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平成18年３月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 

平成18年２月15日 

 
上 場 会 社 名  株式会社シニアコミュニケーション （コード番号：2463 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.senior-com.co.jp/） 
 
問合せ先  代表者役職・氏名 代表取締役会長兼CEO 山崎 伸治 
      責任者役職・氏名 取 締 役 副 社 長 兼 CFO 馬谷 尚利  ＴＥＬ：（03）5766-4777 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
当第３四半期連結会計期間より、「固定資産の減損に係る会計基準」(｢固定資産の減損に係る会計基準
の設定に関する意見書｣(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適
用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 
④ 会計監査人の関与  ： 有 

本四半期連結財務諸表につきましては、株式会社東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の
会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」２．の３（１）の規定に基づき算出しており、同取扱い
２．の３（３）の規定に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく新創
監査法人の手続きを実施しております。 
 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日 ～ 平成17年12月31日） 

(1) 連結経営成績の進捗状況                             （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

18年３月期第３四半期    835  － 110  － 97  － 43  － 

17年３月期第３四半期    －  －    －  －    －  －    －  － 

(参考)17年３月期 644    99    93    80    

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

   円  銭 円  銭 

18年３月期第３四半期 3,094  78    2,516  88 

17年３月期第３四半期    －  －    －  － 

(参考)17年３月期  6,553  16    －  － 
 
(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。 

但し、四半期業績は18年3月期より開示しておりますので、18年3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。 

 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く環境については、消費全体に占めるシニアの役割が非常

に大きなものとなる中で、引き続き、多くの企業や自治体によるシニアマーケット攻略の動きが活発化し、同市場向け

商品・サービスが、多数展開されました。 

このような中で当社は、コンサルティング・プロモーションサポート業務においては、引き続き、シニア向け新規事

業の立ち上げ、シニア向け新商品・サービスの開発、シニア向け販促ツール等のクリエイティブ制作、シニアを対象と

した会員組織の運営、会報誌制作、会員サイトの制作・運営等の業務において順調に受注するとともに、平成 17年 
10月にはコミュニティサイト「STAGE」をリニューアルし、ブログ機能や SNS(ソーシャルネットワーキングサービ
ス)機能等を充実させ、コンテンツとコミュニティの活性化を図るとともに、株式会社文化放送にて放送される AMラ
ジオ番組「大人の遊び場」を企画するに至りました。また、事業開発業務においても、引き続き、アンチエイジングレ

ストラン「キヨズキッチン」の展開、2005 年版芋焼酎「なゝこ」の販売、シニア向け旅行ガイドブック「おとな旅」
シリーズ（3カ国分）の出版、英会話本「シニアの旅行英会話」の出版、フランス産ワイン「黒ワインNoir」の販売、
シニア夫婦の純愛をテーマとした映画「想文~おもひぶみ~」の販売促進サポート、シニア夫婦像をテーマとしベスト
セラーとなった「きみに読む物語」の販売促進サポート等に取り組むとともに、平成 17 年 10 月より株式会社テレウ
ェイブと業務提携し、中小企業向けビジネスサポート分野に進出するに至りました。以上の結果、当第３四半期の連結

業績は、売上高835百万円、経常利益97百万円、四半期純利益は43百万円となりました。 
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(2) 連結財政状態の変動状況 
                                   （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18年３月期第３四半期 1,543 1,293 83.8 86,302 25 

17年３月期第３四半期 － － －    －  － 

(参考)17年３月期 1,131 823 72.8 58,807 68 
 
(注) 平成17年３月期第３四半期につきましては四半期連結財務諸表を作成していないため記載を省略しております。 

 

 

 

(3)  連結キャッシュ・フローの状況 

 （百万円未満切捨） 

 
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 

18年３月期第３四半期 △122 △59 324 607 

17年３月期第３四半期 ― ― ― ― 

(参考)17年３月期 △182 △98 480 465 

(注) 平成17年３月期第３四半期につきましては四半期連結財務諸表を作成していないため記載を省略しております。 

 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期末の総資産は1,543百万円となり、前連結会計年度末と比較して411百万円増加いたしました。主な増

加理由は、業務拡大により受取手形及び売掛金が226百万円増加及び現金及び預金が142百万円増加したからでありま

す。 

 負債は短期借入金の返済等により206百万円となり、前連結会計年度末と比較して67百万円減少いたしました。 

 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により使用した資金は 122百万円となりました。これは、当

第3四半期における税金等調整前第３四半期純利益は97百万円でありましたが、売上債権の増加額226百万円及び法

人税等の支払34百万円等による減少によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出12百万円、無形固定資産の取得による支出13

