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

 （注）当社は、平成 19 年 12 月中間期より業績の開示を行っているため、平成 19 年６月期の対前期増減率について

は、記載しておりません。 

（１）経営成績          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

20年６月期 

百万円  ％ 

1,613     11.9   

百万円  ％

95     12.9  

百万円   ％ 

  80    △3.6   

百万円   ％

 43   △11.6  

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

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

 

20年６月期 

円    銭 

94    42   

円    銭

    94    34  

％

14.4 

％ 

14.0  

％

5.9 

19年６月期    131    77   －   －  26.3 17.5  5.8 

 (参考) 持分法投資損益 20年６月期 －百万円、19年６月期 －百万円 

(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月期末時点では非上場であり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 

百万円 

637    

百万円

361   

％ 

56.7  

円  銭

694    70  

19年６月期 506    236   46.7  562    36  

(参考) 自己資本 20年６月期 361百万円、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 

期 末 残 高 

 

20年６月期 

百万円 

31    

百万円

△228   

百万円 

78    

百万円

100   

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

第２ 

四半期末 

第３ 

四半期末
期末 年間 

配当金 

総額 

（年間） 

配当性向 
純資産 

配当率 

 

19年６月期 

円  銭

－ －

円  銭 

0 00 

円  銭

－ －

円  銭

20  00

円  銭

20  00

百万円 

8  

％ 

15.2  

％

4.0 

20年６月期 － － 0 00 － － 25 00 25 00 13  26.5  4.0 

21年６月期(予想) － 0 00 － 20 00 20 00 － 31.2  － 

（注）20 年６月期期末配当金の内訳  記念配当 5 円 00 銭 

３．平成 21 年６月期の業績予想（平成 20 年７月１日～平成 21 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 
 

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 

 

第２四半期累計期間 

通 期 

百万円  ％ 

770  5.8 

1,632   1.1 

百万円  ％

17 △69.7

57 △39.5

百万円  ％

18 △67.7

59 △26.3

百万円  ％ 

10 △71.2 

33 △22.4 

円  銭

20  11

64  16

（注）１株当たりの当期純利益は期末発行済株式数 520,000 株により算出しております。 
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４．その他 

（１）重要な会計方針の変更 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

  ② ①以外の変更         無 

（注）詳細は、20ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

 

（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） 20年６月期 520,000株 19年６月期 420,000株 

  ② 期末自己株式数           20年６月期    －株 19年６月期    －株 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、25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 

① 当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、上期は堅調な企業業績や個人消費の回復などにより緩やかな景気回復基調を

持続しましたが、下期にかけてはサブプライム住宅ローン問題を背景とする米国経済の減速や原油価格を始めとす

る原材料価格の高騰などの影響により、景気回復は足踏み状態となりました。 

一方、北海道経済におきましては、自動車関連や地上デジタル化対応投資などの民間設備投資に堅調な動きが見

られましたものの、個人消費、雇用動向は弱含み、公共工事、住宅建設は低調に推移するなど、総じて厳しい状況

で推移いたしました。また、原油・原材料価格の高騰などにより、個人消費や生産活動などの先行きに懸念要素を

増す状況となりました。 

広告業界は、全体として、上期は拡大傾向で推移していたものの、下期における景気動向にもとづく企業業績の

悪化を反映し、2002年度以来6年ぶりの対前年減少となりました。これは、国内消費動向の伸び悩みに加えて、自動

車業界等の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を削減していることによるものです。

特にマスメディア４媒体広告費の落ち込みが顕著なものとなり、インターネット広告費は伸びを継続しているもの

の広告費全体として微減との状況となりました。特に住宅不動産業界においては、改正建築基準法の影響により工

事着工が大幅に減少し、当社の重点分野のひとつである新築分譲マンションにおいても広告出稿が大きく減少しま

した。 

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まいりました。その結果、当事業年度の業績は、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が寄与し、売上高は1,613,978千円（前年同期比 11.9％増）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95,101千円（同 12.9％増）、上場費用等の

営業外費用の発生により経常利益は80,075千円（同 3.6％減）、本社移転費用等の特別損失の計上により当期純利

益は43,089千円（同 11.6％減）となりました。 

 

② 次期の見通し 

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、厳しい経済環境を反映してクライアント企業の広告販促費が縮小

