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平成19年３月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 

平成18年８月11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）5414-6870 
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 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 連結（除外）１社  

持分法（新規）１社（除外）１社 
④ 会計監査人の関与  ： 有 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「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」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 
 

２．平成19年3月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日 ～ 平成18年６月30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  ％ 

19年３月期第１四半期    291 12.0 62 46.4 61 59.0 34 81.9 

18年３月期第１四半期    260  －    42  －    38  －    18  － 

(参考)18年３月期 1,160    231    217    85    

 

 
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 

19年３月期第１四半期 749  06    627  87 

18年３月期第１四半期    1,337  07    －  － 

(参考)18年３月期  5,993  44    4,907  45 
 
(注)１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半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1四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。 

２ 18年3月期第1四半期の潜在株式調整後１株当たり四半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。 

３ 当社は、平成18年４月１日をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 

 
［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四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、企業サポート業務においては、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いたしま

した。また、コンシューマー業務においても、アンチエイジングレストランの展開、2006年版芋焼酎「なゝこ」の
販売、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
販売促進サポート等に取り組むとともに、株式会社ぐるなび、株式会社一休、株式会社ソネット・エムスリーなど

有力企業との業務提携によるコンテンツ提供機能を強化することとなりました。更に平成 18年 4月には韓国最大の
PR会社の一つであるKPR & Associates, Inc.と合弁で、韓国におけるシニアマーケット専門のビジネスサポート会
社「シニアパートナーズ株式会社」を設立するとともに、平成 18年 6月には、株式会社テレウェイヴと合弁でシニ
アに対するエージェント機能を果たす「株式会社シニアエージェント」を設立するにいたりました。 

以上の結果、当第1四半期の連結業績は、売上高291百万円、経常利益62百万円、四半期純利益は34百万円となり

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 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 

19年３月期第１四半期 1,914 1,422 74.3 30,918 46 

18年３月期第１四半期 1,060 842 79.4    60,144 75 

(参考)18年３月期 1,890 1,349 71.4 90,023 62 
 
(注) 当社は、平成18年４月１日をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 

 

(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 

19年３月期第１四半期 △115 △90 38 440 

18年３月期第１四半期 ― ― ― ― 

(参考)18年３月期 △122 △358 624 608 

(注) 平成 18年３月期第１四半期につきましては連結キャッシュ・フロー計算書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１四半期末の総資産は1,914百万円となり、前連結会計年度末と比較して24百万円増加いたしました。主な増

加理由は、受取手形及び売掛金が105百万円、投資有価証券66百万円増加しましたが、現金及び預金が167百万円減

少したためであります。 

 負債は未払法人税等の減少等により492百万円となり、前連結会計年度末と比較して48百万円減少いたしました。 

 
 
３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19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 

中間期 715 120 68 

通 期 1,535 325 185 
 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 4,035円78銭  

(注)  １株当たり予想当期純利益(通期)は、第１四半期末現在の発行済株式数により算出しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第１四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。そのような中で企業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強化等により新たな商品

開発を行うこと、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開始することにより、

更なる受注獲得を進めてまいります。 

またコンシューマー業務においても、「金融」、「住まい」、「食」、「エンタテイメント」等「単価×数量×マージン率」

の合計が高い分野において、有力企業との提携等による共同商品開発を行い、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1,535百万円（前期比132.3％）、経常利益325百万円（前期比149.8％）、

当期純利益185百万円（前期比217.6％）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1,535百万円

(前期比133.5％)、経常利益325百万円(前期比149.8％)、当期純利益185百万円(前期比194.7%)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 

（単位：千円） 
前第１四半期 

連結会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

増減 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

期別 

 

科目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

   ％  ％  ％  ％ 
(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金  259,767  440,943    608,236  

２ 受取手形及び売掛金  592,832  930,050    824,277  

３ たな卸資産  10,475  6,209    6,840  

４ 繰延税金資産  1,273  3,041    5,871  

５ その他  11,543  20,999    7,335  

  貸倒引当金  ―  △1,859    ―  

流動資産合計  875,892 82.6 1,399,385 73.1 523,493 59.8 1,452,561 76.8 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 建物及び構築物  49,761  57,469    49,581  