百万円、投資有価証券の取得による支出30百万円等により59百万円の資金を使用いたしました。また、財務活動に

よるキャッシュ・フローは公募増資による新株発行による収入 424百万円等により 324百万円の資金を取得いたしま

した。これらの結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物期末残高は、前期末に比べて 142百万円増加し 607百万

円となりました。 
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３．平成18年３月期の連結業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 

通 期 1,125 211 116 

 
(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 7,762円78銭  

 

  

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期末以降においても、引き続き、多くの企業や自治体によるシニアマーケット攻略の動きが活

発になると予想されます。そのような中でコンサルティング・プロモーションサポート業務においては、当社グループが

提供しているサービスの更なる認知度向上に努め、新規顧客への積極的な提案・営業を実施すること、当社メディア機能

の更なる強化等により新商品開発を進めること、従来からの主な顧客である大手企業のみならず中堅・中小企業に対して

も取引を推進することにより、更なる受注獲得を進めてまいります。 

また事業開発業務においても、前述の案件に加えて、「金融」、「住まい」、「食」、「エンタテイメント」等の分野におけ

る有力企業との提携等による共同商品開発での売上拡大を積極的に進めてまいります。 

以上のことから通期の連結業績見通しは、売上高1,125百万円、経常利益211百万円、当期純利益116百万円を見込ん

でおります。また、通期の単体業績見通しは、売上高1,123百万円、経常利益177百万円、当期純利益106百万円を見込

んでおります。 

 

 (注) 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後

のさまざまな不確定要因によって異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 
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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

 

  当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結貸借対照表
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   607,440   465,205  

２ 受取手形及び売掛金   705,983   479,064  

３ たな卸資産   8,366   2,424  

４ 繰延税金資産   2,392   3,025  

５ その他   7,250   4,399  

流動資産合計   1,331,432 86.3  954,119 84.3 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物及び構築物  49,761   49,432   

減価償却累計額  5,549 44,212  2,115 47,317  

(2) 工具器具備品  30,122   18,298   

減価償却累計額  13,592 16,529  8,014 10,283  

有形固定資産合計   60,741 3.9  57,600 5.1 

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   15,769   7,018  

(2) その他   162   155  

無形固定資産合計   15,931 1.0  7,174 0.6 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※１  104,985   87,121  

(2) その他   29,982   25,617  

投資その他の資産合計   134,967 8.8  112,738 10.0 

固定資産合計   211,640 13.7  177,513 15.7 

資産合計   1,543,073 100.0  1,131,633 100.0 

        
 
 



 5 

 
  当第３四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前連結会計年度の要約連結貸借対照表

(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び買掛金   37,780   13,286  

２ 短期借入金   100,000   200,000  

３ 未払法人税等   34,296   26,644  

４ その他   34,730   33,982  

流動負債合計   206,807 13.4  273,913 24.2 

負債合計   206,807 13.4  273,913 24.2 

        

(少数株主持分)        

少数株主持分   42,940 2.8  34,060 3.0 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※２  604,543 39.2  421,283 37.2 

Ⅱ 資本剰余金   637,077 41.3  394,282 34.8 

Ⅲ 利益剰余金   51,704 3.3  8,094 0.7 

資本合計   1,293,325 83.8  823,660 72.8 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  1,543,073 100.0  1,131,633 100.0 
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（２）四半期連結損益計算書 

 

  
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の要約連結損益計算書
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   835,489 100.0  644,241 100.0 

Ⅱ 売上原価   473,280 56.6  249,910 38.8 

売上総利益   362,208 43.4  394,331 61.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  251,454 30.1  294,465 45.7 

営業利益   110,754 13.3  99,866 15.5 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  1   15   

２ 受取配当金  4   4   

３ 雑収入  2,007 2,012 0.2 757 776 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  1,527   1,777   

２ 持分法による投資損失  12,136   1,463   

３ 創立費  ―   825   

４ 新株発行費   1,734   2,387   

５ その他  4 15,403 1.8 1,122 7,576 1.2 

経常利益   97,363 11.7  93,066 14.4 

Ⅵ 特別利益        

１ 還付消費税等  ― ―  5,901 5,901 0.9 

税金等調整前第３四半期
（当期）純利益 

  97,363 11.7  98,967 15.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

 44,239   23,373   

法人税等調整額  633 44,872 5.4 538 23,911 3.7 

少数株主利益   8,880 1.1  5,139 0.8 

第３四半期（当期）純利
益 

  43,610 5.2  80,196 12.4 
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（３）四半期連結剰余金計算書 

 

  
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

（資本剰余金の部） 
 

    

Ⅰ 資本剰余金期首残高 
 

 394,282  183,345 

Ⅱ 資本剰余金増加高 
 

    

