借入金 1,600,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 16,672 16,664

リース債務 35,457 34,360

未払法人税等 4,118 12,088

賞与引当金 67,337 137,275

未払金 112,386 136,093

未払消費税等 25,729 46,835

未払費用 93,565 72,179

預り金 143,075 91,655

繰延税金負債 4,690 －

その他 122,973 80,595

流動負債合計 3,056,235 2,967,610

固定負債

長期借入金 － 4,174

リース債務 88,701 89,494

固定負債合計 88,701 93,668

負債合計 3,144,937 3,061,279

純資産の部

株主資本

資本金 471,143 471,143

資本剰余金 472,806 472,806

利益剰余金 1,062,753 1,035,718

自己株式 △273,671 △273,671

株主資本合計 1,733,030 1,705,995

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,103 △1,530

評価・換算差額等合計 △1,103 △1,530

新株予約権 27,858 25,655

純資産合計 1,759,785 1,730,120

負債純資産合計 4,904,722 4,791,400
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(2) 【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21年３月１日
至 平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
 至 平成22年５月31日)

売上高 1,744,058 1,857,721

売上原価 1,261,748 1,242,537

売上総利益 482,310 615,183

販売費及び一般管理費 533,797 496,955

営業利益又は営業損失（△） △51,486 118,228

営業外収益

受取利息 0 －

受取配当金 1,388 1,376

その他 81 289

営業外収益合計 1,469 1,665

営業外費用

支払利息 7,203 6,907

持分法による投資損失 4,660 －

出資金運用損 － 11,967

その他 3,602 4,572

営業外費用合計 15,465 23,447

経常利益又は経常損失（△） △65,482 96,446

特別利益

貸倒引当金戻入額 964 3,202

特別利益合計 964 3,202

特別損失

有形固定資産除却損 546 706

特別損失合計 546 706

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△65,064 98,942

法人税、住民税及び事業税 517 7,420

法人税等調整額 △21,958 39,012

法人税等合計 △21,440 46,432

少数株主利益 17 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △43,641 52,509
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△65,064 98,942

減価償却費 28,560 34,976

長期前払費用償却額 619 623

株式報酬費用 3,111 2,202

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,133 △2,241

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,490 △69,937

受取利息及び受取配当金 △1,388 △1,376

支払利息 7,203 6,907

出資金運用損益（△は益） － 11,967

持分法による投資損益（△は益） 4,660 －

有形固定資産除却損 546 706

売上債権の増減額（△は増加） 395,270 209,805

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,981 △204,016

仕入債務の増減額（△は減少） △152,255 90,367

その他の流動資産の増減額（△は増加） △32,392 8,466

その他の流動負債の増減額（△は減少） 78,065 16,663

その他 4,194 4,793

小計 187,525 208,852

利息及び配当金の受取額 1,388 1,376

利息の支払額 △5,799 △7,493

法人税等の支払額 △21,691 △10,999

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,423 191,735

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 △1,938 △9,972

出資金の払込による支出 △8,400 △7,350

出資金の回収による収入 6,011 10,023

その他 16 △2,764

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,310 △10,064

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 1,350,000 1,900,000

短期借入金の返済による支出 △1,350,000 △1,900,000

リース債務の返済による支出 － △10,208

長期借入金の返済による支出 △4,166 △4,166

配当金の支払額 △48,227 △19,075

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,393 △33,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 104,719 148,221

現金及び現金同等物の期首残高 1,189,435 1,435,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,294,155 1,583,637
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は取扱品目の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

 
  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は取扱品目の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

 
  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

広告ソリュー
ション事業 
(千円)

テクニカル
ソリュー 
ション事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

768,799 975,258 1,744,058 ― 1,744,058

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

150 63,225 63,375 （63,375） ―

計 768,949 1,038,484 1,807,434 （63,375） 1,744,058

営業利益又は営業損失（△） △5,764 72,821 67,057 （118,543） △51,486

事業区分 主要事業内容

広告ソリューション事業 映像を中心とした企画制作、コマーシャル制作

テクニカルソリューション事業 デジタル映像機材を駆使した演出、各種映像のデジタル加工

広告ソリュー
ション事業 
(千円)

テクニカル
ソリュー 
ション事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

773,187 1,084,533 1,857,721 ― 1,857,721

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

505 54,718 55,223 （55,223） ―

計 773,692 1,139,252 1,912,944 （55,223） 1,857,721

営業利益 26,688 188,885 215,574 （97,345） 118,228

事業区分 主要事業内容

広告ソリューション事業 映像を中心とした企画制作、コマーシャル制作

テクニカルソリューション事業 デジタル映像機材を駆使した演出、各種映像のデジタル加工

【所在地別セグメント情報】
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前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

① 制作実績 

当第１四半期連結累計期間における制作実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注)  １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

 ２  金額は、総製造費用によっております。 

 ３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

当第１四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

    ２  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１四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

【制作、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

広告ソリューション事業 611,931 26.2

テクニカルソリューション事業 834,376 7.4

合計 1,446,308 14.6

事業の種類別セグメントの名称 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
(％)

広告ソリューション事業 1,147,396 39.4 1,301,247 45.4

テクニカルソリューション事業 1,302,618 52.7 484,454 81.3

合計 2,450,015 46.2 1,785,702 53.7

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

広告ソリューション事業 773,187 0.6

テクニカルソリューション事業 1,084,533 11.2

合計 1,857,721 6.5
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２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

相手先

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社博報堂プロダクツ 106,335 6.1 219,723 11.8

株式会社電通 199,957 11.5 157,856 8.5

株式会社電通テック 199,583 11.4 101,792 5.5
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