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問合せ先責任者 （役職名）取締役管理部長（氏名）工藤 禎   ＴＥＬ    （011）233-2221 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 19 年 12 月中間期の業績（平成 19 年７月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

 （注）当社は、当中間期より業績の開示を行っているため、平成 18 年 12 月中間期及び対前年中間期増減率につ

いては、記載しておりません。 

（１）経営成績          （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

百万円  ％ 

834    － 

     －    － 

百万円  ％

      71    －

   －    －

百万円   ％ 

      64    － 

     －    － 

百万円   ％

      38    －

     －    －

19年６月期 1,442    － 84    － 83    － 48    －
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

円    銭 

      91    05 

     －    － 

円    銭

      －    －

     －    －

19年６月期    131    77 －   －

(参考) 持分法投資損益  19年12月中間期   －百万円  18年12月中間期   －百万円  19年６月期   －百万円 

（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

百万円 

614    

      －    

百万円

265   

      －   

％ 

43.2  

－  

円  銭

631    58

     －    －

19年６月期 506    236   46.7  562    36

(参考) 自己資本     19年12月中間期   265百万円  18年12月中間期   －百万円  19年６月期   236百万円 

（３）キャッシュ･フローの状況 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

中間期末（期末）残高

 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

百万円 

52    

      －    

百万円

22   

      －   

百万円 

△8    

     －    

百万円

284   

      －   

19年６月期 18    0   14    218   

２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末
中間期末 

第３ 

四半期末
期末 年間 

 

19年６月期 

円  銭

－ －

円  銭 

－ － 

円  銭

－ －

円  銭

20  00

円  銭

20  00

20年６月期 － － － － － － 

20年６月期(予想) － － － － 20 00 20 00

３．平成 20 年６月期の業績予想（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、対前期増減率） 
 

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 

 

通 期 

百万円  ％ 

1,582   9.7 

百万円  ％

93  11.6

百万円  ％

78 △5.0

百万円  ％ 

46 △3.6 

円  銭

103  08

（注）１株当たりの当期純利益は予想期中平均株式数 455,792 株により算出しております。 
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４．その他 

（１）中間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（中間財務諸表作成のための基本となる重要

な事項の変更に記載されるもの） 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

  ② ①以外の変更        無 

 

（２）発行済株式数（普通株式） 

  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月中間期 420,000株 18年12月中間期 420,000株 19年６月期 420,000株 

  ② 期末自己株式数           19年12月中間期    －株 18年12月中間期    －株 19年６月期    －株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

 

※ 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。

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成

績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

当中間期の経営成績 

当中間会計期間（平成19年７月１日～平成19年12月31日）におけるわが国の経済は、改正建築基準法施行の影

響により住宅建設の減少、米国のサブプライム住宅ローン問題の影響などからの円高による輸出の鈍化が懸念さ

れるなど、景気の先行きに一部弱さがみられるようになりましたが、個人消費は底堅く推移したほか、設備投資

も企業収益の高水準を背景に高い伸びを示すなど、総じて回復基調で推移いたしました。 

一方、北海道経済におきましては、設備投資に大手製造業の工場新設などによる増加の動きが見られましたが、

個人消費は石油製品の価格上昇などが家計を圧迫して低調に推移したほか、住宅投資も改正建築基準法施行によ

る建築確認審査の長期化から新築住宅着工戸数が大幅に落ち込むなど、総じて横ばい圏内で推移いたしました。 

広告業界は、好調な企業業績を反映して全体としては拡大傾向ではあるものの、国内消費動向の伸び悩み、並

びに広告出稿では主力の自動車業界の国内販売不振等の影響で、対前年比は微増となりました。特にマスメディ

ア４媒体広告費の低迷は構造的なものとなり、広告費全体の回復力は依然強くはない状況です。 

このような環境の中、当社におきましては、既存クライアント企業からの受注増加及び新規クライアント企業

の獲得に努めて売上拡大を図るとともに、販売費及び一般管理費は発生経費を 小限度にとどめるよう抑制に努

める等、全力で収益向上に取組んでおります。当中間会計期間の業績は、主要クライアント企業の新規出店告知

広告の受注による増加などの結果、売上高は834,879千円となりました。社内発生原価と販売費及び一般管理費の

抑制に努めたことにより、営業利益は71,115千円、経常利益は64,696千円、中間純利益は38,242千円となりまし

た。 

 

当期の見通し 

今後の見通しにつきましては、当社は、更なる継続的な成長を実現するために、経営体制の増強を図り、制作

部門及び営業部門の増員を進めております。また、売上高は継続的に拡大していく計画ですが、平成20年6月期見

込みにおいて、営業外費用に上場費用13,800千円を計上していることから、経常利益の計画が若干減少しており

ます。 

以上のことから、当期の業績予想は、売上高1,582,723千円（前年同期比 9.7％増）、営業利益93,990千円（同 

11.6％増）、経常利益78,960千円（同 5.0％減）、当期純利益46,981千円（同 3.6％減）を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間会計期間末の資産は、総資産が前事業年度末に比べ108,380千円増加し614,468千円となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ109,673千円増加し589,028千円となり、その主な要因は、売上拡大に伴う

売掛金の増加等によるものであります。 

負債に関しては、前事業年度末に比べ79,310千円増加し349,206千円となりました。その主な要因は、仕入増

加に伴う買掛金の増加等によるものであります。 

また、純資産は、前事業年度末に比べ29,070千円増加し265,261千円となりました。その主な要因は、中間純

利益38,242千円の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであります。 

 

② 当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

   当中間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、前期法人税等の納付による支出

が13,397千円、配当金支払による支出が8,400千円あったものの、売上拡大にともない税引前中間純利益が

64,717千円確保できたこと、並びに定期預金等の払戻と預入の差額による25,600千円の収入があった結果、資

金が66,345千円増加し、284,671千円となりました。 

当中間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） 

当中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは52,221千円の資金収入となりました。その

主な要因は、売上拡大にともない税引前中間純利益を64,717千円計上したこと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） 

当中間会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは22,800千円の資金収入となりました。その

主な要因は、定期預金等の払戻と預入の差額収入25,600千円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） 

当中間会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは8,676千円の資金支出となりました。その

主な要因は、配当金支払による支出8,400千円によるものであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成19年６月期 

平成19年12月 

中間期 

自己資本比率（％） 46.7 43.2 

時価ベースの自己資本比率（％） － － 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 35.4 － 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）当社は、平成19年６月期末時点及び平成19年12月中間期末時点において非上場のため、時価ベースの自己

資本比率は記載しておりません。 

（注２）当社は、平成19年６月期及び平成19年12月中間期において有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対

有利子負債比率については記載しておりません。 

（注３）当社は、平成19年12月中間期において利息の支払いがないため、インタレスト・カバレッジ・レシオにつ

いては記載しておりません。 

 

（３）配当政策に関する基本方針及び当期の配当 

配当政策の基本方針につきましては、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の事業展

開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方

針としております。 

当社は、年１回の期末配当による剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、「取締役会の決議に

よって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めており、今後中間配当の

実施を検討する予定です。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当につい

ては取締役会であります。 

上記方針に基づき、平成19年６月期の配当については、１株当たり20円の配当を実施いたしました。この結果、

平成19年６月期の配当性向は15.2％となりました。なお、当期につきましても、１株につき20円の配当（配当性

向は19.4％）を予定しております。 

また、内部留保金につきましては、財務体質の強化及び事業展開に充当し、将来的には収益の増加を通じて株

主に還元していきたいと考えております。 

 