 １ 増資による新株の発行 
 

242,795 242,795 210,937 210,937 

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末
（期末）残高 

 
 637,077  394,282 

 
 

    

（利益剰余金の部） 
 

    

Ⅰ 利益剰余金期首残高 
 

 8,094  △72,101 

Ⅱ 利益剰余金増加高 
 

    

 １ 第３四半期（当期）純利益 
 

43,610 43,610 80,196 80,196 

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末
（期末）残高 

 
 51,704  8,094 
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前第３四半期(当期)純利益  97,363 98,967 

減価償却費  13,625 9,345 

受取利息及び配当金  △5 △19 

支払利息  1,527 1,777 

新株発行費  1,734 2,387 

持分法による投資損失  12,136 1,463 

売上債権の増加額  △226,918 △302,053 

たな卸資産の増減額(増加；△)  △5,941 2,711 

その他の流動資産の増減額(増加；△)  △3,147 2,163 

仕入債務の増減額(減少；△)  24,493 △12,128 

未払消費税等の増加額  732 4,777 

その他の流動負債の増減額(減少；△)  △1,711 6,775 

その他  64 3,158 

小計  △86,045 △180,673 

利息及び配当金の受取額  5 19 

利息の支払額  △1,230 △1,827 

法人税等の支払額  △34,859 △145 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △122,130 △182,626 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入  ― 2,150 

有形固定資産の取得による支出  △12,152 △53,236 

無形固定資産の取得による支出  △13,371 △210 

投資有価証券の取得による支出  △30,000 △38,585 

出資金の払込みによる支出  △10 ― 

出資金の返還による収入  100 ― 

敷金保証金の差入れによる支出  △4,520 △8,300 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △59,953 △98,182 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  100,000 200,000 

短期借入金の返済による支出  △200,000 △150,000 

長期借入金の返済による支出  ― △28,520 

株式の発行による収入  424,320 419,487 

少数株主の払込による収入  ― 39,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー  324,320 480,167 

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減額  142,235 199,358 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  465,205 265,846 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)
残高 

※１ 607,440 465,205 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

 ①連結子会社の数  ２社 

 ②連結子会社の名称 

  ㈱マチュア 

  ㈱アンチエイジングオーソリティ 

    

すべての子会社を連結しております。 

 ①連結子会社の数  ２社 

 ②連結子会社の名称 

  ㈱マチュア 

  ㈱アンチエイジングオーソリティ 

  なお、上記子会社２社は、当連結会

計年度に新たに設立したことにより、

連結子会社となりました。  

２ 持分法の適用に関する事

項 

①持分法を適用した関連会社数 １社 

②関連会社の名称 

 ㈱翔年社 

  

①持分法を適用した関連会社数 １社 

②関連会社の名称 

 ㈱翔年社 

 なお、㈱翔年社は当連結会計年度に

新たに設立したことにより、関連会

社となりました。 

３ 連結子会社の第３四半期

決算日（事業年度）等に

関する事項 

連結子会社の第３四半期決算日は、連

結第３四半期決算日と一致しておりま

す。 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

ａその他有価証券 

 時価のあるもの  

   第３四半期連結会計期間末

日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法に

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。 

 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。 

②たな卸資産 

 ａ製品、仕掛品 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

  ｂ貯蔵品 

    最終仕入原価法を採用しており

ます。 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

ａ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(評価差額は全部資本直

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。 

 時価のないもの 

  同左 

 

 

②たな卸資産 

 ａ製品、仕掛品 

同左 

 

  ｂ貯蔵品 

   同左 

 （2）重要な減価償却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。ただ

し、建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しており

ます。 

(少額減価償却資産) 

取得価額が10万円以上20万円未満

の資産については、３年均等償却

によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物     ３年～18年 

工具器具備品 ４年～20年 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物     ３年～18年 

工具器具備品 ４年～10年 

 



 10 

 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

②無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用しており

ます。 

③長期前払費用 

   定額法を採用しております。 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

③長期前払費用 

   同左 

 （3）重要な繰延資産の処理方法 

創立費 

― 

 

新株発行費 

    支出時に全額費用として処理し

ております。 

（3）重要な繰延資産の処理方法 

創立費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

新株発行費 

    同左 

 （4）重要な引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

  売上債権等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。なお、当

第３四半期連結会計期間においては、

引当金の計上はありません。 

(5)重要な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。 

(6)収益及び費用の計上基準 

  コンサルティング関連プロジェクト

及びプロモーション関連プロジェクト

(ともに300万円以上のもの)については

進行基準を、300万円未満の案件及びそ

の他の案件については完了基準を適用

しております。 

(7)その他四半期連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

（4）重要な引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

  売上債権等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。なお、当

期においては、引当金の計上はありま

せん。 

(5)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

 

