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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、21年６月期第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間ともに、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 

  

(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 ％

22年6月期第1四半期 349 △18.8 3 △77.0 4 △68.3 2 △72.9

21年6月期第1四半期 430 ― 13 ― 13 ― 7 ―

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

22年6月期第1四半期 3.95 ―

21年6月期第1四半期 14.56 ―

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

22年6月期第1四半期 612 367 60.1 707.41
21年6月期 582 376 64.6 723.55

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  367百万円 21年6月期  376百万円

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  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
（注2）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) 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、3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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 520,000株 21年6月期  520,000株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 520,000株 21年6月期第1四半期 520,000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。 
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該当事項はありません。  

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１四半期累計期間におけるわが国の経済は、昨年秋以降の世界的な金融・経済の混乱に歯止めがかかり、景気

の一部に持ち直しの兆しが見られましたものの、雇用情勢や所得環境は厳しさを増すなか、景気回復の先行きへの不

透明感がなお残っているなど、依然として厳しい環境が続きました。 

同様に、北海道経済におきましても、生産や個人消費などの一部に持ち直しの動きも見え始めましたが、住宅投資

や設備投資などが大幅に減少したほか、雇用・所得環境もさらに厳しさを増すなか天候不順なども重なり、道内景気

は一段と厳しい状況が続きました。 

広告業界は、広告主である大手企業の全般的な広告費削減により、マス４媒体広告費の急激な減少傾向に回復の兆

しがみられず、また折込チラシなどマス4媒体以外も小売業界など消費低迷による影響から、減少傾向が顕著となっ

て業界全体として大幅な減少が続く状況となりました。当社の主要分野のひとつである住宅不動産業界における厳し

い状況が継続して推移し、さらに全業種にわたって広告費削減が一層顕著となりました。 

このような環境の中、当社におきましては、新規クライアント企業の獲得並びにインターネットを含む新規分野に

おいて積極的に営業活動を展開し、受注機会の拡大に努めております。また、当社の強みである企画提案力の一層の

強化を最重要経営課題と位置づけ、即戦力となるスタッフを増員するとともに社外顧問、協力関係等の拡充を進めて

参りました。 

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207,640千円（前年同期比 29.0％減）、マスメ

ディア４媒体の売上高57,569千円（同 12.5％増）、販促物の売上高78,898千円（同 2.5％減）及び、その他品目の

売上高5,553千円（同 8.1％減）となりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は349,662千円（同 18.8％減）となりましたが、付加価値を高める努

力により売上総利益は3,088千円減の73,670千円（同 4.0％減）を確保いたしました。また、企画提案力の強化以外

の費用は発生を最小限度に抑制する努力を継続し、全力で収益確保に取組んだ結果、スタッフ増員にともなう人件費

の増加等から営業利益は3,069千円（同 77.0％減）となり、経常利益は4,349千円（同 68.3％減）、四半期純利益は

2,054千円（同 72.9％減）となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報

当第１四半期会計期間末における総資産は、612,329千円となり、前事業年度末比30,072千円の増加となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金の増加額15,176千円によるものであります。 

なお、純資産は367,855千円となり、自己資本比率は60.1％と前事業年度末比において4.5ポイント減少しました

が、前第１四半期会計期間末比では2.3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１四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を4,349千円計上できたことによ 

り、営業活動による収入を17,798千円、投資活動による収入を5,536千円確保しましたが、配当金の支払いなど財務

活動による支出が9,354千円発生したことにより、前事業年度末に比べ現金及び現金同等物は13,980千円増加し、当

第１四半期会計期間末には116,271千円となりました。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

平成21年８月７日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

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１四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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 363,271 355,290

受取手形及び売掛金 166,822 151,645

制作支出金 2,224 2,884

繰延税金資産 5,301 2,181

その他 25,004 19,035

貸倒引当金 △1,585 △1,440

流動資産合計 561,040 529,597

固定資産   

有形固定資産 21,994 23,421

無形固定資産 4,650 4,712

投資その他の資産   

繰延税金資産 619 588

その他 28,270 28,182

貸倒引当金 △4,245 △4,245

投資その他の資産合計 24,644 24,525

固定資産合計 51,289 52,659

資産合計 612,329 582,256

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 206,877 177,751

未払法人税等 5,726 8,345

賞与引当金 6,875 －

その他 22,470 17,085

流動負債合計 241,949 203,182

固定負債   

その他 2,524 2,828

固定負債合計 2,524 2,828

負債合計 244,474 206,010

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 187,533 195,879

株主資本合計 368,533 376,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △678 △633

評価・換算差額等合計 △678 △633

純資産合計 367,855 376,245

負債純資産合計 612,329 582,256
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 430,708 349,662

売上原価 353,949 275,992

売上総利益 76,758 73,670

販売費及び一般管理費 63,388 70,600

営業利益 13,370 3,069

営業外収益   

受取利息 285 229

受取配当金 50 97

助成金収入 － 1,000

その他 0 3

営業外収益合計 336 1,330

営業外費用   

支払利息 － 49

営業外費用合計 － 49

経常利益 13,706 4,349

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15 －

特別利益合計 15 －

税引前四半期純利益 13,721 4,349

法人税、住民税及び事業税 8,708 5,416

法人税等調整額 △2,554 △3,120

法人税等合計 6,153 2,295

四半期純利益 7,568 2,054
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30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 13,721 4,349

減価償却費 1,832 1,788

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 145

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,168 6,875

受取利息及び受取配当金 △336 △327

支払利息 － 49

売上債権の増減額（△は増加） 2,636 △15,176

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,048 722

未払消費税等の増減額（△は減少） 103 816

仕入債務の増減額（△は減少） △12,198 17,560

その他 5,303 7,845

小計 16,166 24,649

利息及び配当金の受取額 185 165

利息の支払額 － △49

法人税等の支払額 △16,520 △6,966

営業活動によるキャッシュ・フロー △168 17,798

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 △9,500 △6,000

定期預金の払戻による収入 27,000 12,000

投資有価証券の取得による支出 △925 －

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 △775 △300

その他 △161 △163

投資活動によるキャッシュ・フロー 15,316 5,536

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 －

リース債務の返済による支出 － △289

配当金の支払額 △10,997 △9,065

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,151 △9,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,996 13,980

現金及び現金同等物の期首残高 100,365 102,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 104,362 116,271
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（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

該当事項はありません。 

  

６．その他の情報

該当事項はありません。 
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