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（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年６月期第３四半期の業績（平成 19 年７月１日～平成 20 年３月 31 日） 

当第 3 四半期会計期間が第 3 四半期財務諸表作成初年度であるため、平成 19 年６月期第３四半期及び対前年同

四半期増減率については、記載しておりません。 

 

(1) 経営成績         （％表示は対前年同四半期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 

20年６月期第３四半期 

19年６月期第３四半期 

百万円  ％ 

1,226    － 

     －    － 

百万円  ％

      92    －

   －    －

百万円   ％ 

      76    － 

     －    － 

百万円   ％

      43    －

     －    －

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

 
 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 

20年６月期第３四半期 

19年６月期第３四半期 

円    銭 

      101    00 

     －    － 

円    銭

      100    96

     －    －

19年６月期    131    77 －   －

(注) 平成19年６月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、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６月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。 

(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 

 

20年６月期第３四半期 

19年６月期第３四半期 

百万円 

701    

      －    

百万円

361   

      －   

％ 

51.6  

－  

円  銭

695    81

     －    －

19年６月期 506    236   46.7  562    36

(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 

期末残高 

 

20年６月期第３四半期 

19年６月期第３四半期 

百万円

99   

      －   

百万円

△180   

      －   

百万円 

78    

     －    

百万円

216   

      －   

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

－ 1 － 
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４．その他 

(1) 四半期財務諸表の作成基準  ： 中間財務諸表作成基準 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

(3) 会計監査人の関与  ： 有 

四半期財務諸表については、証券会員制法人札幌証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意

見表明のための手続きを受けております。 

 

※ 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、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ページの【定性的情

報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 

－ 2 － 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日）におけるわが国の経済は、輸出は緩やかに増加し

たものの、生産、設備投資、個人消費もおおむね横ばいとなるなど、景気は緩やかな回復から足踏み状態となりまし

た。さらに、米国サブプライムローン問題による世界的金融不安、ドル安円高、原油高等の原材料価格上昇などの不

安定要素が増加し、大手企業の収益が減少に転ずる状況となりました。 

一方、北海道経済におきましては、設備投資の堅調な推移や道外需要関連の生産に増加の動きが見られましたが、

公共投資減少の影響が一段と顕著な状況です。住宅投資が低調に推移したほか、個人消費はやや弱含みとなり、雇用

環境にも改善が見られないなど、総じて景気は足踏み基調で推移いたしました。 

広告業界は、全体としては拡大傾向で推移したものの、広告出稿は対前年比微増となりました。これは、国内消費

動向の伸び悩みに加えて、自動車業界等、広告出稿の主力である業界が国内販売不振等の影響から広告費の削減を継

続していることによります。特にマスメディア４媒体広告費の低迷は構造的かつ決定的なものとなり、広告費全体の

回復力は依然として弱く足踏み状態が続いている状況です。 

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最小限度にとどめるよう抑制に努める等、

全力で利益向上に取組んでおります。当第３四半期会計期間の業績は、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1,226,629千円となりました。売上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92,404千円、上場費用及び株式交付費の計上により経常利益は76,962千円、四半期純利益

は43,963千円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の資産は、総資産が前事業年度末に比べ195,110千円増加し701,197千円となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ197,204千円増加し676,558千円となり、その主な要因は、公募による新株発

行に伴う株式払込金を原資とする定期預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69,482千円増加し339,378千円となりました。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125,627千円増加し361,819千円となりました。その主な要因は、公募増

資に伴う資本金45,500千円及び資本準備金45,500千円の増加、並びに四半期純利益43,963千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。 

なお、平成20年３月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年５月７日より本社を移転いたしました。当

該移転に伴い、有形固定資産が、新本社事務所内装工事等の資産計上により22,870千円増加し、旧本社事務所内

装工事等の残存簿価除却により1,625千円減少しております。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期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、売上拡大にともない税引前

四半期純利益が76,962千円確保できたこと、並びに公募による新株発行に伴う株式払込金による87,564千円の収

入があったものの、定期預金等の預入による支出が252,000千円あった結果、資金が2,024千円減少し、216,300

千円となりました。 

当第３四半期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） 

当第３四半期会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは99,395千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四半期純利益を76,962千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） 

当第３四半期会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは180,170千円の資金支出となりまし

た。その主な要因は、定期預金等の預入による支出252,000千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） 

当第３四半期会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは78,750千円の資金収入となりました。

その主な要因は、公募による新株発行に伴う株式払込金による収入87,564千円によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