(6)収益及び費用の計上基準 

  同左 

 

 

 

 

 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に

関する事項 

当第３四半期連結会計期間において、

連結調整勘定は発生しておりません。 

 

当連結会計年度において、連結調整勘

定は発生しておりません。 

 

７ 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャ

ッシュ・フロー計算書)

における資金の範囲 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引出可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引出可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当第３四半期連結会計期間より、「固定資産の減損に係

る会計基準」(｢固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書｣(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号)を適用しております。これによる損益に与える影

響はありません。 

― 

 

注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

   投資有価証券（株式）         ０ 千円 

 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式14,986株であり

ます。 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

   投資有価証券（株式）       12,136千円 

 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式14,006株であり

ます。 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

     役員報酬         73,327千円 

    給料手当         44,037千円 

    支払手数料        49,856千円 

    減価償却費         3,561千円 

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

     役員報酬         77,664千円 

    給料手当         64,666千円 

    支払手数料        48,191千円 

    減価償却費         4,698千円 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借

対照表に掲載されている科目の金額との関係 
（平成17年12月31日現在） 

 現金及び預金勘定           607,440千円 

 現金及び現金同等物         607,440千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係 
（平成17年３月31日現在） 

 現金及び預金勘定           465,205千円 

 現金及び現金同等物         465,205千円 

 

(リース取引関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超え

るリース物件がないため記載を省略しております。 

同左 
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(有価証券関係) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

 

四半期連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券                                     

非上場株式 104,985 74,985 

 

(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日)  

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)  

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 

  当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

該当事項ありません。 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)  

    該当事項ありません。 

 

（セグメント情報） 

  事業の種類別セグメント情報 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日） 

    当連結グループは、シニアマーケットに関するコンサルティング業務、プロモーションサポート業務及び 

   事業開発業務からなるシニアビジネスサポート事業を展開しており、これ以外に事業の種類がないため該当 

   事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当連結グループは、シニアマーケットに関するコンサルティング業務、プロモーションサポート業務及び 

   事業開発業務からなるシニアビジネスサポート事業を展開しており、これ以外に事業の種類がないため該当 

   事項はありません。 

 

  所在地別セグメント情報 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日） 

    本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 海外売上高 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日） 

    海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 86,302円25銭 58,807円68銭 

１株当たり第３四半期（当期）純利益 3,094円78銭 6,553円16銭 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益 

 

 

 

 

株式の分割 

 

 2,516円88銭 

 

 

 

 

 

─ 

 潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約

権を発行しておりますが、当社

株式は非上場のため期中平均株

価の把握ができませんので記載

しておりません。 

当社は平成16年９月１日付で

株式１株につき４株の株式分割

をおこなっております。 

   

(注)１株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり第３四半期（当期）純利益   

第３四半期（当期）純利益(千円) 43,610 80,196 

普通株主に帰属しない金額(千円)  ─ ─ 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益(千

円) 
43,610 80,196 

普通株式の期中平均株式数(株) 14,092 12,238 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益 
  

第３四半期（当期）純利益調整額(千円) ─ ─ 

普通株式増加数（株） 3,235 ─ 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第３四半期（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５種類（新株予約権

の数2,179個） 
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(重要な後発事象)  

   当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(子会社株式の取得並びに簡易合併) 

