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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3月31日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当第３四半期累計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2) 財政状態 

 
（注）当社は、20年６月期第２四半期より業績の開示を行っているため、20年６月期第３四半期の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（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第3四半期 1,175 ― 27 ― 29 ― 15 ―
20年6月期第3四半期 1,226 ― 92 ― 76 ― 43 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年6月期第3四半期 29.43 ―
20年6月期第3四半期 101.00 100.96

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年6月期第3四半期 569 361 63.6 695.77
20年6月期 637 361 56.7 694.70

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  361百万円 20年6月期  361百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

（注）上記配当金の内訳は、20年６月期期末配当金25円00銭の内訳となります。 

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年6月期 ― 0.00 ―
21年6月期 

（予想）
20.00 20.00

      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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
（注）１株当たり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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,632 1.1 57 △39.5 59 △26.3 33 △22.4 64.16
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

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

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第3四半期 520,000株 20年6月期  520,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第3四半期 520,000株 20年6月期第3四半期 435,273株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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。 
2.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、後半にかけて米国発の金融危機に端を発する世界的な景気後退が

拡大する中で、円高による輸出の急激な減少、生産活動や企業収益の急激な低下、雇用環境の一層の悪化、個人消費

の低迷などを招くこととなりました。この結果、景気の後退は一層鮮明になるとともに、企業・家計の両面で深刻化

を増す状況となりました。 

 一方、北海道経済におきましても、全国同様にさらなる景気後退により生産活動の低下、設備投資の抑制、雇用情

勢の悪化などを背景とした個人消費の不振に加え、住宅着工や公共工事なども低調に推移するなど、道内の景気は厳

しいものとなりました。 

広告業界は、全業種における広告費削減傾向が顕著となり、マスメディア4媒体が大きく減少するなど平成20年の

総広告費が5年ぶりに減少に転じました。特に当第３四半期会計期間において、当社の得意分野のひとつである住宅

不動産業界は、市況環境の影響から事業の中止や延期による広告出稿の減少並びに削減が一層顕著となりました。 

このような環境の中、当社は更なる成長を実現するために、組織体制の充実を図り、制作部門及び営業部門の増強

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は縮小傾向であるものの、引き

続き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積極的に進め、売上高及

び利益の維持・拡大に努めております。 

当第３四半期累計期間においては、第２四半期会計期間末（平成20年12月31日）までは計画を上回って推移しまし

たが、当第３四半期会計期間において、広告費削減の強まりを反映して売上高、売上総利益が計画を下回る結果とな

りました。当第３四半期累計期間における販売費及び一般管理費は経費発生を極力抑制して計画を下回りましたが、

売上高並びに売上総利益の減少を補填するまでには及ばず、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに計画を下回る

こととなりました。 

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、当第３四半期累計期間における品目別の売上高

は次のとおりであります。新聞折込チラシの売上高786,832千円（前年同期比 1.9％減）、マスメディア４媒体の売

上高153,500千円（同 19.9％減）、販促物の売上高210,744千円（同 4.7％減）及び、その他品目の売上高24,592

千円（同 110.8％増）となりました。以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,175,670千円（同 4.2％

減）、売上総利益は215,080千円（同 18.2％減）、営業利益は27,164千円（同 70.6％減）、経常利益は29,152千

円（同 62.1％減）、四半期純利益は15,305千円（同 65.2％減）となりました。 

  

 ※ 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。したがいまして、当第３四半期

累計期間の四半期損益計算書と前年同期の四半期損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関

する情報は参考として記載しております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報

 当第３四半期会計期間末における総資産は、569,024千円となり、前事業年度末比68,122千円の減少となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少額55,642千円によるものであります。 

尚、当第３四半期会計期間末において純資産は361,802千円となり、自己資本比率は63.6％と前事業年度末に比べ

6.9ポイント増加しております。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、税引前四半期純利益が29,023千円確保でき、営業活動に

よるキャッシュ・フローは13,995千円の資金が得られました。定期預金等の預入による支出が73,500千円、法人税等

の支払いによる支出が34,508千円、並びに配当金の支払いによる支出が12,759千円ありましたが、定期預金等の払戻

による収入が142,000千円あった結果、前事業年度末に比べ現金及び現金同等物は67,518千円増加し、当第３四半期

会計期間末には167,884千円となりました。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

 当第３四半期会計期間（平成21年１月１日～３月31日）においては、全業種にわたり広告販促費の削減縮小の傾向

が強く、計画を下回る推移となりましたが、次第４四半期会計期間（平成21年４月１日～６月30日）は、延期された

広告案件の実施並びに季節的な広告販促の受注により計画を達成する見込みです。また、積極的に進めております新

規クライアント企業獲得による受注増を予定しており、今後の業績へ継続的な反映を見込んでおります。現段階にお

いて、通期業績については計画を大きく下回ることなく推移できるものと考えております。尚、広告業界における当

第３四半期会計期間における急激な落込みが、次第４四半期会計期間においても引き続き継続することにより業績予
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