業績は概ね予想どおりに推移しております。当第３四半期会計期間における売上高は概ね予算どおりの推移で

したが、営業利益、経常利益、四半期純利益については、相対的に売上総利益率の高い業務が当第３四半期会計期

間に集中したことにより、当第３四半期会計期間末にて通期予算に近い金額を計上いたしました。 

第４四半期においても売上高は概ね予算どおりの推移が予想され、通期においては業績予想の売上高1,582,723

千円（前年同期比 9.7％増）は達成できるものと考えております。営業利益、経常利益、当期純利益については、

相対的に売上総利益率の低い業務の集中及び人員増加に伴う売上原価と販売費及び一般管理費の増加等によって予

算を下回る推移と予想されますが、通期においては業績予想の営業利益93,990千円（同 11.6％増）、経常利益

－ 3 － 



 

 

㈱インサイト（2172）平成20年６月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

78,960千円（同 5.0％減）、当期純利益46,981千円（同 3.6％減）を達成するものと考えております。 

なお、本社事務所移転に伴う有形固定資産の変動ならびに事務所賃借料の変動が、平成20年６月期の通期損益に

与える影響は軽微であり予算に含まれております。 

 

 

－ 4 － 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成20年3月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年６月30日） 

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 ※１ 468,300 293,325 

２．受取手形 ※２ 4,309 16,364 

３．売掛金  184,807 149,478 

４．制作支出金 ※３ 6,757 6,562 

５．その他  13,043 14,203 

貸倒引当金  △660 △580 

流動資産合計  676,558 96.5  479,354 94.7

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※４ 4,869 5,057 

２．無形固定資産  3,647 4,337 

３．投資その他の資産 ※１ 17,150 17,563 

貸倒引当金  △1,029 △226 

     計  16,121 17,337 

固定資産合計  24,638 3.5  26,732 5.3

資産合計  701,197 100.0  506,087 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  168,145 133,267 

２．買掛金  120,206 86,535 

３．１年以内返済予定 
長期借入金 

 292 552 

４．未払法人税等  21,734 13,408 

５．その他 ※５ 28,547 34,846 

流動負債合計  338,926 48.3  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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当第３四半期会計期間末 
（平成20年3月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年６月30日） 

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  452 1,131 

固定負債合計  452 0.1  1,285 0.2

負債合計  339,378 48.4  269,895 53.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  135,500 19.3  90,000 17.8

２．資本剰余金   

資本準備金  45,500 － 

資本剰余金合計  45,500 6.5  － －

３．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  52,644 62,081 

利益剰余金合計  180,144 25.7  144,581 28.6

株主資本合計  361,144 51.5  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 

 674  1,610

評価・換算差額等合計  674 0.1  1,610 0.3

純資産合計  361,819 51.6  236,191 46.7

負債純資産合計  701,197 100.0  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) 四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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  1,226,629 100.0  1,442,964 100.0

Ⅱ 売上原価  963,541 78.6  1,143,993 79.3

売上総利益  263,088 21.4  298,970 20.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  170,683 13.9  214,727 14.9

営業利益  92,404 7.5  84,243 5.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 613 0.1  485 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 16,055 1.3  1,653 0.1

経常利益  76,962 6.3  83,074 5.8

Ⅵ 特別利益 ※３ － －  3,085 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４ － －  226 0.0

税引前四半期（当期）
純利益 

 76,962 6.3  85,933 6.0

法人税、住民税及び事
業税 

 37,759 34,295 

法人税等調整額  △4,760 32,999 2.7 2,880 37,176 2.6

四半期（当期）純利益  43,963 3.6  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) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 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

四半期会計期間中の変動額   

新株の発行 45,500 45,500  91,000

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

四半期純利益  43,963 43,963 43,963

株主資本以外の項目の四半
期会計期間中の変動額（純
額） 

  

四半期会計期間中の変動額合計 
（千円） 

45,500 45,500 15,000 30,000 △9,436 35,563 126,563

平成20年３月31日残高（千円） 135,500 45,500 22,500 105,000 52,644 180,144 361,144

 

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

四半期会計期間中の変動額 

新株の発行 91,000

利益準備金の積立 －

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △8,400

四半期純利益 43,963

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額（純額） 

△935 △935 △935

四半期会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△935 △935 125,627

平成20年３月31日残高（千円） 674 674 361,819

 （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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 前事業年度 株主資本等変動計算書（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) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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 

   

税引前四半期（当期）
純利益 

 76,962 85,933 

減価償却費  2,379 2,225 

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

 882 △3,276 

役員賞与引当金の減少
額 

 － △3,900 

賞与引当金の増加額  6,349 － 

受取利息及び受取配当
金 

 △520 △190 

支払利息  － 592 

株式交付費  3,435 709 

売上債権の増加額  △23,273 △22,341 

たな卸資産の増加額  △195 △3,421 

未払消費税等の増加額  58 1,176 

仕入債務の増加額  68,549 8,882 

その他（純額）  △5,075 7,097 

小計  129,554 73,486 

利息及び配当金の受取
額 

 420 112 

利息の支払額  － △530 

法人税等の支払額  △30,578 △54,306 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 99,395 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。 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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 