（1）子会社株式の取得並びに合併の目的 

株式会社マチュア及び株式会社アンチエイジングオー

ソリティは、夫々シニアマーケット向けクリエイティブ・

プロモーション関連事業の展開、アンチエイジングに関

する総合事業の展開を目的に設立されましたが、当社グ

ループの事業基盤の更なる強化並びに効率化を図るため、

当該子会社2社の株式を取得し100%子会社化するととも

に、株式会社マチュアについては当社が同社を吸収合併

し、事業を承継することとしたものであります。一方、

株式会社アンチエイジングオーソリティについては、同

社が現時点において、具体的な事業活動の開始には至っ

ていないこと、及び当社グループにおけるアンチエイジ

ング事業を今後、同社が中心となり展開する予定である

ことから、現時点においては、合併の予定はございませ

ん。 

 なお、当社は、株式会社アマナ及び株式会社グローバ

ルビジョンとは今後もお互いの強みを活かす形での友好

的な取引関係を継続していく予定であります。 

（2）子会社株式の取得並びに合併の要旨 

①取得対象株式 

株式会社マチュア392株（株式会社アマナの全保有株） 

株式会社アンチエイジングオーソリティ392株（株式

会社グローバルビジョンの全保有株） 

②株式の異動前後における保有株式数の割合 

株式会社マチュア 

異動前 51.0％ 

移動後 100％ 

株式会社アンチエイジングオーソリティ 

異動前 51.0％ 

移動後 100％ 

（3）取得先の概要 

株式会社マチュア 

取得先商号：株式会社アマナ 

代表者：代表取締役社長 進藤 博信 

本店所在地：東京都品川区東品川二丁目2番43号 

主な事業の内容：ビジュアルコンテンツの企画制作事

業、ストックフォトの企画販売事業 
 
株式会社アンチエイジングオーソリティ 

取得先商号：株式会社グローバルビジョン 

代表者：代表取締役社長 石川 広己 

本店所在地：東京都恵比寿南三丁目1番8号 

主な事業の内容：美と健康に関する事業全般 

（4）取得価額 

株式会社マチュア 25,558,400円 

株式会社アンチエイジングオーソリティ 19,600,000円 

（5）会社株式取得の日程 

株式会社マチュア 

  株式譲渡契約書締結  平成18年2月6日 

  株式引渡し期日    平成18年2月6日 

 株式会社アンチエイジングオーソリティ 

  株式譲渡契約書締結  平成18年2月下旬 

  株式引渡し期日    平成18年2月下旬 

― 
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   当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(子会社株式の取得並びに簡易合併) 

（6）合併の日程 

合併契約書承認取締役会 

 株式会社当社                     平成18年2月6日 

株式会社マチュア         平成18年2月6日 

合併契約書調印            平成18年2月6日 

合併契約書承認株主総会 

 当社     商法第413条ノ３（簡易合併）により省略 

株式会社マチュア            平成18年2月21日 

合併期日               平成18年4月１日 

合併登記          平成18年4月上旬（予定） 

（7）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社マチ

ュアは解散します。 

（8）その他 
当社出資比率100％の子会社との合併であり、新株式
の発行及び合併交付金の支払は行いません。 
 

― 
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   当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（株式会社ＧＡＢＡとの資本提携） 

シニアマーケット専門のコンサルティング会社である当

社は、平成18年2月10日付でマンツーマンレッスンに特化

した英会話スクール「Gabaマンツーマン英会話®」を運営

する株式会社GABA（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：

青野仲達）と資本提携を行いました。 

（1）資本提携の目的 

 当社は、シニア世代の海外旅行ニーズの高まりの中、英

会話を学びたいという意向が高くなってきているのに対応

して、自社の30万人を超えるシニア会員の声を基にして「シ

ニアのための旅行英会話」を企画出版するなど「シニアと

英会話」市場の活性化に努めております。 

当社は、シニアの英会話へのニーズに応えられるコンテ

ンツのより充実した形での提供を目的として、この度、1995

年の創業以来「マンツーマン」に特化したユニークな英会

話スクールとして首都圏及び関西、中部地区にて急成長し

ている株式会社GABAとの資本提携をいたします。具体的な

コンテンツ・協力体制に関しては、今後両社で協議をして

まいります。 

（2）資本提携の内容 

本資本提携において、当社は、株式会社GABAに対して、

２億円の出資を行います。なお、株式会社GABA株式の取得

方法、契約締結日、株式取得日、株式取得後の出資比率は

以下の通りであります。 

① 株式取得の方法 既存株主からの譲受により取得い

たしました 

② 株式譲渡契約締結日  平成18年2月10日 

③ 株式取得日     平成18年2月10日 

④ 株式取得後の出資比率 2.0％ 

（3）資本提携先の概要 

商号：株式会社GABA 

所在地：京都目黒区中目黒一丁目１番7１号 

代表者：代表取締役社長 青野仲達 

資本金：200,000千円 

設立年月日：平成16年6月16日 

従業員数：241人（平成17年12月末） 

事業内容 ：英会話スクールの運営 

URL：http://www.gaba.co.jp 

主要株主：テイクオフジャパン1号投資事業有限責任組合 

当社との関係：特にございません 

― 
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   当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（株式分割） 

平成18年２月15日開催の取締役会において、平成18年４

月１日付をもって、次のとおり１株を３株に分割すること

を決議いたしました。 

(1) 分割の方法 平成18年３月31日現在の株主名簿に記載

された株主の所有株式を、１株につき３

株の割合で分割する。 

(2) 分割により増加する株式数    普通株式29,972株 

(3) 配当起算日  平成18年４月１日 

 なお、この株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場

合の１株当たり情報については、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 

19,602円56銭 

１株当たり当期純利益 

2,184円39銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新

株予約権を発行しておりま

すが、当社株式は非上場の

ため期中平均株価の把握が

できませんので記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 

28,767円41銭 

１株当たり第３四半期純利

益      1,031円59銭 

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期当期純利益 

838円96銭 
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平成18年３月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 

