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（百万円未満切捨て）

（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 2,883 95.5 73 － 75 － 44 △79.0

2022年３月期第１四半期 1,474 17.6 △166 － △117 － 212 －

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期 44百万円（△79.1％） 2022年３月期第１四半期 212百万円（－％）

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

2023年３月期第１四半期 5.70 －

2022年３月期第１四半期 27.15 －

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

2023年３月期第１四半期 4,085 1,517 37.2 200.07

2022年３月期 4,775 1,744 36.5 222.52

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 1,517百万円 2022年３月期 1,744百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 10.00 － 10.00 20.00

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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） 5,500 43.5 150 － 140 － 100 △65.7 12.78

通期 12,500 17.6 700 31.4 680 9.9 480 △36.9 61.35

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（注）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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）連結財政状態

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

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 7,975,100株 2022年３月期 7,975,100株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 387,882株 2022年３月期 135,182株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 7,813,579株 2022年３月期１Ｑ 7,822,018株

※  注記事項

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

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての

注意事項等については、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）連結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。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

（会計方針の変更） ………………………………………………………………………………………………… 7

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 7

（追加情報） ………………………………………………………………………………………………………… 7

３．補足情報 ………………………………………………………………………………………………………… 8

生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………… 8

○添付資料の目次

- 1 -

株式会社博展（2173）　2023年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



前第１四半期

連結累計期間

当第１四半期

連結累計期間
増減額

増減率

（％）

売 上 高 1,474 2,883 1,408 95.5

売 上 総 利 益

(％)

424

(28.8)

815

(28.3)

391 92.3

営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 （ △ ）

（％）

△166

(△11.3)

73

(2.6)

240 －

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 （ △ ）

（％）

△117

(△8.0)

75

(2.6)

193 －

親会社株主に帰属する四半期純利益

（％）

212

(14.4)

44

(1.5)

△167 △79.0

前第１四半期

連結累計期間

当第１四半期

連結累計期間
増減額

増減率

(％)

リ ア ル イ ベ ン ト 分 野 947 2,118 1,170 123.6

デ ジ タ ル 分 野 256 235 △21 △8.4

商 環 境 分 野 227 480 253 111.2

そ の 他 43 49 5 13.9

売 上 高 合 計 1,474 2,883 1,408 95.5

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

（単位:百万円）

（注）売上総利益、営業利益又は営業損失、経常利益又は経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純利益の下段に記載

している数値は、それぞれ売上高に対する割合を示しております。

当第１四半期連結累計期間における売上高は、28億83百万円(前年同四半期比95.5％増)となりました。また、売

上総利益は８億15百万円（前年同四半期比92.3％増）、営業利益は73百万円（前年同四半期比２億40百万円増）、

経常利益は75百万円（前年同四半期比１億93百万円増）、親会社株主に帰属する当四半期純利益は44百万円（前年

同四半期比79.0％減）となりました。

各商材カテゴリー別の売上高につきましては、次のとおりです。

（単位：百万円）

リアルイベント分野の売上高は21億18百万円（前年同四半期比123.6%増）となりました。コロナ禍からの回復が

顕著となり、大型の商談会やイベント、プライベートショー等が大幅に増加したことが主な要因となります。

デジタル分野の売上高は２億35百万円（前年同四半期比8.4%減）となりました。オンラインセミナーやオンライ

ン商談会など、各種オンラインイベントの開催により前期に引き続き好調に推移しております。

商環境分野の売上高は４億80百万円（前年同四半期比111.2%増）となりました。大型商業施設や公共施設、オフ

ィスショールーム等の空間デザイン・内装施工等の納品活動が好調となり、前第１四半期に比べ大幅な増加となっ

ております。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産は、40億85百万円（前連結会計年度末比６億89百万円減）となりまし

た。これは、仕掛品が１億48百万円増加した一方、売掛債権が６億９百万円減少したこと等によります。負債は、

25億67百万円（前連結会計年度末比４億63百万円減）となりました。これは、短期借入金が６億円増加した一方、

買掛金が３億58百万円、未払法人税等が２億73百万円、長期借入金が１億34百万円減少したこと等によります。純

資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により15億17百万円（前連結会計年度末比２億26百万円減）と

なりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が継続するものの、ワクチン接

種の普及により状況の維持、または緩やかに好転していくことを前提としております。当第１四半期連結累計期間

における業績経過は、概ね計画通りに推移しているため、第２四半期連結累計期間並びに通期の業績予想につきま

しては、2022年５月13日の決算発表時に公表いたしました業績予想から変更はありません。しかしながら、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありますので、業績予想を見直す