（４）事業等のリスク 

 以下において、当社事業展開上のリスク要因となる可能性についての事項を記載しております。また、当社とし

ては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上及び当社の事業活動を理解する上で重

要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これら

のリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株

式に関する投資判断は、本項及び本資料中の本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行われる必要があり

ます。 

 なお、文中における将来に係る事項は、本資料提出日現在において当社が判断したものであります。 

① 広告業に関するリスクについて 

Ａ．市場環境の変動について 

    当社のクライアントである広告主としての各企業は、経済動向や企業業績に応じて広告費を調整する傾向

があるため、当社を含む広告業界の会社の業績は、国内の景気動向全般に大きく影響を受ける傾向にありま

す。そのため、多業種のクライアント企業を獲得することで景気動向の影響を軽減するようにしております

が、国内経済が低迷し深刻化した場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

    特に、当社は地域密着型の広告会社として、主に北海道及び青森県において各種業種のクライアント企業
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に対し事業を展開しておりますが、これらの地域における消費動向が著しく低迷した場合や、異常気象及び

大規模な震災等によりこれらの地域における経済情勢が悪化した場合には、当社のクライアント企業の業績

が悪化し、当社の財政状態及び経営成績に直接的な影響を受ける可能性があります。 

Ｂ．クライアント企業の業種について 

当社は地域に密着した事業展開をおこなっており、地域住民に対する直接的な情報伝達を目的とした広告

手段である折込チラシ等のセールスプロモーション（以下「ＳＰ」という）の売上割合が高いことから、当

社のクライアント企業の業種別構成は、ＳＰの主要顧客層である流通小売業、住宅不動産業及びパチンコ

ホール業が比較的高い割合となっております。 

流通小売業については、経済動向や消費動向とは異なる原因によって、業界全体の動向に影響を与える事

態が発生する可能性は高くありませんが、住宅不動産業においては、各種関連法令の規制のほかに、改正建

築基準法施行のように業界全体の動向に影響を与える事態が発生することがあります。何らかの事情により

住宅不動産業界全体が影響を受ける事態が発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。 

パチンコホール業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び都道府県条例による規

制を受けるとともに、過度な射幸性を制限する目的等からパチンコホール業界団体が広告自主規制をおこな

うことがあります。法的規制の改正や新たな広告自主規制の実施によりパチンコホールの広告行為に制限が

課せられた場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、クライアント企業の業界全体の動向変動や、特定クライアント企業の広告費変動による影響を軽

減するために、多業種にわたる顧客基盤の構築及び新規取引先の開拓等を図っておりますが、当社のこれら

の対応が不充分な場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｃ．企画提案力と広告会社間の競合について 

    当社の事業である広告事業は、特定の技術や商品に依存しない企画提案型のサービス業であることから、

特定の技術や商品の陳腐化という問題はありませんが、一般的な広告主は、広告会社の企画力、取引上の信

頼性及び価格等を総合的に考慮して取引先の選定を行います。当社は、社内にクリエイティブと呼ばれる企

画制作部門を有して当社独自の企画並びに広告表現を提案することを強みとしており、企画提案力の強化及

び地域広告会社として地場企業の特性を生かした営業活動により、クライアント企業の満足度を高め、競争

力の維持及び強化を図っております。 

    当社は、現在の主たる事業基盤である北海道及び青森県において、地元の有力広告会社及び大手広告会社

の地方拠点と競合状態にあります。さらに、近年では大手広告会社の分社化や地方事業所の開設が進んでお

り、大手広告会社の地方拠点との顧客獲得競争が一段と激化する傾向にあります。将来、顧客獲得をめぐる

競合が一層激しくなり、当社の企画提案力が相対的に低下して、本資料提出日現在での地域市場シェアを確

保できなくなった場合、あるいは競争激化により広告費の受託金額が著しく低下した場合、当社の財政状態

及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

    また、住宅不動産業及び公共事業を中心に企画コンペや競争入札による広告受託案件が増加しております。

当社は、企画コンペや競争入札によらずに当社指名の発注を受けるように企画提案力及び営業力を強化する

とともに、企画コンペや競争入札にも積極的に参加し受注の拡大を目指しております。しかしながら、指名

発注並びに企画競争案件の受注を獲得できない状況が続いた場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 

Ｄ．広告媒体間の競合激化による影響について 

当社の特長は、特定の広告媒体（メディア）に特化することなく、クリエイティブ型広告会社として常に

クライアント企業の販促プロモーションに 適な企画をおこない、プロモーションパートナーとして都度

適な広告媒体を選択して提案していることであります。そのため、広告業界においてメディアバイイング型

と呼ばれている、特定の広告媒体を事前に仕入れて販売することはおこなっておりません。したがって、特

定の広告媒体の動向による増減が直接的に当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性は、メディア

バイイング型広告会社のように高くはありません。 

    また、当社は地域密着型の広告を得意としており、平成19年12月中間期において、地域住民に対する直接

的な情報伝達を目的とした広告手段である折込チラシ等のセールスプロモーション（以下「ＳＰ」という）

の売上高が全体の84.7％を占め、テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌のマスメディア４媒体の売上高は全体の

14.8％、インターネット広告の売上高は0.5％となっております。 
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広告市場全体としては、近年、インターネット等新たな広告媒体（メディア）を使用する広告が急激に拡

大し、マスメディア４媒体が減少傾向、ＳＰは微増傾向となっております。当社の認識としては、地域限定

性のないインターネット広告等は、既存の広告手段とりわけ地域特定的な広告手段であるＳＰと相互に補完

的な関係にあり、広告市場の拡大に貢献するものであると位置付けております。当社は、インターネット広

告等の新たな広告媒体（メディア）と、ＳＰ並びにマスメディア４媒体の既存広告媒体（メディア）とを効

果的に使い分け、新旧広告媒体（メディア）の相乗効果による 適プロモーションの企画提案による事業拡

大に取り組んでおりますが、今後、社会情勢や環境の変化等により、新旧広告媒体（メディア）がどのよう

に広告市場全体を構成していくかは、予想困難であります。新たな広告媒体（メディア）が既存広告媒体

（メディア）を代替して既存広告媒体（メディア）による広告需要が著しく低下した場合は、当社の財政状

態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｅ．媒体社との取引について 

当社の売上高を、広告媒体料金である媒体売上高（注）と、広告物や販促物を企画・作成する制作売上高

（注）とに分類しますと、平成19年12月中間期において、折込、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の媒体売上