平成18年２月15日 

 
上 場 会 社 名  株式会社シニアコミュニケーション （コード番号：2463 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.senior-com.co.jp/） 
 
問合せ先  代表者役職・氏名 代表取締役会長兼CEO 山崎 伸治 
      責任者役職・氏名 取 締 役 副 社 長 兼 CFO 馬谷 尚利  ＴＥＬ：（03）5766-4777 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

当第３四半期会計期間より、「固定資産の減損に係る会計基準」(｢固定資産の減損に係る会計基準の設
定に関する意見書｣(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を適用しております。これ
による損益に与える影響はありません。 

③ 会計監査人の関与 ： 有 
本四半期財務諸表につきましては、株式会社東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情
報の適時開示等に関する規則の取扱い」２．の３（１）の規定に基づき算出しており、同取扱い２．の３
（３）の規定に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく新創監査法人の
手続きを実施しております。 

 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日 ～ 平成17年12月31日） 

(3) 経営成績の進捗状況                              （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

18年３月期第３四半期    828  － 86  － 83  － 46  － 

17年３月期第３四半期    －  －    －  －    －  －    －  － 

(参考)17年３月期 643    109    104    87    

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

   円  銭 円  銭 

18年３月期第３四半期 3,300 12    2,683  87 

17年３月期第３四半期    －  －    －  － 

(参考)17年３月期 7,109  89    －  － 
 
(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。 

但し、四半期業績は18年3月期より開示しておりますので、18年3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。 

 

(4) 財政状態の変動状況 
                                   （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18年３月期第３四半期 1,506 1,303 86.5 86,949 97 

17年３月期第３四半期 － － －    －  － 

(参考)17年３月期 1,103 830 75.3 59,294 13 
 
(注) 平成17年３月期第３四半期につきましては四半期財務諸表を作成していないため記載を省略しております。 

 
３．平成18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 

通 期 1,123 177 106 

 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 7,114円31銭  
 

(注) 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は

今後のさまざまな不確定要因によって異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 
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４．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

 

  当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   521,254   395,830  

２ 受取手形   5,073   399  

３ 売掛金   698,862   477,825  

４ たな卸資産   7,802   2,756  

５ その他   9,371   8,164  

流動資産合計   1,242,364 82.5  884,975 80.2 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１  58,727 3.9  56,324 5.1 

２ 無形固定資産   15,700 1.0  7,048 0.6 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   104,985   74,985  

(2) 関係会社株式   54,400   54,400  

(3) その他   29,962   25,617  

投資その他の資産合計   189,347 12.6  155,002 14.1 

固定資産合計   263,774 17.5  218,374 19.8 

資産合計   1,506,139 100.0  1,103,350 100.0 
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  当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金   49,246   17,075  

２ 短期借入金   100,000   200,000  

３ その他 ※２  53,860   55,801  

流動負債合計   203,107 13.5  272,876 24.7 

負債合計   203,107 13.5  272,876 24.7 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   604,543 40.1  421,283 38.2 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   637,077   394,282  

   資本剰余金合計   637,077 42.3  394,282 35.7 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 第３四半期（当期）未処
分利益 

  61,411   14,907  

   利益剰余金合計   61,411 4.1  14,907 1.4 

資本合計   1,303,032 86.5  830,473 75.3 

負債資本合計   1,506,139 100.0  1,103,350 100.0 
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（２）四半期損益計算書 

 

  
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   828,482 100.0  643,441 100.0 

Ⅱ 売上原価   516,006 62.3  264,552 41.1 

売上総利益   312,476 37.7  378,889 58.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   226,316 27.3  269,809 41.9 

営業利益   86,159 10.4  109,079 17.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 
 
 

358 0.0  879 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,267 0.4  5,287 0.8 

経常利益   83,251 10.0  104,671 16.3 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益  ―   31   

２ 還付消費税等  ― ― ― 5,901 5,932 0.9 

税引前第３四半期（当期）
純利益 

  83,251 10.0  110,604 17.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

 36,038   23,057   

法人税等調整額  709 36,747 4.4 538 23,595 3.7 

第３四半期（当期）純利
益 

  46,503 5.6  87,009 13.5 

前期繰越利益又は損失
(△) 

  14,907   △72,101  

第３四半期（当期）未処
分利益 

  61,411   14,907  
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
    移動平均法による原価法を採用し

ております。 

（2）その他有価証券 

  時価のあるもの 

    第３四半期会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法により処理

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。 

  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。 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