 △252,000 △46,000 

定期預金等の払戻によ
る収入 

 75,000 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 

 △2,755 △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  △414 △311 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △180,170 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 

 △414 △38,952 

株式の発行による収入  87,564 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 

 78,750 14,339 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額（△減少額） 

 △2,024 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四
半期末(期末)残高 

※ 216,300 218,325 

    

 （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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 四半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。 

(2) たな卸資産 

  個別法による原価法を採用しており

ます。 

(1)有価証券 

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 

同左 

２．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 

３．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 

 

 

 

 

４．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 

５．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 

６．四半期キャッシュ・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 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

７．その他四半期財務諸表

（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 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（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。 
 

 

追加情報 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（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、当事業年度より資本金が１億円超となったこ

とに伴い、当第３四半期会計期間から「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1,193千円増加

し、営業利益、経常利益、税引前当四半期純利益が同額

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 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19年６月30日） 

※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．期末日満期手形 ※２．期末日満期手形 

―――――――――    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              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 

7,844千円 6,154千円

※５．消費税の取扱い ※５．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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（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（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               339千円   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               61千円   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              12,620千円   支払利息               592千円 

  株式交付費             3,435千円   株式交付費              709千円 

   支払保証料              352千円 

※３．     ――――――――― ※３．特別利益の主要項目 

   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            1,690千円   有形固定資産            1,378千円 

  無形固定資産             689千円   無形固定資産             847千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３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 
当第３四半期 

会計期間末 

普通株式（株） 420,000 100,000 － 520,000

（注）発行済株式数の当四半期増加100,000株は公募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 

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19年９月27日 

定時株主総会 
普通株式 8,400 20

平成19年 

６月30日 

平成19年 

９月28日 

 

前事業年度（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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   （四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（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四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲載されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定             468,300 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △252,000 

現金及び現金同等物            216,300

※ 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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（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

額及び四半期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

四半期末
残高相当
額 
（千円）

車両運搬具 9,700 4,560 5,140

工具、器具及
び備品 

2,850 285 2,565

合計 12,550 4,845 7,705

(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) 未経過リース料四半期末残高相当額 

１年内 5,798千円

１年超 2,049千円

合計 7,848千円
 

(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 1,257千円

減価償却費相当額 1,140千円

支払利息相当額 124千円
  

 
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．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間末（平成20年３月31日）及び前事業年度末（平成19年６月30日）ともに、該当
事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間末（平成20年３月31日） 

種類 取得原価 
（千円） 

四半期貸借 
対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 1,977 3,108 1,131 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 1,977 3,108 1,131 

 

前事業年度末（平成19年６月30日） 

 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

３．当事業年度中に売却したその他有価証券 

当第３四半期会計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３月31日）及び前事業年度（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。 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期会計期間末（平成20年３月31日） 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 
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前事業年度末（平成19年６月30日） 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 

 

190 

５．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 

当第３四半期会計期間末（平成20年３月31日）及び前事業年度末（平成19年６月30日）ともに、該当事
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項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３月31日）及び前事業年度（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。 

 

－ 20 － 
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－ 21 － 

（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３月31日） 

 １．ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間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 

当第３四半期会計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３月31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 17,200 9,000 － 

 付与 － － － 

 失効 500 － － 

 権利確定 － － － 

 未確定残 16,700 9,000 － 

権利確定後   （株）    

 前事業年度末 － － 15,000 

 権利確定 － － － 

 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第３四半期会計期間における本源的価値

の合計額及び当第３四半期会計期間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当第３四半期会計期間末における本源的価値の合計額 

 一株当たりの株価         520円 

 一株当たりの権利行使価格     500円 

 一株当たりの本源的価値       20円 

 ストック・オプションの総数   40,700個 

 本源的価値の合計額      814,000円 

 

－ 22 － 
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－ 23 － 

②当第３四半期会計期間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。 

 

前事業年度（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） 

当第３四半期会計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３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（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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（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 695.81円 

１株当たり四半期純利益金額 101.00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株当たり四半期(当期)純利益

金額については、次のとおりです。 

１株当たり四半期純利益金額 100.96円 
 

 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株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

１株当たり四半期(当期)純利益金額   

四半期(当期)純利益（千円） 43,963 48,757 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期(当期)純利益（千
円） 

43,963 48,757 

期中平均株式数（株） 435,273 370,027 

潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純

利益金額 
  

 四半期(当期)純利益調整額（千円） ――――― ――――― 

 普通株式増加数（株） 196  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり四半期(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２種類 

第１回・第２回新株予約権 

新株予約権の数 25,700個 

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 

 

新株予約権３種類 

第１回・第２回・第３回新株予約

権 

新株予約権の数 41,200個 
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