高が47.7％を占めております。当社は必要なすべての媒体社と良好な取引関係を継続しており、また、クラ

イアント企業に 適な企画提案と都度 適な広告媒体を選択提案していることから、特定の広告媒体や媒体

社に特化または依存をしていないため、特定の媒体社との取引関係が変化することによって直接的に当社の

財政状態及び経営成績が著しい影響を受けることはありません。 

しかし、何らかの事情で複数の媒体社との取引解除や取引条件の悪化などが生じた場合でかつ、当社がそ

れらの変化に的確に対応できなかった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

（注）当社を含め広告会社の売上高は、新聞折込やマスメディア４媒体等の広告媒体料金である媒体売上

高と、チラシやＤＭ等の広告物や販促物を作成する制作売上高とで構成されます。前記Ｄ．の当社

売上高構成比率は、この二つの売上高の合計によるものです。 

Ｆ．協力会社との関係について 

当社は、広告の制作や広告物並びに販促物の製作及び市場調査等において、業務の一部を外部の協力会社

に委託しており、多数の協力会社と安定的かつ友好的な取引関係を維持継続しております。今後も、既存協

力会社との関係維持強化に努めるとともに、委託業務の遂行能力がより高い協力会社を新たに発見選定して

良好な取引関係を構築していく努力を継続する方針であります。当社と協力会社との取引関係に変化が生じ

た場合、または不測の事態が発生した場合に、当社がそれらの変化に的確に対応できず、事業遂行に必要な

外注先を確保できなかった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｇ．広告業界における取引慣行について 

当社はクライアント企業からの受注に基づき媒体社との広告取引並びに協力会社と外注取引をおこないま

すが、広告業界の取引慣行として、広告会社は広告主の代理人としてではなく、自己の責任で媒体社及び協

力会社との取引をおこなうことが慣行となっております。そのため、広告主の倒産等により広告料金を回収

できない場合には、広告会社は媒体社及び協力会社に対して、広告媒体料金及び外注費等の支払債務を負担

することになります。 

また、クライアント企業から広告内容の変更等について柔軟で機動的な対処が求められることから、広告

業界では契約書を締結しないことが一般的な慣行となっております。継続的な取引関係が成立している広告

主との間にあっても、基本契約及び個別契約を締結しないことが一般的であります。このため、取引内容、

条件について誤解及び疑義が生じ、不測の事故または紛争が生じる可能性を内包しております。 

当社では、当該不測の事態の発生を可能な限り軽減するべく、個別契約書に代わるものとしてクライアン

ト企業から広告申込書（発注書）を入手することにより、取引上のトラブルを未然に防止する体制としてお

りますが、上記のような取引慣行が長く続き文書による取引がなじまないことから、すべての広告申込書

（発注書）を入手できない場合があります。また、基本契約の締結が極めて困難なことから、取引条件等の

明示的かつ継続的な確認が書面化されておりません。その結果、不測の事故または紛争が生じた場合には、

当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｈ．特定の取引先への依存度が高いことについて 

当社の販売先のうち、平成19年12月中間期における上位2社である株式会社カネマツ及び株式会社ジョイ

（イオングループ）に対する売上はそれぞれ下記のとおりであり、その合計は平成19年6月期において売上高
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の63.0％、平成19年12月中間期において64.5％を占めております。 

相手先 平成19年6月期 平成19年12月中間期 

㈱カネマツ 684,956千円 47.5％ 360,471千円 43.2％ 

㈱ジョイ 223,094千円 15.5％ 178,364千円 21.4％ 

合計 908,050千円 63.0％ 538,835千円 64.5％ 

両社とは、広告業界の一般的な取引形態である比較的短期で完結する個々の取引に加えて、全社的な広告

戦略顧問や年間販促計画立案を通じて継続的かつ安定した良好な取引関係にあり、今後更に両社との取引の

維持拡大に努める方針であることから、両社への売上は今後も増加していく可能性があります。 

一方、特定の取引先への依存度を低減させるべく、両社以外の既存取引先への売上拡大及び新規取引先へ

の売上獲得に積極的に取組んでおります。 

しかしながら、現在良好である両社との取引関係は契約によって継続が保証されているものではないため、

何らかの事情で両社との取引が大幅に減少し、かつ、両社以外の既存取引先の売上拡大及び新規取引先への

売上獲得が順調に進まない場合には、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

なお、株式会社カネマツは平成18年11月に実施しました第三者割当増資の引受先として、当社株式10,000

株（発行済株式の1.92％）を所有しております。同社との取引条件の内容、及び取引条件の決定方法は、他

の取引先と同様であり適正価格で取引をおこなっております。 

（注）平成19年12月12日、マックスバリュ北海道株式会社（本社：札幌市中央区）より、株式会社ジョイ

（本社：札幌市中央区、イオン㈱100%出資子会社）を吸収合併して同社が存続会社となる合併基本

合意書を同日付で締結した旨の発表がありました。平成20年2月8日に合併契約書を締結した旨、並

びにその後の日程、合併比率等について発表がありました。 

当該発表に関連して、現在の「ジョイ店舗及びジョイ業態」は合併後も継続する旨の見通しが報道

発表されております。また、合併後の当社の取引口座は、マックスバリュ北海道株式会社に継承開

設される予定であります。 

Ｉ．法的規制等による広告規制について 

当社の事業である広告業には、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法等による一般的行政規制や

著作権法、商標法、不正競争防止法等の制限があるほか、広告主の業界によって様々な法的規制及び自主規

制が設けられております。業界に関連する法的規制としては、薬事法、宅地建物取引業法、旅行業法、割賦

販売法、特定商取引法等による規制があり、広告の内容制限や表示義務等が定められております。また、業

界ごとの自主規制としては、事業者団体が公正取引委員会の認定を受けて設定している公正競争規約、パチ

ンコホール業界の広告自主規制、広告主や広告団体が定める広告倫理要綱、並びに媒体社の団体や各媒体社

が独自に設定している、媒体掲載・考査基準があります。 

当社はこれらの法的規制、各種規約及び基準、並びに自主規制等の遵守について、広告制作物等による当

社のプロモーションサービスの重要性を認識し、当社が広告会社として認証取得している品質管理の国際規

格ISO9001(2000年版)品質マネジメントシステムに基づき定めた手順及びチェック表による社内確認を徹底す

る体制を確立し、また必要に応じて外部専門機関への問合せ確認を徹底しており、これまでに問題や懸念が

生じたことはありません。しかし、これらの法的規制や自主規制等の強化、新設等により、広告の内容、規

模、回数または手法等が制限され、クライアント企業の広告活動を抑制する事態が発生した場合には、当社

の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｊ．著作権等について 

当社広告制作物の著作権法等への抵触についても、他の法規制と同様に、ISO9001(2000年版)品質マネジメ

ントシステムに基づき定めた手順及びチェック表による社内確認を徹底する体制、また必要に応じて外部専

門機関への問合せ確認の徹底により、これまでに問題や懸念が生じたことはありません。しかしながら、当

社の広告制作物が著作権法等に抵触する懸念が発生し、損害賠償請求、使用差し止め請求等の訴えを起こさ

れた場合において、著作権対価や損害賠償の支払い等が発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

また、一般的な著作権法等遵守に追加する事項として、パチンコホール業界の広告物に遊技機キャラク

ターを使用することが広くおこなわれていますが、当該キャラクターの広告使用については著作権を有する

遊技機メーカーが一定の制限（著作権者の明記、使用可能な図柄の指定、改変の禁止等）を課しています。

当社は、これらの制限を充分に認識し確認体制のもとで制作しており、これまでに遊技機キャラクターの著
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作権に係る問題や懸念が生じたことはありません。しかしながら、短期間に多種類の新遊技機が発売される

ために、万一、当社の確認作業の遅れや漏れ等により新遊技機キャラクターの著作権を侵害した場合には、

損害賠償請求、使用差し止め等の訴えを起こされる可能性、及び著作権対価の支払い等が発生する可能性が

あります。この場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社の事業である広告業そのものには業法規制はないものの、事業者として、私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法などの法的規制を受けております。当社はこれら