（2）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(評価差額は全部資本直入

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。 

  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 

(1) 製品、仕掛品 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1) 製品、仕掛品 

   同左 

 (2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2) 貯蔵品 

   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。ただし、

建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

  (少額減価償却資産) 

  取得価額が10万円以上20万円未満

の資産については、３年均等償却に

よっております。 

(1) 有形固定資産 

   同左 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物      ３～18年 

  工具器具備品  ４～20年 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物      ３～18年 

  工具器具備品  ４～10年 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

(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 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

   同左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

新株発行費 

同左 

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

  売上債権等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。な

お、当第３四半期会計期間においては、

引当金の計上はありません。 

貸倒引当金 

  売上債権等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。な

お、当期においては、引当金の計上は

ありません。 
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項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６ 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。 

 同左 

７ 収益及び費用の計上基準  コンサルティング関連プロジェクト及

びプロモーション関連プロジェクト(と

もに300万円以上のもの)については進行

基準を、300万円未満の案件及びその他

の案件については完了基準を適用してお

ります。 

 同左 

８ その他四半期財務諸表

（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 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

 同左 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当第３四半期会計期間より、「固定資産の減損に係る

会計基準」(｢固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書｣(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号)を適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。 

― 

 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第３四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  17,989千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  9,663千円 

※２ 消費税等の取扱い           

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的に重要性が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。  

 

― 

 

(四半期損益計算書関係) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    雑収入       353千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    雑収入       860千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     1,527千円 

    新株発行費    1,734千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     1,777千円 

    新株発行費    2,387千円  

 ３ 減価償却実施額 

    有形固定資産   8,325千円 

    無形固定資産   4,524千円 

 ３ 減価償却実施額 

    有形固定資産   3,967千円 

    無形固定資産   4,868千円 
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(リース取引関係) 

   当第３四半期会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

    リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース物件がないため記載を省略しております。 
 

   前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

    リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース物件がないため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

   当第３四半期会計期間末（平成17年12月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 86,949円97銭 59,294円13銭 

１株当たり第３四半期（当期）純利益 3,300円12銭 7,109円89銭 

潜在株式調整後 
１株当たり第３四半期（当期）純利益 
 
 
 
 
 
 
株式の分割 

 2,683円87銭 

 

 

 

 

 

― 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、新株予約権を発行

しておりますが、当社株式は非上場

のため期中平均株価の把握ができま

せんので記載しておりません。 

当社は平成16年９月１日付で株式

１株につき４株の株式分割をおこな

っております。当該株式分割が前期

首におこなわれたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報

は、以下のとおりであります。 

   

平成16年３月期 

１株当たり純資産額 

31,356円20銭 

１株当たり当期純利益 

 6,632円40銭 
 

 
(注) １株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり第３四半期（当期）純利益   

 第３四半期（当期）純利益(千円) 46,503 87,009 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る第３四半期（当期）
純利益(千円) 

46,503 87,009 

普通株式の期中平均株式数(株) 14,092 12,238 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期
（当期）純利益 

  

 第３四半期（当期）純利益調整額(千
円) 

― ― 

 普通株式増加数(株) 3,235 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり第３四半期（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５種類（新株予約権の数

2,179個） 
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(重要な後発事象) 

 当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(子会社株式の取得並びに簡易合併) 