必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,578,382 1,356,938

受取手形、売掛金及び契約資産 2,203,021 1,593,746

仕掛品 172,373 320,855

原材料及び貯蔵品 1,027 3,519

その他 152,587 166,487

貸倒引当金 △1,727 △1,312

流動資産合計 4,105,665 3,440,235

固定資産

有形固定資産 329,459 330,888

無形固定資産

ソフトウエア 42,518 36,096

その他 1,870 13,641

無形固定資産合計 44,389 49,738

投資その他の資産

投資有価証券 9,464 9,044

繰延税金資産 88,512 57,939

敷金 195,924 195,602

その他 24,099 21,036

貸倒引当金 △22,324 △19,259

投資その他の資産合計 295,676 264,362

固定資産合計 669,525 644,989

資産合計 4,775,191 4,085,224

負債の部

流動負債

買掛金 945,795 586,940

短期借入金 500,000 1,100,000

１年内返済予定の長期借入金 266,944 209,550

リース債務 3,564 4,634

未払法人税等 280,891 7,565

契約負債 166,909 55,244

賞与引当金 169,957 20,880

工事補償引当金 1,131 833

その他 409,137 368,756

流動負債合計 2,744,332 2,354,405

固定負債

長期借入金 272,253 194,904

リース債務 7,229 11,209

退職給付に係る負債 6,824 6,720

固定負債合計 286,307 212,833

負債合計 3,030,640 2,567,238

純資産の部

株主資本

資本金 190,333 190,333

資本剰余金 305,925 305,925

利益剰余金 1,341,442 1,307,608

自己株式 △97,002 △289,440

株主資本合計 1,740,698 1,514,425

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,852 3,560

その他の包括利益累計額合計 3,852 3,560

純資産合計 1,744,551 1,517,986

負債純資産合計 4,775,191 4,085,224

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 1,474,745 2,883,207

売上原価 1,050,566 2,067,716

売上総利益 424,179 815,490

販売費及び一般管理費 590,211 741,501

営業利益又は営業損失（△） △166,032 73,989

営業外収益

受取利息 56 35

受取配当金 109 220

貸倒引当金戻入額 3,124 2,957

雑収入 400 1,161

雇用調整助成金 47,948 －

営業外収益合計 51,639 4,374

営業外費用

支払利息 2,940 1,316

雑損失 40 1,198

営業外費用合計 2,981 2,515

経常利益又は経常損失（△） △117,374 75,848

特別利益

関係会社株式売却益 421,011 －

特別利益合計 421,011 －

特別損失

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 303,636 75,848

法人税、住民税及び事業税 20,623 581

法人税等調整額 70,610 30,701

法人税等合計 91,233 31,283

四半期純利益 212,403 44,564

親会社株主に帰属する四半期純利益 212,403 44,564

（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）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益 212,403 44,564

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △168 △291

その他の包括利益合計 △168 △291

四半期包括利益 212,234 44,273

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 212,234 44,273

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結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。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社グループは、「エクスペリエンス・マーケティング事業」の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、従業員の帰属意識の醸成や、株価上昇に対する動機づけ等の観点からインセンティブプランの一環とし

て従業員向け報酬制度の株式給付信託（J-ESOP）を導入しております。

（１）取引の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付

する仕組みです。当社は、従業員に対し勤続年数および資格等級に応じて一定の時期にポイントを付与し、株式給

付規程に定められた条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業

員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理す

るものとします。本制度の導入により、従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業

務に取り組むことに寄与することが期待されます。

（２）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式とし

て計上しております。当第１四半期連結会計期間末における、当該自己株式の帳簿価額は192百万円であります。

当第１四半期連結会計期間末における、期末株式数は7,975,100株であり、期中平均株式数は7,813,579株でありま

す。期末株式数および期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。

（譲渡制限付株式報酬）

当社は譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。2022年７月19日付で譲渡制限付株式報酬としての新株発行

により発行済株式は37,000株増加しております。これにより、資本金が15,151千円、資本準備金が15,151千円増加

しております。

（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告

書の（追加情報）に記載いたしました仮定に重要な変更はありません。
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セグメントの名称

前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30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

(％)

エクスペリエンス・

マーケティング事業
3,054,922 468.3 3,471,228 121.8

合計 3,054,922 468.3 3,471,228 121.8

セグメントの名称

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日

　至 2022年６月30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

(％)

エクスペリエンス・

マーケティング事業
3,316,317 108.6 4,063,997 117.1

合計 3,316,317 108.6 4,063,997 117.1

セグメントの名称
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

前年同四半期比
(％)

エクスペリエンス・

マーケティング事業(千円)
1,474,745 128.8

合計(千円) 1,474,745 128.8

セグメントの名称
当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

前年同四半期比
(％)

エクスペリエンス・

マーケティング事業(千円)
2,883,207 195.5

合計(千円) 2,883,207 195.5

３．補足情報

生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

当社グループは、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

前第１四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)

前第１四半期連結累計期間の受注状況は次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間(自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間の受注状況は次のとおりであります。

③　販売実績

前第１四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)

前第１四半期連結累計期間の販売実績は次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間(自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間の販売実績は次のとおりであります。
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