の法的規制についても遵守を徹底しておりますが、各種法令の変化に対して当社が適切に対応できなかった

場合には、当社の信用の低下により、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

② その他 

Ａ．当社システムについて 

当社の事業活動の一部は、コンピュータシステム及びそのネットワークを使用しておこなっております。

当社では不測の事態に備えてセキュリティの強化、定期的なデータバックアップ体制の構築、ハードウェア

の増強等、システムトラブル対策を講じております。しかしながら、コンピュータウイルス、通信障害、人

為的過誤または自然災害等によりシステムトラブルが発生し、当社の対策が不充分であった場合、または当

該障害が長期化した場合には、当社の事業遂行に障害が生じ当社が提供するサービスの低下を招くなど、当

社の信用、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社は一部のコンピュータシステムにおいて、インサーチ（INSEARCH® 

http://www.insearch.jp/）のサイト運営及びデータの保存管理を外部に委託しております。当該委託先は当

社以外に多数の企業に対し同様のサービスを実施しているシステム会社であり、情報セキュリティ等の管理

体制を含め充分に安心安全を確保しておりますが、万一システムダウンやシステムトラブル等の発生やデー

タ喪失などの不測の事態が発生した場合には、当社の信用の低下により、財政状態及び経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 

Ｂ．情報等の取扱いについて 

当社の業務の性質上クライアント企業の営業機密を扱うことがあるとともに、クライアント企業からプロ

モーション活動の委託を受け、委託業務遂行の一部としてクライアント企業から個人情報を一時的に預かる

ことがあります。また、当社は、各種アンケート調査・マーケティング調査により個人情報を収集し管理し

ております。 

当社は、これらの情報の適正な管理が当社の重要な責務であるとの認識に基づき、その取扱いには細心の

注意を払うとともに、情報の取扱いについての社内規程の整備、定期的な従業員教育の実施、情報取扱い状

況の内部監査、コンピュータシステムのセキュリティ強化、全従業員からの機密保持誓約書受領、並びに外

注先との情報保守義務に関する合意書締結など、情報管理には万全を期した体制を構築しております。また、

当社は「プライバシーマーク」を取得しており、個人情報の管理は、個人情報保護マニュアルに則って充分

な注意を払い適切な取扱いをするとともに、漏洩や不正アクセスを防止する対策を講じております。 

これまでに情報の漏洩による問題や事故は発生しておりませんが、何らかの事情によりこれらの情報が外

部に漏洩した場合には、当社の信用の低下により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

Ｃ．人材の確保及び育成について 

当社はプロモーションパートナー業としての強みである企画提案力による競争優位性、並びにそれに基づ

く成長性の持続的確保は、社員一人ひとりの意欲と能力に基づいていることから社員の満足を重要な経営理

念の一つと考えており、公正な評価と処遇及び労務環境の整備に努め、更なる品質及びサービスの向上に努

めております。また、市場環境の変化に対応した教育訓練、研修等による人材育成と能力の向上を図るとと

もに、中途採用により即戦力となる優秀な人材の確保を進めております。 

しかしながら、一般的な風潮として、優秀な人材の所謂「大手指向」が強まるなかで、何らかの事情によ

り優秀な人材の退職による流出や、中途採用による人材確保が困難な状態によって、当社の人材育成及び確

保に支障が生じた場合には、当社の強みである競争力が低下し、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

Ｄ．訴訟等について 

当社に関連する訴訟、紛争は一切生じておりません。また、当社の事業内容、及び当社が法令等遵守を徹

底している事実から、今後も当社に関連する訴訟、紛争の可能性は極めて低いものと考えております。しか
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しながら、今後何らかの事情によって当社に関連する訴訟、紛争等が発生した場合において、当社が的確に

対応できなかった場合には、クライアント企業をはじめ社会的な信頼低下や、損害賠償支払等により当社の

財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

Ｅ．新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、業績向上へのインセンティブとして、平成18年11月15日開催の臨時株主総会において会社法第236

条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権（以下、「ス

トック・オプション」という）を付与することを決議しました。 

同決議に基づき、平成19年12月31日現在、当社は取締役５名、監査役１名及び従業員12名に対して、

41,200個を付与しております。ストック・オプションの目的となる株式数は41,200株であり、潜在株式の比

率は7.9%であります。これらのストック・オプションの行使が行われた場合には、当社の1株当たりの企業価

値は希薄化し、株価に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、新株予約権の状況及び内容については、30ページ「注記事項（ストック・オプション等関係）」の

項をご参照ください。 

Ｆ．与信リスクについて 

当社は、社内規程による与信管理体制を整え、全ての取引先について与信管理及び売上債権回収管理を徹

底しており、過去5年間において当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす貸倒の発生はありません。

しかし、今後の社会情勢、景気の動向並びに企業収益状況の変化等により、売上債権回収が悪化した場合に

は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｇ．小規模組織であることについて 

当社は平成19年12月31日現在、常勤取締役5名、常勤監査役1名、非常勤監査役2名、従業員29名と比較的組

織規模が小さく、内部管理体制もこれに応じた体制となっております。本資料提出日現在においては、効率

的な組織運営及び効果的な内部牽制並びに内部統制に適した体制であり、情報適時開示を含めたコーポレー

ト・ガバナンスについての懸念はなく、引続き内部管理体制の強化と機動的かつ柔軟な組織体制の両立によ

り、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組む方針であります。また、今後は事業拡大及び事業内容の多

様化に即して、順次人員の増強を進めてまいります。しかしながら、事業拡大及び事業内容の多様化にもか

かわらず人員の増強が進まなかった場合には、当社の経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性が

あります。 
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２．企業集団の状況 

当社は、事業領域を、クライアント企業の集客戦略及び販売戦略を実現する広告宣伝（プロモーション）を企

画・実施して、クライアント企業の業績向上に寄与する「プロモーションパートナー業」と定め、主に住宅不動産

業、流通小売業、及びアミューズメント業のクライアント企業を対象とした、広告戦略及び販促計画の立案、並び

に新聞折込チラシ、マスメディア広告、販促物等の企画及び制作を行っております。 

また、当社独自の市場調査及び広告効果測定のためにインターネットサイト「インサーチ（INSEARCH®）

http://www.insearch.jp/」を運営し、クライアント企業の要望に応えるべく生活者の声を反映した広告宣伝を企画

しております。 

 当社は、プロモーションパートナー業として単一事業を営んでおります。品目別の内容は以下のとおりでありま

す。 

品目 内容 

新聞折込チラシ 新聞折込チラシの企画制作、折込チラシの製作、新聞折込の手配 

マスメディア広告 テレビ・ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディアを利用した広告の企画制作、放送及び掲

載の手配 

販促物 カタログやＰＯＰ等の印刷物、プロモーション映像、ダイレクトメール、看板等の企画

制作及び製作 

その他 インターネット広告、集客イベント等の企画制作及び運営 

 

［事業系統図］ 

当社の事業系統図は次のとおりであります。 

クライアント企業 

 

受注 
販促物 

納入※８ 
広告提案

折込チラシ 

納入 ※８ 

 

協力企業 

印刷 

製作 

 

印刷・製作 

発注 

新聞折込会社、テレビ・ラジオ、新聞、雑誌、インターネット広告会社 

新聞折込、放送、掲載等 ※７ 

生活者 

生活者、登録モニ

ターによる 

アンケート調査 

     ※４ 

※７ 

発注 ※７ 

  広告・販促の    広告・販促物の 

  企画・立案     制作・デザイン 

※１        ※６ 

 

