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1.  21年6月期の業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

（注）平成21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、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 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 1,519 △5.9 41 △56.7 54 △32.5 29 △31.3

20年6月期 1,613 11.9 95 12.9 80 △3.6 43 △11.6

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年6月期 56.94 ― 8.0 8.9 2.7
20年6月期 94.42 94.34 14.4 14.0 5.9

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6月期  ―百万円

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 582 376 64.6 723.55
20年6月期 637 361 56.7 694.70

（参考） 自己資本   21年6月期  376百万円 20年6月期  361百万円

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

百万円 百万円 百万円 百万円

21年6月期 5 9 △13 102
20年6月期 31 △228 78 100

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 13 26.5 4.0
21年6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 10 35.1 2.8

22年6月期 
（予想）

― 0.00 ― 20.00 20.00 44.7

3.  22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22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）

（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。 

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

第2四半期 
累計期間

754 △11.0 16 △26.0 16 △29.3 9 △22.4 18.12

通期 1,554 2.3 40 △2.1 41 △23.8 23 △21.4 44.78
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、15ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、21ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 520,000株 20年6月期 520,000株

② 期末自己株式数 21年6月期  ―株 20年6月期  ―株

※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の経済は、国際的な金融危機の発生による世界的な景気後退が拡大する中、円高による

輸出の急激な落ち込みなどにより、生産活動や企業収益が大幅に低下するとともに、設備投資の抑制、個人消費の低

迷、雇用環境の悪化が続きました。この結果、景気は急速に悪化が続き、企業部門・家計部門ともに一段と厳しいも

のとなりました。 

 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や企業収益の低下による設備投資

の抑制、雇用・所得環境の悪化が拡大するとともに、個人消費や住宅投資も著しく低迷し、来道観光客数が前年を下

回り低調に推移するなど、道内の景気は一層の悪化が続く状況となりました。 

 広告業界は、全業種における広告費削減傾向が強まり、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、さらに下期においては、全業種にわたり広告費の急激な減少が顕著となりました。特

に、当社の重点分野のひとつである住宅不動産業界は、市況環境が一層厳しいものとなり、事業の中止や延期による

広告出稿の減少並びに削減が深刻な状況となりました。 

 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並びに新規クライアント企業の

獲得に努め、また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し、収益確保に取組んでまいりま

した。以上の結果、当事業年度の業績は、売上高は1,519,380千円（前年同期比 5.9％減）となり、社内発生原価と

販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、売上総利益の減少を補填するまでには及ばず、営業利益は41,137千円

（同 56.7％減）、経常利益は54,086千円（同 32.5％減）、当期純利益は29,609千円（同 31.3％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、全体の景気回復は依然不透明であり、総広告費の減少が昨年以上に懸念されている

状況下で、広告業界の競争は更なる激化が予想されます。当社は、独自の企画提案力のより一層の充実のため製作部

門及び営業部門の強化を進めております。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、当社独自の企画提案による既存クライアント企業における当社シェアの拡大及び新規クライアント

企業の獲得に努めます。また、東京オフィスの営業力強化により首都圏における事業基盤を確立して、売上高の維持

拡大を進めてまいります。このため、平成22年6月期におきましても、販売費及び一般管理費が増加する計画である

ため、営業利益率が下降するものの、平成23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1,554,048千円（前年同期比 2.3％増）、営業利益40,259千円（同 

2.1％減）、経常利益41,217千円（同 23.8％減）、当期純利益23,287千円（同 21.4％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54,890千円減少し582,256千円となりました。主な減少要因

は、売掛金及び受取手形の減少であります。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53,704千円減少し529,597千円となり、その主な要因は、売掛金及び受取手形の

減少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1,185千円減少し52,659千円となり、その主な要因は、本社オフィス内部造作等

の減価償却に伴う有形固定資産の減少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69,892千円減少し206,010千円となりました。その主な要因は、買掛金及び

支払手形の減少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15,002千円増加し376,245千円となりました。その主な要因は、当期純利益

29,609千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、1,924千円増加（前年同期は117,959千円

減少）し、102,290千円（前年同期比1.9％増）となりました。その主な要因は、法人税等の支払いによる支出が

34,080千円（同11.5％増）、並びに配当金の支払いによる支出が12,768千円（同52.0％増）あったものの、税引前当

期純利益を53,558千円計上（同29.9％減）したことによるものです。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5,096千円の資金収入（同83.9％減）となりまし