削減の傾向にあるなかで、既存クライアント企業における当社シェアの拡大並びに新規クライアント企業の獲得を

通じて、売上高の維持拡大を進めてまいります。このため、平成21年6月期において、売上総利益率は若干下降し、

販売費及び一般管理費が増加する計画です。このため、営業利益率は平成21年6月期において下降するものの、平成

22年6月期以降は回復し上昇に転じる見込みです。 

以上のことから、次期の業績予想は、売上高1,632,373千円（前年同期比 1.1％増）、営業利益57,579千円（同 

39.5％減）、経常利益59,051千円（同 26.3％減）、当期純利益33,364千円（同 22.6％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 

当事業年度末の資産は、総資産が前事業年度末に比べ131,059千円増加し637,147千円となりました。主な増加

要因は、当期純利益の計上及び公募増資による現金及び預金の増加であります。その内訳は下記のとおりです。 

流動資産は、前事業年度末に比べ103,946千円増加し583,301千円となり、その主な要因は、公募による新株発

行に伴う預金の増加、及び売上拡大に伴う売掛金の増加等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ27,112千円増加し53,845千円となり、その主な要因は、本社移転に伴う有形

固定資産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6,007千円増加し275,903千円となりました。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125,051千円増加し361,243千円となりました。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、並びに当期純利益43,089千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 キャッシュ・フローの状況 

   当事業年度末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当期純利

益が76,451千円確保できたこと、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265,500千円あった結果、資金が117,959千円減少し、100,365千円となり

ました。 

当事業年度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） 

当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは31,587千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当期純利益を76,451千円計上したことによるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは228,159千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265,500千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） 

当事業年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは78,612千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。 

 

（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20年６月期 

自己資本比率（％） 46.7 56.7 

時価ベースの自己資本比率（％） － 41.5 

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20年６月期において、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20年６月期において、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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分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20年６月期の配当については、上場記念配当５円を含め１株当たり25円の配当を実施す

る予定です。この結果、平成20年６月期の配当性向は26.5％を予定しております。なお、次期につきましても、１

株につき20円の配当（配当性向は31.2％）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。 
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（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

内経済の低迷が長期化した場合は、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、各種業種のクライアント企業に対する、主に北海道及び青森県

におけるプロモーション活動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。 

（注）平成20年６月及び７月に発生した東北地方の地震災害において、当社のクライアント企業には被害及び

影響はなく、当社の業績にも影響はないものと予想しております。 

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
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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20年6月期において、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83.5％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15.4％、イン

ターネット広告の売上高は1.1％となっております。 

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20年６月期において、折込、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の媒体売上高が

50.4％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
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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20年６月期における上位2社である株式会社カネマツ及びマックスバリュ北海道株

式会社（旧株式会社ジョイ）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

て売上高の63.0％、平成20年６月期において63.5％を占めております。 

相手先 平成19年6月期 平成20年６月期 

㈱カネマツ 684,956千円 47.5％ 710,585千円 44.0％ 

マックスバリュ北海道㈱ 

（注） 
223,094千円 15.5％ 314,975千円 19.5％ 

合計 908,050千円 63.0％ 1,025,560千円 63.5％ 

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、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）マックスバリュ北海道株式会社について、平成20年４月１日を効力発生日として、同社が存続会社とな

り株式会社ジョイを吸収合併し、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ま

した。以上から、上記の同社向け売上数値は、平成19年6月期については株式会社ジョイへの売上を、平

成20年6月期については平成20年３月までの株式会社ジョイへの売上と平成20年４月以降のマックスバ

リュ北海道株式会社への売上を合算して記載しております。 

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、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
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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。 
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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、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20年6月30日現在、当社は取締役５名、監査役１名及び従業員10名に対して、39,200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39,200株であり、潜在株式の比率は7.5%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。 

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20年６月30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28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 

有価証券届出書（平成20年１月18日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会社の状況」から

重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該有価証券届出書は、EDINETおよび次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

  http:/www.ppi.jp/ir/library.html 

 

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。 

【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の達成状況 

当社の収益構造の特徴は、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および販売費及び一般管理費は、人件費およ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、それぞれの目標値並びに達成状況は下記のとお

りです。 

ⅰ）売上高成長率 

目標：対前年5～10％増  平成20年6月期実績：11.9％増 

ⅱ）営業利益率 

目標：5％以上  平成20年6月期実績：5.9％ 

 

（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20年6月期において経営体制の整備増強を図り、制作部門及び

営業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20年6月期実績ならびに平成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。 
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 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。 