・新聞折込チラシ 

・マスメディア広告 

・販促物 

・インターネット広告、イベントなど 

・マンションモデルルームのプロデュ 

ース            ※５ 

プロモーション 

コンサルティング 

サービス 

 

・年間販促計画 

提案   ※２ 

・全社的広告戦略 

顧問   ※３ 

・インサーチによ

る市場調査と広

告の効果測定 

     ※４ 

コンサルティング 

サービス 

当社 

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
パ
ー
ト
ナ
ー 
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※１ 当社は、特定の広告手法や広告媒体に特化することなく、クライアント企業各社それぞれの集客戦略及び販

売戦略を実現するために 適な広告宣伝を企画立案して、そのために 適な広告手法及び広告媒体を提案、

受注しております。 

※２ 当社は、流通小売業のクライアント企業に対して年間販促計画を立案し提案しております。これはクライア

ント企業の販売戦略に基づく商品構成、販促形態を立案して、販促予算との対応から、具体的な実施計画と

しての年間販促計画や集客イベント及び広告手法と広告媒体などを総合的に提案するものです。 

※３ 当社は、クライアント企業からの要請を受け、広告顧問としてクライアント企業の広告宣伝への助言をして

おります。これはクライアント企業の広告宣伝全般についてのプロジェクトアドバイザーを委嘱されて、全

社的な広告宣伝戦略の立案に参加し意見を述べ、また日常的な広告宣伝の実施内容についても定期的にモニ

タリングして意見を述べるものです。 

※４ 当社は、インターネット上に当社独自のマーケティング調査サイト「インサーチ（INSEARCH® ）

http://www.insearch.jp/ 」を運営しており、クライアント企業の個々の案件ごとに、ターゲットである生

活者の意識調査及び当社の制作した広告の効果測定を実施しております。これらの市場調査及び広告の効果

測定結果を分析して、クライアント企業の集客戦略及び販売戦略に 適な広告宣伝を企画立案し提案してお

ります。 

※５ 当社は、マンション販売におけるモデルルームをプロデュースしております。これはクライアント企業と販

売戦略を協議してモデルルームの訴求コンセプトを策定し、そのコンセプトを具現化する内装、家具及び照

明の選定など具体的なビジュアル表現を提案するものです。提案が受入れられた場合は、設計施工会社と共

同でモデルルームを設置します。 

※６ 当社は、社内に制作部門を有し、広告のデザイン制作を専門に行うデザイナー及び広告の文案制作を専門に

行うコピーライターが、個々の案件ごとにクライアント企業の要望に基づいた、当社オリジナルなデザイン

及びコピーを制作しております。 

※７ 新聞折込、放送、掲載等は媒体社に発注しております。一部のデザイン制作について、協力企業に外注して

おります。協力企業のデザイン品質を、当社において社内制作と同様に監督し、品質管理しております。 

※８ 折込チラシ印刷、販促物の印刷や製作は全て協力企業に外注しております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社の基本方針と品質方針は次のとおりです。 

【第34期 基本方針】 

クライアントに信頼され、頼りにされる 高のプロモーションパートナーを目指す。 

【品質方針】 

クライアントと共に考え、共に行動し、より効率的な販売戦略を洞察し、クライアントにとっての 高のプロ

モーションパートナーを目指します。 

そのために「いつも生活者の視点から立案し、生活者の心に届く広告の創造」を心がけ、顧客満足追及のための

継続的改善を図ります。 

 

当社は、地域密着型のプロモーション活動を得意としており、当社の強みである次の3点を 大限に活かして、ク

ライアント企業の販促活動や広告宣伝活動のパートナーとして信頼され頼りにされる企業であり続けることにより、

顧客、地域社会、取引先、従業員とともに成長し、その成長による利益を株主に還元し続けることを、経営の基本

方針としております。 

【当社の強み】 

① 社内にクリエイティブ部門を有し、当社独自の企画・立案、ビジュアルデザイン、コピーを制作し、クライ

アント企業の要望に応えること。 

② 特定の広告媒体に特化することなく、常にクライアント企業の要望に応えるために 適な広告媒体を選択し

て提案すること。 

③ 広告や販促情報の受け手である地域消費者の動向や意識を理解し、地域に密着したキメ細かなプロモーショ

ン活動を展開すること。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社の収益構造の特徴は、他の広告会社と同様に、社内に印刷等の製造部門を有しないために生産設備投資がな

く、多店舗展開事業のような営業拠点投資がないことから、設備投資は極めて限定的であり、売上原価の殆どを社

外発生原価としての変動費が占めることです。また、当社の社内発生原価と販売費及び一般管理費は、人件費及び

人員数に対応する性格の費用が殆どを占めることから、中長期的には準変動費ですが短期的には固定費的な性格で

す。 

以上のことから、当社における重要な経営指標は次の２点であり、それぞれの目標値は下記のとおりです。 

① 売上高成長率 

対前年5～10％増を目標としています。 

② 営業利益率 

5％以上を目標としています。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 昨今のわが国の産業界は、業種を問わず押並べて大手の寡占化が進み、かつ地域間及び企業間の格差が拡大する

傾向にあります。当社が属する広告宣伝業においても同様であり、特に地方都市に拠点をおく中・小規模の広告代

理店の中では業績に顕著な差が出ております。その中で、当社は５期連続して売上を拡大してまいりました。 

 当社は、更なる継続的な成長を実現するために、平成19年6月期において経営体制の整備増強を図り、制作部門、

営業部門、及び管理部門の増員を進めました。この経営体制の整備増強は、平成21年6月期まで継続し同年度におい

て今回の整備増強は終了の予定です。このことから、売上高は継続的に拡大していく計画ですが、平成19年6月期実

績、平成20年ならびに平成21年6月期見込みにおいて、一時的に社内発生原価と販売費及び一般管理費の対売上高比

率が上昇し、営業利益率の実績ならびに計画が若干減少しております。平成22年6月期以降においては、営業利益率

は上昇に転ずる計画です。 

 上記の中期計画を実現する売上高の拡大のために、当社は次の3点を重点戦略として営業活動を展開してまいりま

す。 

① 「トータルプロモーションパートナーの位置付け」としてのクライアント企業を増やす。 

「トータルプロモーションパートナーの位置付け」とは、単発の案件ごとの受注ではなく、全社的または年
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間の広告宣伝や販促計画に関与し、クライアント企業の営業部門や販促部門と共同で計画を作成して、その結

果として個々の案件の当社受注が導かれるとの意味です。当社を、そのような「トータルプロモーションパー

トナー」と位置付けをしていただくクライアント企業を、現在の２社から１社ずつ確実に増やしていくべく営

業活動を展開します。 

② 既存顧客からの受注を拡大する。 

既存クライアント企業の顧客満足度をより一層高めることにより、当社に対する評価をより高め、さらに集

客戦略や販促戦略に有効で新規性のある当社独自の企画提案をして、クライアント企業の業績向上に寄与する

とともに当社への受注を拡大するべく営業活動を展開します。 

③ 指名受注を拡大する。 

当社の強みを活かした魅力ある提案による差別化により、当社の実績や提案内容を評価いただいて、競合見

積りやプレゼンコンペを経ることなく、当社を指名していただく受注を拡大するべく営業活動を展開します。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社が今後も継続して発展拡大していくためには、クライアント企業の集客戦略及び販売戦略を実現する広