減価償却累計額  △3,255  △5,516    △6,515  

  46,505  51,952    43,065  

(2) 車両運搬具  ―  269    269  

減価償却累計額  ―  △67    △36  

  ―  201    232  

(3) 工具器具備品  26,749  39,573    28,527  

減価償却累計額  △9,564  △15,917    △13,661  

  17,184  23,655    14,866  

有形固定資産合計  63,690 6.0 75,810 3.9 12,120 19.0 58,164 3.1 

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウェア  11,723  16,854    17,648  

(2) その他  155  162    162  

無形固定資産合計  11,879 1.1 17,016 0.9 5,137 43.2 17,811 0.9 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 ※1  82,843  335,410    268,595  

(2) その他  26,105  90,643    93,268  

貸倒引当金  ―  △3,486    ―  

投資その他の資産合
計 

 108,948 10.3 422,566 22.1 313,617 287.9 361,863 19.2 

固定資産合計  184,518 17.4 515,393 26.9 330,875 179.3 437,839 23.2 

資産合計  1,060,410 100.0 1,914,778 100.0 854,368 80.6 1,890,401 100.0 
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（単位：千円） 
前第１四半期 

連結会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

増減 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

期別 

 

科目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

   ％  ％  ％  ％ 
(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

1  支払手形及び買掛金  36,926  33,408    32,319  

2  短期借入金  100,000  400,000    400,000  

3  未払法人税等  12,844  25,314    69,338  

4  その他  28,023  33,744    39,648  

流動負債合計  177,794 16.8 492,467 25.7 314,673 177.0 541,307 28.6 

負債合計  177,794 16.8 492,467 25.7 314,673 177.0 541,307 28.6 

          

(少数株主持分)          

少数株主持分  40,229 3.8 ― ― △40,229 △100.0 ― ― 

          

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    421,283 39.7 ― ― ― ― 604,543 32.0 

Ⅱ 資本剰余金    394,282 37.2     637,077 33.7 

Ⅲ 利益剰余金  26,821 2.5     107,472 5.7 

資本合計  842,387 79.4 ― ― ― ― 1,349,093 71.4 

負債、少数株主持分及び

資本合計 

 
1,060,410 100.0 ― ― ― ― 1,890,401 100.0 

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本            

1  資本金  ― ― 624,118 32.6 ― ― ― ― 

2  資本剰余金  ―  656,652 34.3     

3  利益剰余金  ―  141,539 7.4 ―  ―  

株主資本合計  ― ― 1,422,311 74.3 ― ― ― ― 

純資産合計  ― ― 1,422,311 74.3 ― ― ― ― 

負債純資産合計  ― ― 1,914,778 100.0 ― ― ― ― 
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 
前第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 

当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

増減 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

 (自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

期別 

 

科目 
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 増減率 金 額 百分比 

   ％  ％  ％  ％ 
Ⅰ 売上高  260,567 100.0 291,735 100.0 31,168 12.0 1,160,372 100.0 

Ⅱ 売上原価  146,463 56.2 123,009 42.2 △23,453 △16.0 597,152 51.5 

 売上総利益  114,103 43.8 168,726 57.8 54,622 47.9 563,220 48.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  71,622 27.5 106,524 36.5 34,901 48.7 331,504 28.5 

 営業利益  42,481 16.3 62,202 21.3 19,720 46.4 231,715 20.0 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息  ―  0    3  

 ２ 受取配当金  ―  3    4  

 ３ 雑収入  1,044  53    2,011  

   営業外収益計  1,044 0.4 56 0.0 △987 △94.6 2,018 0.2 

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息  580  368    2,181  

 ２ 持分法による投資損失  4,278  ―    12,136  

 ３ 新株発行費  ―  400    1,734  

 ４ その他  ―  0    74  

   営業外費用計  4,858 1.9 769 0.2 △4,088 △84.2 16,128 1.4 

 経常利益  38,667 14.8 61,489 21.1 22,821 59.0 217,606 18.8 

Ⅵ 特別損失          

１ 投資有価証券評価損  ―  ―    49,990  

２ 固定資産除却損 ※２  ―  2,073    ―  

  特別損失計  ― ― 2,073 0.7 2,073 ― 49,990 4.3 

税金等調整前第１四半期

(当期)純利益  

 
38,667 14.8 59,415 20.4 20,747 53.7 167,616 14.5 

 法人税、住民税及び事業税  12,018 4.6 23,936 8.2 11,918 99.2 77,858 6.7 

 法人税等調整額  1,752 0.7 1,411 0.5 △341 △19.5 △2,845 △0.2 

少数株主利益  6,169 2.3 ― ― △6,169 △100.0 6,825 0.6 

 第１四半期(当期)純利益  18,727 7.2 34,067 11.7 15,340 81.9 85,778 7.4 
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