１．経営成績
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た。その主な要因は、税引前当期純利益を53,558千円計上したこと、並びに売上債権減少による収入44,411千円

及び仕入債務減少による支出62,270千円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） 

当事業年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは9,942千円の資金収入（前年同期は228,159千円の資

金支出）となりました。その主な要因は、定期預金の払戻と預入との差額による収入12,500千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13,113千円の資金支出（前年同期は78,612千円の資

金収入）となりました。その主な要因は、配当金の支払いによる支出12,768千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 

  

  

 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20年６月期及び平成21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２）当社は、平成20年６月期及び平成21年６月期において、有利子負債に関する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21年６月期の配当については、１株当たり20円の配当を実施する予定です。この結果、平

成21年６月期の配当性向は35.1％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44.7％）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 

最近の有価証券報告書（平成20年９月29日提出）における「事業等のリスク」から、開示すべき新たなリスクの顕

在化に該当がないため、開示を省略しております。 

当該有価証券報告書は、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 

  

  平成20年６月期 平成21年６月期 

自己資本比率（％） 56.7 64.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 41.5 36.2 

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） － － 
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(1）会社の経営の基本方針 

平成20年６月期決算短信（平成20年８月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

当該決算短信は、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 

（札幌証券取引所ホームページ） 

http://www.sse.or.jp/tandoku/kessan.html 

  

(2）目標とする経営指標 

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21年６月期実績：5.9％減 

ⅱ）営業利益率 

目標：５％以上  平成21年６月期実績：2.7％ 

  

(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、当社は平成16年６月期から平成20年６月期まで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月期から平成21年６月期までの２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強化を進めました。平成22年６月期においても、当社独自の企画提案力

充実のために、継続して制作部門及び営業部門の強化を進める予定です。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月期実績および平成21年６月期実績、ならびに平成22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23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、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 新規顧客の獲得、並びに首都圏事業基盤の確立。 

２．企業集団の状況

最近の有価証券報告書（平成20年９月29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。 

当該有価証券報告書は、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
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当社の強みを活かした魅力ある企画提案による差別化により、新規顧客の獲得に注力します。また、東京オフ

ィスの営業力強化により首都圏ビジネス展開の基盤を確立し事業規模の拡大を図ります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

平成20年６月期決算短信（平成20年８月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

当該決算短信は、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 

（札幌証券取引所ホームページ） 

http://www.sse.or.jp/tandoku/kessan.html  
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  365,865 ※1  355,290

受取手形 19,706 1,717

売掛金 176,351 149,928

制作支出金 ※2  1,288 ※2  2,884

貯蔵品 － 491

前渡金 － 3,546

前払費用 13,682 9,993

繰延税金資産 1,534 2,181

その他 5,964 5,003

貸倒引当金 △1,092 △1,440

流動資産合計 583,301 529,597

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,850 11,850

減価償却累計額 △329 △2,253

建物（純額） 11,520 9,596

車両運搬具 686 686

減価償却累計額 △550 △594

車両運搬具（純額） 135 92

工具、器具及び備品 17,864 18,047

減価償却累計額 △3,814 △8,196

工具、器具及び備品（純額） 14,050 9,850

リース資産 － 4,070

減価償却累計額 － △189

リース資産（純額） － 3,880

有形固定資産合計 25,707 23,421

無形固定資産   

ソフトウエア 3,358 3,891

電話加入権 821 821

無形固定資産合計 4,180 4,712

投資その他の資産   

投資有価証券 3,798 3,921

破産更生債権等 1,029 4,052

保険積立金 6,770 7,091

差入保証金 ※1  12,803 ※1  12,744

会員権 584 373

繰延税金資産 － 588

貸倒引当金 △1,029 △4,245

投資その他の資産合計 23,957 24,525

固定資産合計 53,845 52,659

資産合計 637,147 582,256
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 134,901 101,262

買掛金 101,574 76,489

1年内返済予定の長期借入金 154 －

リース債務 － 1,179

未払金 9,374 6,226

未払費用 2,652 3,040

未払法人税等 17,938 8,345

未払消費税等 3,243 2,332

預り金 5,405 4,074

その他 － 231

流動負債合計 275,244 203,182

固定負債   

リース債務 － 2,828

繰延税金負債 659 －

固定負債合計 659 2,828

負債合計 275,903 206,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 135,500 135,500