告宣伝を企画・実施して、クライアント企業の業績向上に寄与する「プロモーションパートナー業」として有

効な提案を継続することにより、競合他社と自社を差別化することが も重要であると認識しております。 

一方、広告費全体の傾向としては、テレビ・新聞掲載などのマスメディア広告が減少し、折込チラシが微増、

インターネット広告が増加しております。また、フリーペーパーや携帯電話等を媒体とする広告が増加傾向に

あります。当社を含め広告業界全体として今後もこの傾向が続くと考えられ、大規模な広告に加えて、より

ターゲットを絞り込んだ、よりキメ細かな広告伝達が求められている状況であります。当社が競合他社と差別

化するためには、特定の広告手段に特化することなく、クライアント企業の要望に適した、より効果のある広

告内容及び広告方法を提案する能力を高めていくことが必須であると認識しております。 

 

① 広告宣伝の企画・立案力の強化 

クライアント企業の要望に基づき、より絞り込んだターゲット層に対して訴求するメッセージを明確にする

とともに、多様化した広告媒体から 適な方法と手段を選択して、より具体的でより効果のある広告宣伝を提

案する能力を高める必要があります。 

 

② 新規顧客の獲得 

 当社の広告業は、経済全体の好不況もさることながら、当社に発注していただくクライアント企業個々の業

績に大きく影響されます。また、事業の性格から顕著な参入障壁がなく、さらにクライアント企業は重要な障

害なく発注先を変更可能です。当社が継続的に発展拡大するためには、常に新規クライアント企業の獲得を可

能にする能力を高める必要があります。この場合の「新規クライアント企業」とは、既に競合他社と取引があ

る企業が既存の取引先から当社に変更することを意味しております。 

 

③ 人材の確保・育成 

当社の広告業は、製品や店舗によって差別化されるものではなく、クライアント企業との打合せとそれに基

づく提案内容によって差別化を図るという特徴があります。このことから、他業種と比較して、営業部門及び

制作部門の社員一人ひとりの能力がより一層重要であります。社員一人ひとりの能力をいかに高め、いかに引

き出すかが当社の取組むべき も重要な課題のひとつであります。 

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

当社株式は、証券会員制法人札幌証券取引所の承認を得て、平成20年２月20日にアンビシャス市場に上場を

いたしました。 

上場にあたり、平成20年１月18日並びに平成20年１月28日及び平成20年２月６日開催の取締役会において、

新株式の発行を決議し、平成20年２月19日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成20年２月19日付けで資本金は135,500千円、発行済株式総数は520,000株となっております。 

（注）詳細は、33ページ「重要な後発事象」をご覧ください。 
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４．中間財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 

（平成19年12月31日現在） 

（参 考） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年６月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※１ 334,071 293,325 

２．受取手形 ※２ 11,153 16,364 

３．売掛金  228,903 149,478 

４．制作支出金 ※３ 5,664 6,562 

５．その他  10,074 14,203 

貸倒引当金  △840 △580 

流動資産合計  589,028 95.9  479,354 94.7

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※４ 5,277 5,057 

２．無形固定資産  3,877 4,337 

３．投資その他の資産 ※１ 16,284 17,563 

貸倒引当金  － △226 

固定資産合計  16,284 25,439 4.1 17,337 26,732 5.3

資産合計  614,468 100.0  506,087 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ※５ 170,267 133,267 

２．買掛金  125,653 86,535 

３．１年以内返済予定 
長期借入金 

 430 552 

４．未払法人税等  29,220 13,408 

５．その他 ※６ 23,076 34,846 

流動負債合計  348,648 56.7  268,610 53.1

 （注）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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当中間会計期間末 

（平成19年12月31日現在） 

（参 考） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年６月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  － 154 

２．その他  557 1,131 

固定負債合計  557 0.1  1,285 0.2

負債合計  349,206 56.8  269,895 53.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  90,000 14.6  90,000 17.8

２．利益剰余金   

(1）利益準備金  22,500 7,500 

(2）その他利益剰余金   

別途積立金  105,000 75,000 

繰越利益剰余金  46,924 62,081 

利益剰余金合計  174,424 28.4  144,581 28.6

株主資本合計  264,424 43.0  234,581 46.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 837  1,610

評価・換算差額等合計  837 0.2  1,610 0.3

純資産合計  265,261 43.2  236,191 46.7

負債純資産合計  614,468 100.0  506,087 100.0

   

 （注）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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（２）中間損益計算書 

  
当中間会計期間 

（自平成19年７月１日 
  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度の要約損益計算書 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  834,879 100.0  1,442,964 100.0

Ⅱ 売上原価  651,585 78.0  1,143,993 79.3

売上総利益  183,293 22.0  298,970 20.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  112,178 13.5  214,727 14.9

営業利益  71,115 8.5  84,243 5.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 407 0.1  485 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 6,826 0.8  1,653 0.1

経常利益  64,696 7.8  83,074 5.8

Ⅵ 特別利益 ※３ 20 0.0  3,085 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４ － －  226 0.0

税引前中間（当期）純
利益 

 64,717 7.8  85,933 6.0

法人税、住民税及び事
業税 

 28,411 34,295 

法人税等調整額  △1,937 26,474 3.2 2,880 37,176 2.6

中間（当期）純利益  38,242 4.6  48,757 3.4

   

 （注）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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（３）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年12月31日） 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金合計 

株主資本合計

平成19年６月30日残高（千円） 90,000 7,500 75,000 62,081 144,581 234,581

中間会計期間中の変動額   

利益準備金の積立  15,000 △15,000 － －

別途積立金の積立  30,000 △30,000 － －

剰余金の配当  △8,400 △8,400 △8,400

中間純利益  38,242 38,242 38,242

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ 15,000 30,000 △15,157 29,842 29,842

平成19年12月31日残高（千円） 90,000 22,500 105,000 46,924 174,424 264,424

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成19年６月30日残高（千円） 1,610 1,610 236,191

中間会計期間中の変動額 

利益準備金の積立 －

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △8,400

中間純利益 38,242

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△772 △772 △772

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△772 △772 29,070

平成19年12月31日残高（千円） 837 837 265,261

 （注）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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（参考） 

前事業年度 株主資本等変動計算書（平成19年６月期）（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計

平成18年６月30日残高 （千円） 30,000 5,000 35,000 61,823 101,823 131,823

事業年度中の変動額   

新株の発行 60,000  60,000

利益準備金の積立  2,500 △2,500 － －

別途積立金の積立  40,000 △40,000 － －

剰余金の配当  △6,000 △6,000 △6,000

当期純利益  48,757 48,757 48,757

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

  

事業年度中の変動額合計（千円） 60,000 2,500 40,000 257 42,757 102,757

平成19年６月30日残高 （千円） 90,000 7,500 75,000 62,081 144,581 234,581

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成18年６月30日残高 （千円） 2,108 2,108 133,931

事業年度中の変動額 

新株の発行 60,000

利益準備金の積立 －

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △6,000

当期純利益 48,757

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△497 △497 △497

事業年度中の変動額合計（千円） △497 △497 102,259

平成19年６月30日残高 （千円） 1,610 1,610 236,191
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（４）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間会計期間 