 当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

 （単位：千円） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 604,543 637,077 107,472 1,349,093 1,349,093 

当四半期の変動額      

 新株の発行 19,575 19,575 ― 39,150 39,150 

 第１四半期純利益 ― ― 34,067 34,067 34,067 

当四半期の変動額合計 19,575 19,575 34,067 73,217 73,217 

平成18年６月30日残高 624,118 656,652 141,539 1,422,311 1,422,311 

 

 

（４）四半期連結剰余金計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の連結剰余金計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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  394,282 

Ⅱ 資本剰余金増加高 
 

    

 １ 増資による新株の発行 
 

― ― 242,795 242,795 

Ⅲ 資本剰余金第１四半期末（期
末）残高 

 
 394,282  637,077 

 
 

    

（利益剰余金の部） 
 

    

Ⅰ 利益剰余金期首残高 
 

 8,094  8,094 

Ⅱ 利益剰余金増加高 
 

    

 １ 持分法適用会社減少に伴う増
加高 

 
―  13,600  

 ２  第１四半期（当期）純利益 
 

18,727 18,727 85,778 99,378 

Ⅲ 利益剰余金第１四半期末（期
末）残高 

 
 26,821  107,472 
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（５）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の連結キャッシュ 

・フロー計算書 

 (自 平成17年４月１日 

至 平成18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1四半期（当期）純利益  59,415 167,616 

減価償却費  5,170 18,702 

連結調整勘定償却  ― 4,273 

貸倒引当金の増加額  5,346 ― 

受取利息及び配当金  △3 △7 

支払利息  368 2,181 

新株発行費  400 1,734 

持分法による投資損失  ― 12,136 

投資有価証券評価損  ― 49,990 

有形固定資産除却損  2,073 ― 

売上債権の増加額  △105,773 △345,212 

たな卸資産の増減額(増加；△)  630 △4,416 

その他の流動資産の増加額  △697 △3,029 

仕入債務の増加額  1,088 19,033 

未払消費税等の増加額(減少；△)  △9,544 7,727 

その他の流動負債の増減額(減少；△)  6,195 △4,206 

その他  △12,932 △12,398 

小計  △48,261 △85,873 

利息及び配当金の受取額  3 7 

利息の支払額  △630 △2,088 

法人税等の支払額  △66,263 △34,964 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △115,152 △122,918 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △23,134 △12,826 

無形固定資産の取得による支出  △961 △15,224 

子会社株式の取得による支出  ― △45,158 

投資有価証券の取得による支出  △66,815 △230,000 

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  ― △55,251 

敷金保証金の返還による収入  20 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △90,890 △358,370 

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  400,000 400,000 

短期借入金の返済による支出  △400,000 △200,000 

株式の発行による収入  38,750 424,320 

財務活動によるキャッシュ・フロー  38,750 624,320 

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  △167,293 143,031 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  608,236 465,205 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第1四半期末（期末）残高 ※1 440,943 608,236 
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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 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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  １社 
 ②連結子会社の名称 
  ㈱アンチエイジングオーソ
リティ 

 なお、㈱マチュアは、平成18 
年4月1日付にて当社と合併い
たしましたので、当第1四半 
期連結会計期間より、連結子会 
社から除外されました。 

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 

   

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 
 ㈱シニアエージェント 

なお、㈱シニアエージェ
ントは平成18年６月30日
に新規設立しております。 

 ③持分法の適用の手続につ
いて特に記載する必要があ
ると認められる事項 
当社は平成18年4月6日
付で、KPR &Associates, 
Inc.（韓国最大のPR 会社）
と共同で韓国における合
弁会社であるシニアパート
ナーズ㈱を設立いたしまし
た。同社の決算期は6月で
あり、当社と一致しておら
ず当第１四半期連結会計
期間末までに財務諸表を
入手することが出来ないた
め、持分法の適用から除外
しております。なお、今後
は同社の当社決算日より3
ヶ月前の財務諸表により、
持分法を適用いたします。 