資本剰余金   

資本準備金 45,500 45,500

資本剰余金合計 45,500 45,500

利益剰余金   

利益準備金 22,500 22,500

その他利益剰余金   

別途積立金 105,000 128,000

繰越利益剰余金 51,770 45,379

利益剰余金合計 179,270 195,879

株主資本合計 360,270 376,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 972 △633

評価・換算差額等合計 972 △633

純資産合計 361,243 376,245

負債純資産合計 637,147 582,256
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,613,978 1,519,380

売上原価 1,284,397 1,233,402

売上総利益 329,580 285,978

販売費及び一般管理費 ※1  234,479 ※1  244,841

営業利益 95,101 41,137

営業外収益   

受取利息 638 982

受取配当金 212 72

受取手数料 67 6

保険解約返戻金 － 10,816

その他 91 1,323

営業外収益合計 1,009 13,202

営業外費用   

支払利息 － 36

株式交付費 3,435 －

上場費用 12,516 －

固定資産除却損 － 177

その他 83 39

営業外費用合計 16,035 253

経常利益 80,075 54,086

特別損失   

固定資産除却損 ※2  1,577 －

本社移転関連費用 2,046 －

投資有価証券売却損 － 40

投資有価証券評価損 － 93

会員権評価損 － 393

特別損失合計 3,624 527

税引前当期純利益 76,451 53,558

法人税、住民税及び事業税 33,743 24,755

法人税等調整額 △381 △805

法人税等合計 33,362 23,949

当期純利益 43,089 29,609
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 90,000 135,500

当期変動額   

新株の発行 45,500 －

当期変動額合計 45,500 －

当期末残高 135,500 135,500

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － 45,500

当期変動額   

新株の発行 45,500 －

当期変動額合計 45,500 －

当期末残高 45,500 45,500

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 7,500 22,500

当期変動額   

利益準備金の積立 15,000 －

当期変動額合計 15,000 －

当期末残高 22,500 22,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 75,000 105,000

当期変動額   

別途積立金の積立 30,000 23,000

当期変動額合計 30,000 23,000

当期末残高 105,000 128,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 62,081 51,770

当期変動額   

利益準備金の積立 △15,000 －

別途積立金の積立 △30,000 △23,000

剰余金の配当 △8,400 △13,000

当期純利益 43,089 29,609

当期変動額合計 △10,310 △6,390

当期末残高 51,770 45,379

利益剰余金合計   

前期末残高 144,581 179,270

当期変動額   

剰余金の配当 △8,400 △13,000

当期純利益 43,089 29,609

当期変動額合計 34,689 16,609

当期末残高 179,270 195,879
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 234,581 360,270

当期変動額   

新株の発行 91,000 －

剰余金の配当 △8,400 △13,000

当期純利益 43,089 29,609

当期変動額合計 125,689 16,609

当期末残高 360,270 376,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,610 972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △637 △1,606

当期変動額合計 △637 △1,606

当期末残高 972 △633

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,610 972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △637 △1,606

当期変動額合計 △637 △1,606

当期末残高 972 △633

純資産合計   

前期末残高 236,191 361,243

当期変動額   

新株の発行 91,000 －

剰余金の配当 △8,400 △13,000

当期純利益 43,089 29,609

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △637 △1,606

当期変動額合計 125,051 15,002

当期末残高 361,243 376,245
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 76,451 53,558

減価償却費 4,140 7,804

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,314 3,564

受取利息及び受取配当金 △851 △1,055

株式交付費 3,435 －

固定資産除却損 1,577 177

支払利息 － 36

会員権評価損 － 200

売上債権の増減額（△は増加） △30,214 44,411

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,273 △2,087

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,537 △781

仕入債務の増減額（△は減少） 16,672 △62,270

役員賞与の支払額 △4,100 －

その他 △10,463 △5,583

小計 61,700 37,974

利息及び配当金の受取額 466 1,238

利息の支払額 － △36

法人税等の支払額 △30,578 △34,080

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,587 5,096

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 △265,500 △129,500

定期預金の払戻による収入 75,000 142,000

有形固定資産の取得による支出 △26,308 △321

無形固定資産の取得による支出 － △2,933

敷金の差入による支出 △10,912 －

敷金の回収による収入 － 3,672

投資有価証券の取得による支出 － △2,952

その他 △439 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △228,159 9,942

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 △552 △154

株式の発行による収入 87,564 －

リース債務の返済による支出 － △191

配当金の支払額 △8,400 △12,768

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,612 △13,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,959 1,924