（自平成19年７月１日 
  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 
平成19年６月期 

（自平成18年７月１日 
  至平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

税引前中間（当期）純
利益 

 64,717 85,933 

減価償却費  1,482 2,225 

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

 33 △3,276 

役員賞与引当金の減少
額 

 － △3,900 

受取利息及び受取配当
金 

 △363 △190 

支払利息  － 592 

株式交付費  － 709 

売上債権の増加額  △74,214 △22,341 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

 897 △3,421 

未払消費税等の増加額  240 1,176 

仕入債務の増加額  75,910 8,882 

その他（純額）  △3,430 7,097 

小計  65,275 73,486 

利息及び配当金の受取
額 

 344 112 

利息の支払額  － △530 

法人税等の支払額  △13,397 △54,306 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 52,221 18,761 

    

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

－ － - 19 -



 

 

㈱インサイト（2172）平成20年６月期中間決算短信（非連結） 

 

－ － - 20 -

  
当中間会計期間 

（自平成19年７月１日 
  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 
平成19年６月期 

（自平成18年７月１日 
  至平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

定期預金等の預入によ
る支出 

 △24,800 △46,000 

定期預金等の払戻によ
る収入 

 50,400 48,000 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 － △190 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △2,495 △1,367 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 － △1,520 

会員権の売却による収
入 

 － 1,392 

その他  △304 △311 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 22,800 3 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

長期借入金の返済によ
る支出 

 △276 △38,952 

株式の発行による収入  － 59,291 

配当金の支払額  △8,400 △6,000 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △8,676 14,339 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 

 66,345 33,103 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 218,325 185,221 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高 

※ 284,671 218,325 

    

 （注）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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

 定率法を採用しております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物         10～15年 

工具、器具及び備品  ４～６年 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用見込可能

期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

(2）無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 ――――――――――― 株式交付費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

当事業年度より、「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業会

計基準委員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号）を適用しておりま

す。 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に債権の回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

６．収益の計上基準 (1）媒体広告売上 

雑誌・新聞については広告掲載日、

テレビ・ラジオについては、放送日に

よっております。 

(2）販促物納入売上 

販促物の納入日によっております。

(1）媒体広告売上 

同左 

 

 

(2）販促物納入売上 

同左 
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項目 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金及び随時引き出し可能な預金

からなっております。 

同左 

９．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 
 税抜方式によっております。 

同左 
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会計処理方法の変更 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 
 

――――――――― 

 

 
（減価償却費の算出方法の変更） 
当事業年度より法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の減価償却資産については、改正法人税法
に規定する償却方法により減価償却費を計上しておりま
す。 
なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響は軽微であります。 
 

 

表示方法の変更 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 
 

――――――――――― 
 

（損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度において、「新株発行費」として掲記さ

れていたものは、当事業年度から「株式交付費」と表

示しております。 

 

追加情報 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

 

――――――――― 

 

 

（役員賞与引当金） 

当社は、前事業年度において、役員の賞与の支給に備

えるため、当該期間に負担すべき支給見込額を役員賞与

引当金として計上しておりましたが、期末日以前に開催

された取締役会決議において支給額が確定しているた

め、当事業年度より負担額を未払費用に計上しておりま

す。 

 

 

（外形標準課税制度） 

当社は、当事業年度末において資本金が１億円超にな

ることが見込まれることに伴い、当中間会計期間から

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い、法

人事業税の付加価値割及び資本割については販売費及び

一般管理費に計上しております。この結果、販売費及び

一般管理費が831千円増加し、営業利益、経常利益、税

引前中間純利益が同額減少しております。 

また、これに伴い税効果会計に使用する法定実効税率

を41.7％から40.4％に変更しております。なお、この変

更による影響は軽微であります。 

 

 

――――――――― 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成19年12月31日現在） 

（参 考） 
前事業年度末 

（平成19年６月30日現在） 

※１．広告代理店契約の取引保証として次の資産を差入

れております。 

  現金及び預金   15,200千円 

  差入保証金    1,461千円 

  計        16,661千円 

※１．広告代理店契約の取引保証として次の資産を差入

れております。 

  現金及び預金   15,200千円 

  差入保証金    1,461千円 

  計        16,661千円 

※２．中間期末日満期手形 ※２．期末日満期手形 

   中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。 

   期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当事業年度の末日

は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

  受取手形              2,057千円   受取手形              1,308千円

※３．制作支出金 

広告物の制作等は工程毎にそれぞれの外注先を使

用しております。よって制作工程の途中にあるもの

で、すでに役務提供等の終了した工程に係る外注先へ

の支払額及び支払の確定した金額を集計したものであ

ります。 

※３．制作支出金 

同左 

※４．有形固定資産の減価償却累計額 ※４．有形固定資産の減価償却累計額 

7,176千円 6,154千円

※５．中間期末日満期手形 ※５．期末日満期手形 

   中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。 

   期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当事業年度の末日

は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

  支払手形              5,773千円   支払手形               － 千円

※６．消費税の取扱い ※６．消費税の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的に重要性が乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

――――――――― 
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（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

  受取利息               182千円   受取利息               94千円 

  受取配当金              180千円   受取配当金              95千円 

  受取手数料              43千円   受取手数料              139千円 

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

  上場費用              6,826千円   支払利息               592千円 

   株式交付費              709千円 

   支払保証料              352千円 

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 

  貸倒引当金戻入益           20千円   貸倒引当金戻入益          3,085千円 

※４．       ―――――――― ※４．特別損失の主要項目 

   貸倒引当金繰入額           226千円 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

  有形固定資産            1,022千円   有形固定資産            1,378千円 

  無形固定資産             459千円   無形固定資産             847千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年12月31日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 420,000 － － 420,000

２． 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

３． 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

４． 配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 
株式の 
種類 

配当金の総額
（千円） 

配当金の 

原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月27日 

定時株主総会 
普通株式 8,400 利益剰余金 20

平成19年 

６月30日 

平成19年 

９月28日 

 

（参考）前事業年度（平成19年６月期）（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 300,000 120,000 － 420,000

（注）発行済株式数の当期増加120,000株は第三者割当による新株発行です。 

 

２． 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４． 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当た
り配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年９月21日 

定時株主総会 
普通株式 6,000 20 平成18年６月30日 平成18年９月22日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額（千円）

配当金の 

原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年９月27日 

定時株主総会 
普通株式 8,400 利益剰余金 20 

平成19年 

６月30日 

平成19年 

９月28日 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲載されている科目の金額との関係 

（平成19年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定             334,071 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金     △49,400 

現金及び現金同等物            284,671

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 

 記されている科目の金額との関係 

（平成19年６月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定             293,325 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金     △75,000 

現金及び現金同等物            218,325  

 

（リース取引関係） 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円）

車両運搬具 9,700 4,275 5,425

工具、器具及
び備品 

2,850 142 2,707

合計 12,550 4,417 8,132

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

車両運搬具 9,700 3,705 5,995

合計 9,700 3,705 5,995
 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 1,793千円

１年超 6,501千円

合計 8,294千円
 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,260千円

１年超 4,945千円

合計 6,205千円
 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 786千円

減価償却費相当額 712千円

支払利息相当額 76千円
  

 
支払リース料 1,260千円

減価償却費相当額 1,140千円

支払利息相当額 115千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(6）減損損失について 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

(6）減損損失について 

同左 
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（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券 