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、㈱翔年社は平成18
年３月30日付にて第三者
割当増資を行ったことか
ら、当社持株比率が低下
し、当連結会計年度末にお
いては関連会社より除外
されました。 

３ 連結子会社
の第１四半
期 決 算 日
（決算日）
等に関する
事項 

連結子会社の第１四半期決
算日は、連結第１四半期決算日
と一致しております。 

同左 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１四半期連結会
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。 

 

（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  
   同左 
 
 
 
 
 
 
 
 時価のないもの 
   同左 
 
 

 

（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 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基
準に関する
事項 

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。 

②たな卸資産 
 ａ商品、製品、仕掛品 

同左 
 
 
  ｂ貯蔵品 

同左 
    

②たな卸資産 
 ａ商品、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～10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 
 
 
 
(少額減価償却資産) 

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 
車両運搬具     ３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 
 
 
 

(少額減価償却資産) 
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 
車両運搬具     ３年 
工具器具備品 ４年～20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。 
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 
 

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 
支出時に全額費用と
して処理しております。 
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 
― 
 
新株発行費 

    同左 

（3）重要な繰延資産の処理方法 
創立費 
― 
 
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１四
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。 

 

（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。 
 
 
 
(5)重要なリース取引の処理方
法 
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 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基
準に関する
事項 

 (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。 

(6)収益及び費用の計上基準 
  同左 
 
 
 
 
 
 
 
(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 
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 同左 

６ 連結調整勘
定の償却に
関する事項 

当第１四半期連結会計期間
において、連結調整勘定は発生
しておりません。 
 

同左 
 

連結調整勘定は当連結会計
年度に一括償却しております。 
 

７ 四半期連結
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 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当第１四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。 
 

 
―――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当連結会計年度より、「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。 

 
―――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 
当第１四半期連結会計期間より「貸
借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」（企業会計基準第５号 平成
17年12月９日）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等の
適用指針」（企業会計基準適用指針第８
号 平成17年12月９日）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。 
また、従来の「資本の部」の合計に
相当する金額は1,422,311千円であり
ます。 
 

 
―――― 

 
 

―――― 

（ストック・オプション等に関する会計

基準） 
 当第１四半期連結会計期間より「スト

ック・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成 17 年 12
月 27日 企業会計基準第８号）及び「ス
トック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成 17年 12月 27日 企業会計基準適
用指針第 11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。 
 

 
 

―――― 

 
 

―――― 

（役員賞与に関する会計基準） 
 当第１四半期連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成 17年 11月 29日）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。 

 
 

―――― 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(平成18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）7,858千円 

 

※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）66,815千円 

 

※１ ― 

    

 

 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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   22,146千円 

    給料手当   17,923千円 

    支払手数料   9,630千円 

 

※2       ―  

※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    22,190千円 

     給料手当    16,845千円 

     支払手数料   24,492千円 

     貸倒引当金繰入額 5,346千円 

※2  固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

工具器具備品    2,073千円 

※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   99,145千円 

     給料手当   56,383千円 

     支払手数料  62,409千円 

 

 ※2       ― 

             

 

(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

                                            （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当第１四半期連結会

計期間末 

普通株式 14,986 31,016 ― 46,002 

（注）当社は、平成18年４月１日をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株予約権の行使による増加   1,044株 

  株式の分割による増加      29,972株 
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２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

前連結会計
年度末 増加 減少 

当第１四半
期連結会計
年度末 

当第１四半期
末残高（千円）

第1回新株予約権(注)１ 普通株式 1,776 3,552 1,116 4,212 ― 

第2回新株予約権 普通株式 16 32 48 ― ― 

第3回新株予約権(注)１ 普通株式 97 194 15 276 ― 

第4回新株予約権 普通株式 21 42 ― 63 ― 

第5回新株予約権(注)１ 普通株式 1,560 3,120 52 4,628 ― 

合計 ― 3,470 6,940 1,231 9,179 ― 

（注）１ 減少の株数には新株予約権の行使のほか、従業員の退職による失効を含んでおります。 

    ２  当社は、平成18年４月１日をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っております。増加の株