想の修正が必要となった際には、速やかに修正開示を実施する方針です。 

  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理 

１）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２）固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期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

㈱インサイト（2172）平成21年６月期　第３四半期決算短信（非連結）

- 4 -



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 364,884 365,865

受取手形及び売掛金 140,415 196,057

制作支出金 2,000 1,288

繰延税金資産 4,374 1,534

その他 7,479 19,647

貸倒引当金 △780 △1,092

流動資産合計 518,374 583,301

固定資産   

有形固定資産 21,148 25,707

無形固定資産 5,059 4,180

投資その他の資産   

繰延税金資産 683 －

その他 23,952 24,986

貸倒引当金 △193 △1,029

投資その他の資産合計 24,442 23,957

固定資産合計 50,650 53,845

資産合計 569,024 637,147

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 183,282 236,475

未払法人税等 － 17,938

賞与引当金 6,855 －

その他 17,084 20,829

流動負債合計 207,222 275,244

固定負債   

繰延税金負債 － 659

固定負債合計 － 659

負債合計 207,222 275,903

純資産の部   

株主資本   

資本金 135,500 135,500

資本剰余金 45,500 45,500

利益剰余金 181,576 179,270

株主資本合計 362,576 360,270

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △774 972

評価・換算差額等合計 △774 972

純資産合計 361,802 361,243

負債純資産合計 569,024 637,147
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,175,670

売上原価 960,589

売上総利益 215,080

販売費及び一般管理費 187,915

営業利益 27,164

営業外収益  

受取利息 797

受取配当金 50

受取保険金 1,315

その他 2

営業外収益合計 2,165

営業外費用  

固定資産除却損 177

支払利息 0

営業外費用合計 177

経常利益 29,152

特別利益  

貸倒引当金戻入額 398

特別利益合計 398

特別損失  

会員権評価損 393

その他 134

特別損失合計 527

税引前四半期純利益 29,023

法人税、住民税及び事業税 16,716

法人税等調整額 △2,999

法人税等合計 13,717

四半期純利益 15,305
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 29,023

減価償却費 5,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,147

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,855

受取利息及び受取配当金 △848

会員権評価損 200

固定資産除却損 177

売上債権の増減額（△は増加） 55,642

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,250

未払消費税等の増減額（△は減少） △568

仕入債務の増減額（△は減少） △53,299

その他 6,861

小計 47,306

利息及び配当金の受取額 1,198

法人税等の支払額 △34,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,995

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △73,500

定期預金の払戻による収入 142,000

投資有価証券の取得による支出 △2,952

有形固定資産の取得による支出 △321

無形固定資産の取得による支出 △2,933

敷金の回収による収入 3,612

その他 530

投資活動によるキャッシュ・フロー 66,436

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 △154

配当金の支払額 △12,759

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67,518

現金及び現金同等物の期首残高 100,365

現金及び現金同等物の四半期末残高 167,884
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 該当事項はありません。 

  

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年６月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,226,629

Ⅱ 売上原価  963,541

売上総利益  263,088

Ⅲ 販売費及び一般管理費  170,683

営業利益  92,404

Ⅳ 営業外収益  613

Ⅴ 営業外費用  16,055

経常利益  76,962

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 －

税引前四半期純利益  76,962

税金費用  32,999

四半期純利益  43,963
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前第３四半期累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期
（平成20年６月期 
第３四半期） 

区分 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

減価償却費  2,379

貸倒引当金の増加額（△減
少額）  882

賞与引当金の増加額  6,349

受取利息及び受取配当金 △520

株式交付費  3,435

売上債権の増加額 △23,273

たな卸資産の増加額 △195

未払消費税等の増加額  58

仕入債務の増加額  68,549

その他（純額） △5,075

小計  129,554

利息及び配当金の受取額  420

法人税等の支払額 △30,578

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  99,395

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

定期預金等の払戻による収
入  75,000

有形固定資産の取得による
支出 

△2,755

その他 △414

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△180,170
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前年同四半期
（平成20年６月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

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

株式の発行による収入  87,564

配当金の支払額 △8,400

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  78,750

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

－

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△2,024

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  218,325

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高  216,300
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６．その他の情報

該当事項はありません。  
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