
平成22年6月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成22年5月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 インサイト 上場取引所 札 

コード番号 2172 URL http://www.ppi.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 浅井 一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 工藤 禎 TEL 011-233-2221
四半期報告書提出予定日 平成22年5月10日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22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、21年６月期第３四半期累計期間及び当第３四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3四半期 1,101 △6.3 17 △34.3 19 △33.2 10 △34.5

21年6月期第3四半期 1,175 ― 27 ― 29 ― 15 ―

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3四半期 19.27 ―

21年6月期第3四半期 29.43 ―

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3四半期 649 375 57.9 722.62
21年6月期 582 376 64.6 723.55

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  375百万円 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

- 1 -



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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 520,000株 21年6月期第3四半期 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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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、新興国の経済成長などにより、輸出や生産面に持ち直しの動きが

出てきたほか、政策効果による家電や自動車などの生産や企業収益回復の動きがみられるなど、持ち直しの動きが広

がってきましたものの、雇用・所得環は、依然として厳しさが続き、経済の自律回復がまだ弱い状況となっておりま

す。 

北海道経済におきましても、政策効果による個人消費の持ち直しの動きがみられたほか、設備投資、住宅投資にも

低調ながらも下げ止まりの動きが出るなど、やや持ち直しの動きもみられるようになりましたが、公共投資は弱含

み、雇用・所得環境はなお改善の動きがみられないなど、依然として厳しい状況が続きました。   

広告業界は、マスメディア4媒体の減少が継続し、全業種における広告費の顕著な減少が継続しました。当社の第

３四半期会計期間（平成22年1月1日～平成22年3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

がみえ始めたものの、広告販促費の増加傾向にはいたりませんでした。 

このような環境の中、当社におきましては、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、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・

拡大に努めて参りました。また、引き続き最重要経営課題の位置づけである企画提案力の一層の強化と充実を図るた

め、更にスタッフを増員して、受注機会の拡大に努めた結果、当第３四半期会計期間においては、当初の業績予想数

値を達成いたしました。 

また、取引先のひとつである株式会社穴吹工務店の会社更生手続開始決定に伴う第２四半期会計期間における貸倒

引当金の増加により、当第３四半期累計期間において貸倒引当金繰入額11,139千円を計上しております。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,101,436千円（前年同期比 6.3％減）、売上総利益は231,596千円

（同 7.7％増）を確保いたしました。営業利益は17,846千円（同 34.3％減）、経常利益は19,460千円（同 33.2％

減）、四半期純利益は10,017千円（同 34.5％減）となりました。 

また、当第３四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633,133千円（前年同期比 

19.5％減）、マスメディア４媒体の売上高174,488千円（同 13.7％増）、販促物の売上高272,641千円（同 29.4％

増）及び、その他品目の売上高21,172千円（同 13.9％減）となっております。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、649,488千円となり、前事業年度末比67,232千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66,539千円によるものであります。 

純資産は375,762千円となり、前事業年度末比483千円の減少とほぼ同程度となりました。その主な要因は、配当金

支払い10,400千円に対して当第３四半期累計期間における純利益10,017千円を計上したことによるものであります。

自己資本比率は57.9％と当第３四半期会計期間末において前事業年度末比6.8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19,460千円確保でき、営業活動に

よるキャッシュ・フローは12,941千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・フローでも3,631

千円の資金を得られましたが、配当金の支払いによる支出を10,325千円実施し、財務活動によるキャッシュ・フロー

は11,204千円の支出となった結果、前事業年度末に比べ現金及び現金同等物は5,368千円増加し、当第３四半期会計

期間末には107,659千円となりました。  

  

平成22年２月５日の第２四半期決算短信で発表しました通期の業績予想に変更はありません。 

  

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 

該当事項はありません。  

  

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

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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３四半期会計期間末 
(平成22年３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 350,659 355,290

受取手形及び売掛金 218,184 151,645

制作支出金 14,371 2,884

繰延税金資産 7,746 2,181

その他 8,806 19,035

貸倒引当金 △4,470 △1,440

流動資産合計 595,298 529,597

固定資産   

有形固定資産 19,184 23,421

無形固定資産 6,374 4,712

投資その他の資産   

繰延税金資産 657 588

その他 40,329 28,182

貸倒引当金 △12,355 △4,245

投資その他の資産合計 28,632 24,525

固定資産合計 54,190 52,659

資産合計 649,488 582,256

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 244,151 177,751

未払法人税等 2,883 8,345

賞与引当金 7,475 －

その他 17,311 17,085

流動負債合計 271,821 203,182

固定負債   

その他 1,904 2,828

固定負債合計 1,904 2,828

負債合計 273,726 206,010

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 195,497 195,879

株主資本合計 376,497 376,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △735 △633

評価・換算差額等合計 △735 △633

純資産合計 375,762 376,245

負債純資産合計 649,488 582,256
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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）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,175,670 1,101,436

売上原価 960,589 869,840

売上総利益 215,080 231,596

販売費及び一般管理費 187,915 213,749

営業利益 27,164 17,846

営業外収益   

受取利息 797 637

受取配当金 50 97

受取保険金 1,315 －

助成金収入 － 1,000

その他 2 17

営業外収益合計 2,165 1,752

営業外費用   

固定資産除却損 177 －

支払利息 0 138

営業外費用合計 177 138

経常利益 29,152 19,460

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 19,460

法人税、住民税及び事業税 16,716 15,007

法人税等調整額 △2,999 △5,564

法人税等合計 13,717 9,442

四半期純利益 15,305 10,017
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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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22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 19,460

減価償却費 5,660 5,540

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,147 11,139

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,855 7,475

受取利息及び受取配当金 △848 △734

支払利息 － 138

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 △74,648

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,250 △12,183

未払消費税等の増減額（△は減少） △568 763

仕入債務の増減額（△は減少） △53,299 68,907

その他 6,861 6,479

小計 47,306 32,336

利息及び配当金の受取額 1,198 710

利息の支払額 － △138

法人税等の支払額 △34,508 △19,967

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,995 12,941

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 △14,000

定期預金の払戻による収入 142,000 24,000

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 △2,933 △2,440

敷金及び保証金の差入による支出 － △3,525

敷金及び保証金の回収による収入 3,612 383

その他 530 △286

投資活動によるキャッシュ・フロー 66,436 3,631

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 － △879

配当金の支払額 △12,759 △10,325

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,913 △11,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67,518 5,368

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 167,884 107,659
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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