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

http://www.insearch.jp/」を当事業年度より本格稼動させ、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。今後は、この「インサーチ」をより一層充実したものとし当社独自の企画提案に

活用することにより、一層の競合差別化を図る所存です。 

 

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
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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。 
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４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年６月30日） 
当事業年度 

（平成20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 ※１ 293,325 365,865 

２．受取手形 ※２ 16,364 19,706 

３．売掛金  149,478 176,351 

４．制作支出金 ※３ 6,562 1,288 

５．前払費用  12,289 13,682 

６．繰延税金資産  1,132 1,534 

７．その他  781 5,964 

貸倒引当金  △580 △1,092 

流動資産合計  479,354 94.7 583,301 91.5

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物  6,245 11,850  

減価償却累計額  4,386 1,859 329 11,520 

２．車両運搬具  686 686  

減価償却累計額  487 199 550 135 

３．工具、器具及び備品  4,279 17,864  

減価償却累計額  1,280 2,999 3,814 14,050 

有形固定資産合計  5,057 1.0 25,707 4.0

(2）無形固定資産   

１．ソフトウェア  3,516 3,358 

２．電話加入権  821 821 

無形固定資産合計  4,337 0.9 4,180 0.7

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券  4,929 3,798 

２．破産更生債権等  226 1,029 

３．保険積立金  6,320 6,770 

４．差入保証金 ※１ 5,491 12,803 

５．会員権  596 584 

貸倒引当金  △226 △1,029 

投資その他の資産合計  17,337 3.4 23,957 3.8

固定資産合計  26,732 5.3 53,845 8.5

資産合計  506,087 100.0 637,147 100.0

   

 （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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前事業年度 

（平成19年６月30日） 
当事業年度 

（平成20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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  133,267 134,901 

２．買掛金  86,535 101,574 

３．１年以内返済予定 
長期借入金  552 154 

４．未払金  16,999 9,374 

５．未払費用  6,731 2,652 

６．未払法人税等  13,408 17,938 

７．未払消費税等  4,781 3,243 

８．預り金  6,334 5,405 

流動負債合計  268,610 53.1 275,244 43.2

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  154 － 

２．繰延税金負債  1,131 659 

固定負債合計  1,285 0.2 659 0.1

負債合計  269,895 53.3 275,903 43.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  90,000 17.8 135,500 21.3

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 45,500  

資本剰余金合計  － － 45,500 7.1

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  7,500 22,500  

(2）その他利益剰余金   

別途積立金  75,000 105,000  

繰越利益剰余金  62,081 51,770  

利益剰余金合計  144,581 28.6 179,270 28.1

株主資本合計  234,581 46.4 360,270 56.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 1,610 0.3 972 0.2

評価・換算差額等合計  1,610 0.3 972 0.2

純資産合計  236,191 46.7 361,243 56.7

負債純資産合計  506,087 100.0 637,147 100.0

   

 （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）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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
（％）

Ⅰ 売上高  1,442,964 100.0 1,613,978 100.0

Ⅱ 売上原価  1,143,993 79.3 1,284,397 79.6

売上総利益  298,970 20.7 329,580 20.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 214,727 14.9 234,479 14.5

営業利益  84,243 5.8 95,101 5.9

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  94 638  

２．受取配当金  95 212  

３．受取手数料  139 67  

４．その他  155 485 0.0 91 1,009 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  592 －  

２．株式交付費  709 3,435  

３．支払保証料  352 －  

４．上場費用  － 12,516  

５．その他  － 1,653 0.1 83 16,035 1.0

経常利益  83,074 5.8 80,075 5.0

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  3,085 3,085 0.2 － － －

Ⅶ 特別損失   

１．貸倒引当金繰入額  226 －  

２．固定資産除却損 ※２ － 1,577  

３．本社移転関連費用  － 226 0.0 2,046 3,624 0.2

税引前当期純利益  85,933 6.0 76,451 4.8

法人税、住民税及び事
業税 

 34,295 33,743  

法人税等調整額  2,880 37,176 2.6 △381 33,362 2.1

当期純利益  48,757 3.4 43,089 2.7

   

 （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）株主資本等変動計算書 

前事業年度（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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当事業年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30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

事業年度中の変動額    

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

当期純利益  43,089 43,089 43,089

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） 45,500 45,500 15,000 30,000 △10,310 34,689 125,689

平成20年６月30日残高 （千円） 135,500 45,500 22,500 105,000 51,770 179,270 360,270

 