当中間期末（平成19年12月31日現在）及び前事業年度末（平成19年６月期）（平成19年６月30日現
在）ともに、該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

当中間期末（平成19年12月31日現在）及び前事業年度末（平成19年６月期）（平成19年６月30日現
在）ともに、該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間期末（平成19年12月31日現在） 

種類 取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表
計上額（千円）

差額 
（千円） 

(1）株式 1,977 3,382 1,405 

(2）債券  

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 1,977 3,382 1,405 

 

前事業年度末（平成19年６月期）（平成19年６月30日現在） 

 種類 取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上
額（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 1,977 4,739 2,762

(2）債券  

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 1,977 4,739 2,762

(1）株式 － － － 
(2）債券  

① 国債・地方債等 － － － 
② 社債 － － － 
③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの 

小計 － － － 
合計 1,977 4,739 2,762

４．当事業年度中に売却したその他有価証券 

当中間会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年12月31日）及び前事業年度（平成19年６月期）（自

平成18年７月１日 至19年６月30日）ともに、該当事項はありません。 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間期末（平成19年12月31日現在） 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 

 

190 
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前事業年度末（平成19年６月期）（平成19年６月30日現在） 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 

 

190 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

当中間期末（平成19年12月31日現在）及び前事業年度末（平成19年６月期）（平成19年６月30日現在）

ともに、該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年12月31日）及び前事業年度（平成19年６月期）（自平

成18年７月１日 至19年６月30日）ともに、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はあ

りません。 
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（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自平成19年7月1日 至平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（平成19年６月期）（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

 １．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

  (1）ストック・オプションの内容   

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の

区分及び人数 
当社従業員 13名 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 
当社取締役 ２名 

株式の種類別

のストック・

オプションの

数（注） 

普通株式 17,700株 普通株式 9,000株 普通株式 15,000株 

付与日 平成18年11月30日 平成18年11月30日 平成18年11月30日 

権利確定条件 権利確定条件は定めておりません

が、権利行使条件を次のように付し

ております。 

（新株予約権の行使の条件） 

新株予約権者が次の各号のいずれか

に該当することとなった場合、各号

記載の時点において本新株予約権は

行使することができなくなるものと

する。 

(1)本新株予約権を行使する以前に当

会社または当会社グループ（将来の

当会社グループを含む）の子会社の

取締役、監査役または従業員たる地

位を失った場合・・・当該事実に該

当した時 

(2) 新 株 予 約 権 者 が 死 亡 し た 場

合・・・当該事実に該当した時 

(3)新株予約権者が、付与された権利

の譲渡、質入れその他の処分をした

場合・・・当該事実に該当した時 

(4)前3号以外の新株予約権の権利行

使の条件については、取締役会決議

に基づき、当会社が決定できるもの

とする。 

同左 権利確定条件は定めておりませ

んが、権利行使条件を次のよう

に付しております。 

（新株予約権の行使の条件） 

新株予約権者が次の各号のいず

れかに該当することとなった場

合、各号記載の時点において本

新株予約権は行使することがで

きなくなるものとする。 

(1)本新株予約権を行使する以

前に当会社または当会社グルー

プ（将来の当会社グループを含

む）の子会社の取締役、監査役

または従業員たる地位を失った

場合・・・当該事実に該当した

時 

(2)新株予約権者が死亡した場

合・・・当該事実に該当した時

(3)前２号以外の新株予約権の

権利行使の条件については、取

締役会決議に基づき、当会社が

決定できるものとする。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左 同左 

権利行使期間 平成20年11月16日から平成23年６月

30日まで 

同左 平成18年12月１日から平成25年

６月30日まで 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日）において存在したストック・オプションを対象

とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利確定前   （株）    

 前事業年度末 － － － 

 付与 17,700 9,000 15,000 

 失効 500 － － 

 権利確定 － － 15,000 

 未確定残 17,200 9,000 － 

権利確定後   （株）    

 前事業年度末 － － － 

 権利確定 － － 15,000 

 権利行使 － － － 

 失効 － － － 

 未行使残 － － 15,000 

 

 ②単価情報 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利行使価格    （円） 500 500 500 

行使時平均株価   （円） － － － 

付与日における公正な評価単

価         （円） 
－ － － 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法  

 第１回新株予約権、第２回新株予約権並びに第３回新株予約権の付与日における公正な評価単価の見積

方法は、当社が未公開企業であることから、ストック・オプション等に関する会計基準（企業会計基準第

８号 平成17年12月27日）及びストック・オプション等に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用

指針第11号 平成18年５月31日）により、公正な評価単価に代え、単位当たりの本源的価値の見積りに

よって算出しております。単位当たりの本源的価値とは、当社株式の評価額と権利行使価格との差額であ

ります。 

当社株式の評価額は、平成18年11月29日付の第三者割当増資の発行価格500円であり、当該第三者割当

増資の発行価格は、時価純資産方式により算出された価格を参考に決定した価格であります。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法   

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を

採用しております。 

 

５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額

及び当事業年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

①当事業年度末における本源的価値の合計額 

 該当事項はありません。 

 

②当事業年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

 該当事項はありません。 

 

６．財務諸表への影響額 

付与時における本源的価値がないことから、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

当中間会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年12月31日） 

    持分法を適用すべき子会社及び関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 

 前事業年度（平成19年６月期）（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

持分法を適用すべき子会社及び関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 
 

１株当たり純資産額 631.58円

１株当たり中間純利益金額 91.05円

  

 

１株当たり純資産額 562.36円

１株当たり当期純利益金額 131.77円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ

いては、ストック・オプションによる潜在株式がありま

すが、当社は平成19年12月中間期末時点において、非上

場でありますので期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、ストック・オプションによる潜在株式がありま

すが、当社は非上場でありますので期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。 

 

   

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当中間会計期間 

（自平成19年７月１日 
  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

中間（当期）純利益（千円） 38,242 48,757 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千
円） 

38,242 48,757 

期中平均株式数（株） 420,000 370,027 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間(当期)純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

新株予約権3種類 

（新株予約権の数 41,200個） 
同左 
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自平成19年７月１日 

  至平成19年12月31日） 

（参 考） 
前事業年度 

平成19年６月期 
（自平成18年７月１日 

  至平成19年６月30日） 

当社株式は、証券会員制法人札幌証券取引所の承認を得

て、平成20年２月20日にアンビシャス市場に上場をいたし

ました。 

上場にあたり、平成20年１月18日並びに平成20年１月28

日及び平成20年２月６日開催の取締役会において、下記の

とおり新株式の発行を決議し、平成20年２月19日に払込が

完了いたしました。 

この結果、平成20年２月19日付けで資本金は135,500千

円、発行済株式総数は520,000株となっております。 

 

① 募集方法 

 

 

② 発行する株式の種類

及び数 

③ 発行価格 

：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

：普通株式   100,000株 

 

：１株につき   1,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき    910円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金と

して平成20年２月19日に受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手

取金となります。 

⑤ 発行価額 

⑥ 資本組入額 

⑦ 発行価額の総額 

⑧ 払込金額の総額 

⑨ 資本組入額の総額 

⑩ 払込期日 

⑪ 資金の使途 

：１株につき    680円 

：１株につき    455円 

：       68,000千円 

：       91,000千円 

：       45,500千円 

：平成20年２月19日 

：運転資金に充当する予定で 

あります。 

 

_______________ 
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