現金及び現金同等物の期首残高 218,325 100,365

現金及び現金同等物の期末残高 ※  100,365 ※  102,290
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継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

   

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21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 

 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。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  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。 

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（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

同左 

  ―――――――――――― 

  

  

(3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を、リース契約上に残価保証の取決

めがあるものは当該残価保証額、それ

以外のものは零とする定額法によって

おります。 

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。 

―――――――――――― 

５．引当金の計上基準 (1）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。 

(1）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。 

(1）媒体広告売上 

同左 

  (2）販促物納入売上 

販促物の納入日によっております。 

(2）販促物納入売上 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21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。  

  

―――――――――――― 

  

８．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

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

――――――――――― （リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、 

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって 

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会 

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企 

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及 

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会 

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会 

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改 

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会 

計処理によっております。 

これにより、営業利益は26千円増加、経常利益並びに

税引前当期純利益は、それぞれ８千円減少しておりま

す。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。 

    

追加情報

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

（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。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

   

前事業年度 
（平成20年６月30日） 

当事業年度 
（平成21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 千円15,200

差入保証金 千円1,461

計 千円16,661

※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 千円15,200

差入保証金 千円1,461

計 千円16,661

※２．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。 

※２．制作支出金 

同左 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※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 千円47,540

役員賞与 千円3,800

給与手当 千円76,107

法定福利費 千円13,494

減価償却費 千円2,275

支払賃借料 千円15,480

保険料 千円11,944

貸倒引当金繰入額 千円1,520

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は52％、一般

管理費に属するおおよその割合は48％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 千円47,700

給与手当 千円78,262

法定福利費 千円13,523

減価償却費 千円6,412

支払賃借料 千円22,694

顧問料   千円14,620

貸倒引当金繰入額 千円4,313

※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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前事業年度（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 

（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 

(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 

当事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   

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 

(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。 

（株主資本等変動計算書関係）

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

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 

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 

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）  520,000  －  －  520,000

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20年９月26日 

定時株主総会 
普通株式  13,000  25

平成20年 

６月30日 

平成20年 

９月29日 

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21年９月25日 

定時株主総会 
普通株式  10,400 利益剰余金  20

平成21年 

６月30日 

平成21年 

９月28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19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 

  至 平成21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

※ 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21年６月30日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定 355,290

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △253,000

現金及び現金同等物 102,290
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 

  至 平成21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．ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・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

及び期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(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。 

(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。 

(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。 

  
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  4,845  4,855

工具、器具及
び備品  2,850  427  2,422

合計  12,250  5,272  7,277

１年内 千円5,488

１年超 千円1,911

合計 千円7,400

支払リース料 千円1,728

減価償却費相当額 千円1,567

支払利息相当額 千円169

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産  

  車両運搬具であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。 

   

   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

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、その内容は次のとおりで

あります。  

(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） 

工具、器具及
び備品  2,850  997  1,852

合計  2,850  997  1,852

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円564

１年超 千円1,347

合計 千円1,911

(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 千円625

減価償却費相当額 千円570

支払利息相当額 千円81

(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。 

(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。 

(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。 
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（有価証券関係）

 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。 

  

   

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30日）及び当事業年度（自平成20年７月１日 至平成21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。 

  

（退職給付関係）

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。 

  

  

（ストック・オプション等関係）

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。 

  

  

（税効果会計関係）

 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。 

    

（持分法損益等）

  前事業年度（自平成19年７月１日 至平成20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。 

  当事業年度（自平成20年７月１日 至平成21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。 

  

（関連当事者情報）

前事業年度（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。 

当事業年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

該当事項はありません。  
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（１株当たり情報）

 （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19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 694.70

１株当たり当期純利益金額 円 94.42

１株当たり純資産額 円 723.55

１株当たり当期純利益金額 円 56.94

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
円 94.34

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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。 

  
前事業年度

（自 平成19年７月１日 
  至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  43,089  29,609

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）  43,089  29,609

期中平均株式数（株）  456,339  520,000

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 

新株予約権３種類 

第１回・第２回新株予約権 

新株予約権の数 22,200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 

第３回新株予約権 

新株予約権の数 15,000個 

権利行使期間 平成18年12月１

日から平成25年６月30日まで 

（重要な後発事象）

 前事業年度（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。 

 当事業年度（自平成20年７月１日 至平成21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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