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

事業年度中の変動額 

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

当期純利益 43,089

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△637 △637 △637

事業年度中の変動額合計（千円） △637 △637 125,051

平成20年６月30日残高 （千円） 972 972 361,243
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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 

   

税引前当期純利益  85,933 76,451 

減価償却費  2,225 4,140 

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

 △3,276 1,314 

役員賞与引当金の減少
額 

 △3,900 － 

受取利息及び受取配当
金 

 △190 △851 

支払利息  592 － 

株式交付費  709 3,435 

固定資産除却損  － 1,577 

売上債権の増加額  △22,341 △30,214 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

 △3,421 5,273 

未払消費税等の増加額
（△減少額） 

 1,176 △1,537 

仕入債務の増加額  8,882 16,672 

役員賞与の支払額  － △4,100 

その他（純額）  7,097 △10,463 

小計  73,486 61,700 

利息及び配当金の受取
額 

 112 466 

利息の支払額  △530 － 

法人税等の支払額  △54,306 △30,578 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 18,761 31,587 

    

 （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 

（自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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 

 △46,000 △265,500 

定期預金等の払戻によ
る収入 

 48,000 75,000 

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 

 △1,367 △26,308 

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 － 

敷金の差入による支出  － △10,912 

その他  △311 △439 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 3 △228,159 

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 

 △38,952 △552 

株式の発行による収入  59,291 87,564 

配当金の支払額  △6,000 △8,400 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 14,339 78,612 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 

 33,103 △117,959 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 185,221 218,325 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 218,325 100,365 

    

 （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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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

（６）重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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 

 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 

同左 

 

 

 

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．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。 

株式交付費 

同左 

 

４．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 

 

 

 

 

５．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 
前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

６．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 

７．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 

８．その他財務諸表作成のた

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 

 

（７）会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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。 
 

 
――――――――― 

 

 

（８）表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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。 

 

 

――――――――― 
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（９）追加情報 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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、当事業年度から「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1,418千円増加し、

営業利益、経常利益、税引前当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。 

 

 

 

－ － - 22 -



 

㈱インサイト（2172）平成20年６月期 決算短信（非連結） 

－ － - 23 -

（10）財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年６月30日） 

当事業年度 
（平成20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 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は47％、 

一般管理費に属するおおよその割合は53％であり 

ます。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬       50,020千円 

役員賞与        4,100千円 

給与手当       65,863千円 

法定福利費      12,147千円 

減価償却費       1,552千円 

支払賃借料      13,707千円 

保険料        11,816千円 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は50％、 

一般管理費に属するおおよその割合は50％であり 

ます。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬       47,540千円 

役員賞与        3,800千円 

給与手当       76,107千円 

法定福利費      13,494千円 

減価償却費       2,275千円 

支払賃借料      15,480千円 

保険料        11,944千円 

貸倒引当金繰入額    1,520千円 

※２．    ――――――――――― ※２．固定資産除却損は、本社移転に伴う旧本社事務

所内装工事等の残存簿価除却による建物1,577千円

であります。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

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 

 

当事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20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） 420,000 100,000 － 520,000

（注）発行済株式数の当期増加100,000株は公募増資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 

 

(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 

次のとおり決議を予定しております。 

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20年９月26日 

定時株主総会 
普通株式 13,000 利益剰余金 25 

平成20年 

６月30日 

平成20年 

９月29日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

※ 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 

※ 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20年６月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定             365,865 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金     △265,500 

現金及び現金同等物            100,365 

 

リース取引、有価証券、関連当事者との取引、税効果会計、及びストック・オプション等に関する注記事項につい

ては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

また、デリバティブ取引、持分法投資損益等、退職給付、及び企業結合等に関する注記事項については、該当事項

はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

 

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

  

 

１株当たり純資産額 694.70円

１株当たり当期純利益金額 94.42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。 

 

 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、次のとおりです。 

１株当たり当期純利益金額 94.34円
 

   

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

 
前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 48,757 43,089 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 48,757 43,089 

期中平均株式数（株） 370,027 456,339 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（千円） ――――― ――――― 

普通株式増加数（株） ――――― 402 

（うち新株予約権） ――――― （402） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり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 

第１回・第２回・第３回新株予約

権 

新株予約権の数 41,200個 

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 24,200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 
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（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

５．その他 

（１）役員の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）その他 

該当事項はありません。 
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