（1）子会社株式の取得並びに合併の目的 

株式会社マチュア及び株式会社アンチエイジングオー

ソリティは、夫々シニアマーケット向けクリエイティブ・

プロモーション関連事業の展開、アンチエイジングに関

する総合事業の展開を目的に設立されましたが、当社グ

ループの事業基盤の更なる強化並びに効率化を図るため、

当該子会社2社の株式を取得し100%子会社化するととも

に、株式会社マチュアについては当社が同社を吸収合併

し、事業を承継することとしたものであります。一方、

株式会社アンチエイジングオーソリティについては、同

社が現時点において、具体的な事業活動の開始には至っ

ていないこと、及び当社グループにおけるアンチエイジ

ング事業を今後、同社が中心となり展開する予定である

ことから、現時点においては、合併の予定はございませ

ん。 

 なお、当社は、株式会社アマナ及び株式会社グローバ

ルビジョンとは今後もお互いの強みを活かす形での友好

的な取引関係を継続していく予定であります。 

（2）子会社株式の取得並びに合併の要旨 

①取得対象株式 

株式会社マチュア392株（株式会社アマナの全保有株） 

株式会社アンチエイジングオーソリティ392株（株式

会社グローバルビジョンの全保有株） 

②株式の異動前後における保有株式数の割合 

株式会社マチュア 

異動前 51.0％ 

移動後 100％ 

株式会社アンチエイジングオーソリティ 

異動前 51.0％ 

移動後 100％ 

（3）取得先の概要 

株式会社マチュア 

取得先商号：株式会社アマナ 

代表者：代表取締役社長 進藤 博信 

本店所在地：東京都品川区東品川二丁目2番43号 

主な事業の内容：ビジュアルコンテンツの企画制作事

業、ストックフォトの企画販売事業 
 
株式会社アンチエイジングオーソリティ 

取得先商号：株式会社グローバルビジョン 

代表者：代表取締役社長 石川 広己 

本店所在地：東京都恵比寿南三丁目1番8号 

主な事業の内容：美と健康に関する事業全般 

（4）取得価額 

株式会社マチュア 25,558,400円 

株式会社アンチエイジングオーソリティ 19,600,000円 

（5）会社株式取得の日程 

株式会社マチュア 

  株式譲渡契約書締結  平成18年2月6日 

  株式引渡し期日    平成18年2月6日 

 株式会社アンチエイジングオーソリティ 

  株式譲渡契約書締結  平成18年2月下旬 

  株式引渡し期日    平成18年2月下旬 

― 
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 当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(子会社株式の取得並びに簡易合併) 

（6）合併の日程 

合併契約書承認取締役会 

 株式会社当社                     平成18年2月6日 

株式会社マチュア         平成18年2月6日 

合併契約書調印            平成18年2月6日 

合併契約書承認株主総会 

 当社     商法第413条ノ３（簡易合併）により省略 

株式会社マチュア            平成18年2月21日 

合併期日               平成18年4月１日 

合併登記          平成18年4月上旬（予定） 

（7）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社マチ

ュアは解散します。 

（8）その他 

当社出資比率100％の子会社との合併であり、新株式の

発行及び合併交付金の支払は行いません。 

― 
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 当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（株式会社ＧＡＢＡとの資本提携） 

シニアマーケット専門のコンサルティング会社である当

社は、平成18年2月10日付けでマンツーマンレッスンに特

化した英会話スクール「Gabaマンツーマン英会話®」を運

営する株式会社GABA（本社：東京都目黒区、代表取締役社

長：青野仲達、以下Gaba）と資本提携を行いました。 

（1）資本提携の目的 

 当社は、シニア世代の海外旅行ニーズの高まりの中、英

会話を学びたいという意向が高くなってきているのに対応

して、自社の30万人を超えるシニア会員の声を基にして「シ

ニアのための旅行英会話」を企画出版するなど「シニアと

英会話」市場の活性化に努めております。 

当社は、シニアの英会話へのニーズに応えられるコンテ

ンツのより充実した形での提供を目的として、この度、1995

年の創業以来「マンツーマン」に特化したユニークな英会

話スクールとして首都圏及び関西、中部地区にて急成長し

ている株式会社GABAとの資本提携をいたします。具体的な

コンテンツ・協力体制に関しては、今後両社で協議をして

まいります。 

（2）資本提携の内容 

本資本提携において、当社は、株式会社GABAに対して、

２億円の出資を行います。なお、株式会社GABA株式の取得

方法、契約締結日、株式取得日、株式取得後の出資比率は

以下の通りであります。 

⑤ 株式取得の方法 既存株主からの譲受により取得い

たしました。 

⑥ 株式譲渡契約締結日  平成18年2月10日 

⑦ 株式取得日     平成18年2月10日 

⑧ 株式取得後の出資比率 2.0％ 

（3）資本提携先の概要 

商号：株式会社GABA 

所在地：京都目黒区中目黒一丁目１番7１号 

代表者：代表取締役社長 青野仲達 

資本金：200,000千円 

設立年月日：平成16年6月16日 

従業員数：241人（平成17年12月末） 

事業内容 ：英会話スクールの運営 

URL：http://www.gaba.co.jp 

主要株主：テイクオフジャパン1号投資事業有限責任組合 

当社との関係：特にございません 

― 
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 当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（株式分割） 

平成18年２月15日開催の取締役会において、平成18年４

月１日付をもって、次のとおり１株を３株に分割すること

を決議いたしました。 

(1) 分割の方法 平成18年３月31日現在の株主名簿に記載

された株主の所有株式を、１株につき３

株の割合で分割する。 

(2) 分割により増加する株式数    普通株式29,972株 

(3) 配当起算日  平成18年４月１日 

 なお、この株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場

合の１株当たり情報については、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 

19,764円71銭 

１株当たり当期純利益 

2,369円96銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新

株予約権を発行しておりま

すが、当社株式は非上場の

ため期中平均株価の把握が

できませんので記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 

28,983円32銭 

１株当たり第３四半期純利

益           1,100円04銭 

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益 

894円62銭 

 

― 

 

 
 


