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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31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２四半期累計期間及び当第２四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2四半期 703 △17.0 2 △90.0 3 △84.5 1 △91.7

21年6月期第2四半期 847 ― 21 ― 23 ― 12 ―

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2四半期 1.94 ―

21年6月期第2四半期 23.36 ―

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2四半期 650 366 56.4 704.97
21年6月期 582 376 64.6 723.55

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  366百万円 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 ― 0.00

22年6月期 
（予想）

― 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

通期 1,502 △1.1 26 △36.4 28 △47.8 14 △49.7 28.65
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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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 520,000株 21年6月期第2四半期 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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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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、中国をはじめとする新興国需要の増加による輸出の持ち直し、経

済対策効果による家電や自動車などの製造業の生産の持ち直しの動きが見られたものの、自律的回復に乏しく、雇用

情勢や所得環境も改善の兆しが見られず、景気回復への不透明な状況が続くなど、厳しい環境で推移しました。 

一方、北海道経済におきましては、生産にやや回復の動きが出てきたほか、家電や自動車などの個人消費の一部に

明るさが見え始めるなど、道内の景気にも持ち直しの動きが見られるようになりましたが、雇用・所得環境は厳しさ

を増す状況が続いたほか、設備投資や来道観光客数なども大幅な減少が続くなど、厳しい状況が続きました。 

広告業界は、マスメディア4媒体が大きく減少するなど全業種における広告費の急激な減少が顕著となりました。

当社の第2四半期会計期間（平成21年10月1日～平成21年12月31日）においても、各種の経済回復政策により一部に回

復の兆しが見え始めたところに、円高など様々な不安定要素の懸念から、引続き全業種にわたる広告販促費の削減が

継続傾向となりました。 

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。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は703,403千円（同 17.0％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148,220千円（同 0.4％減）を確保いたしました。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ものの、スタッフ増員により人件費が増加いたしました。ま

た、当社の取引先のひとつである株式会社穴吹工務店が平成21年11月24日付で東京地方裁判所に会社更生手続開始の

申し立てを行い、平成21年12月11日付にて同裁判所より会社更生手続開始決定が発令されたことに伴い、同社に対す

る売掛金等の債権回収不能見込額、および当該影響により一般貸倒引当金増加分として、貸倒引当金繰入額10,819千

円を計上したことから、営業利益は2,187千円（同 90.0％減）、経常利益は3,646千円（同 84.5％減）、四半期純利

益は1,010千円（同 91.7％減）となりました。 

また、当第２四半期累計期間における品目別の売上高は、新聞折込チラシの売上高401,623千円（前年同期比 

26.9％減）、マスメディア４媒体の売上高112,215千円（同 1.4％減）、販促物の売上高176,705千円（同 3.9％増）

及び、その他品目の売上高12,860千円（同 9.3％減）となっております。 

  

  

２．財政状態に関する定性的情報

当第２四半期会計期間末における総資産は、650,540千円となり、前事業年度末比68,283千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59,102千円によるものであります。 

純資産は366,585千円となり、前事業年度末比9,660千円の減少となりました。その主な要因は、配当金支払い

10,400千円によるものであります。自己資本比率は56.4％と当第２四半期会計期間末において前事業年度末比8.3ポ

イント減少しております。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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3,646千円確保でき、営業活動に

よるキャッシュ・フローは16,351千円の資金が得られました。また、投資活動によるキャッシュ・フローでは無形固

定資産の取得による支出が2,440千円、並びに財務活動によるキャッシュ・フローでは配当金の支払いによる支出が

10,307千円あった結果、前事業年度末に比べ現金及び現金同等物は2,043千円増加し、当第２四半期会計期間末には

104,333千円となりました。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

平成21年11月６日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳しくは、平成22年１月15日公表の「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

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）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 
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該当事項はありません。  

  

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２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 357,333 355,290

受取手形及び売掛金 202,638 151,645

制作支出金 6,478 2,884

繰延税金資産 4,488 2,181

その他 31,346 19,035

貸倒引当金 △4,150 △1,440

流動資産合計 598,134 529,597

固定資産   

有形固定資産 20,567 23,421

無形固定資産 6,327 4,712

投資その他の資産   

繰延税金資産 772 588

その他 37,094 28,182

貸倒引当金 △12,355 △4,245

投資その他の資産合計 25,511 24,525

固定資産合計 52,406 52,659

資産合計 650,540 582,256

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 255,980 177,751

未払法人税等 5,521 8,345

その他 20,237 17,085

流動負債合計 281,738 203,182

固定負債   

その他 2,216 2,828

固定負債合計 2,216 2,828

負債合計 283,955 206,010

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 186,490 195,879

株主資本合計 367,490 376,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △905 △633

評価・換算差額等合計 △905 △633

純資産合計 366,585 376,245

負債純資産合計 650,540 582,256
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 847,892 703,403

売上原価 699,105 555,183

売上総利益 148,786 148,220

販売費及び一般管理費 126,959 146,032

営業利益 21,827 2,187

営業外収益   

受取利息 570 451

受取配当金 50 97

受取保険金 1,315 －

助成金収入 － 1,000

その他 0 5

営業外収益合計 1,937 1,554

営業外費用   

固定資産除却損 177 －

支払利息 － 95

営業外費用合計 177 95

経常利益 23,587 3,646

特別損失   

会員権評価損 393 －

その他 132 －

特別損失合計 525 －

税引前四半期純利益 23,061 3,646

法人税、住民税及び事業税 11,523 4,942

法人税等調整額 △607 △2,306

法人税等合計 10,915 2,635

四半期純利益 12,145 1,010

㈱インサイト（2172）平成22年６月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 6 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12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 23,061 3,646

減価償却費 3,706 3,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） 301 10,819

受取利息及び受取配当金 △621 △549

支払利息 － 95

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） △21,781 △59,102

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,128 △3,402

未払消費税等の増減額（△は減少） △258 486

仕入債務の増減額（△は減少） 9,168 56,978

その他 8,316 10,559

小計 19,141 23,212

利息及び配当金の受取額 247 213

利息の支払額 － △95

法人税等の支払額 △16,520 △6,979

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,868 16,351

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 △17,000 △12,000

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 △2,952 △500

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 △2,440

敷金及び保証金の差入による支出 － △512

敷金の回収による収入 3,612 210

その他 123 △176

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,686 △3,418

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 － △582

配当金の支払額 △12,730 △10,307

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,884 △10,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △329 2,043

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 100,036 104,333
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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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