数は、当該株式分割による増加であります。 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第1四半期末残高と第1四半期

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18年６月30日現在） 

 現金及び預金勘定           440,943千円 

 現金及び現金同等物         440,943千円 

※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18年３月31日現在） 

 現金及び預金勘定           608,236千円 

 現金及び現金同等物         608,236千円 

 

 

(リース取引関係) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 同左 

 

(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 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

 

四半期連結貸借対照表 

計上額(千円) 

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 74,985 268,595 268,595 
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(デリバティブ取引関係) 

前第１四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30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。 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30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17年４月１日 至 平成18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。 

 

（セグメント情報） 

  事業の種類別セグメント情報 

 前第１四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日)  

当連結グループは、企業サポート業務及びコンシューマー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。 

 

当第1四半期連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日） 

    当連結グループは、企業サポート業務及びコンシューマー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17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当連結グループは、企業サポート業務及びコンシューマー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 

前第1四半期連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30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。 

 

当第1四半期連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30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17年４月１日 至 平成18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 

前第1四半期連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日） 

    海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当第1四半期連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30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17年４月１日 至 平成18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 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 60,144円75銭 30,918円46銭 90,023円62銭 

１株当たり第１四半期
(当期)純利益     

1,337円07銭 749円06銭 5,993円44銭 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期(当期)

純利益 

 潜在株式調整後１株当た

り第１四半期純利益につい

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。 

627円87銭 4,907円45銭 

 

株式の分割  

――― 

 当社は、平成18年４月１
日をもって１株につき３株
の割合で株式分割を行って
おります。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。 

――― 

   
前第１四半期 

連結会計期間 

(自平成17年4月1日 

至平成17年6月30日) 

前連結会計年度 

 

(自平成17年4月１日 

至平成18年3月31日) 

１株当たり純資
産額 
20,048円25銭 

１株当たり純資
産額 
30,007円87銭 

１株当たり四半
期純利益 

445円69銭 
潜在株式調
整後１株当た
り四半期純利
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株当たり当期
純利益 
1,997円81銭 
潜在株式調
整後１株当た
り当期純利益 
1,635円82銭 

 

 

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

は、以下のとおりです。 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり第１四半期（当
期）純利益 

   

第１四半期（当期）純利益
(千円) 

18,727 34,067 85,778 

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

― ― ― 

普通株式に係る第１四半
期（当期）純利益(千円) 

18,727 34,067 85,778 

普通株式の期中平均株式
数(株) 

14,006 45,480 14,312 

潜在株式調整後１株当た
り第１四半期（当期）純利

   

第１四半期（当期）純利益
調整額（千円） 

― ― ― 

普通株式増加数（株） ― 8,777 3,167 

（うち新株予約権(株)） (―) (8,777) (3,167) 

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１四半期（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2,178個） 
 

 
――― 

 
――― 
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(重要な後発事象) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――― 

 

 

 

 

 
―――― 

(子会社との簡易合併) 
（1）合併の目的 
株式会社マチュアはシニアマーケッ
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、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。 
（2）合併の日程 
合併契約書承認取締役会 
 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 旧商法第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 
（3）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いたしま
した。 
（4）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
の支払は行っておりません。 

 

―――― 

 
―――― 

（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) 

当連結会計年度 
(自平成17年4月１日 

至平成18年3月31日) 

１株当たり純資産額 

19,602円56銭 

１株当たり純資産額 

30,007円87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株当たり当期純利益 

      1,997円81銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利益 

1,635円82銭 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――― 

 
―――― 

（韓国における合弁会社設立） 
当社は韓国最大のPR 会社の一つであ
るKPR & Associates, Inc.（以下KPR）
と韓国におけるシニアマーケット専門
のビジネスサポート会社を設立いたし
ました。 

（1）設立の目的 
韓国においては、日本よりやや遅れ
て高齢化が進展してきており、その高
齢化のスピードは日本より急激である
と言われています。また、韓国企業に
おいても、今後急激な拡大が予想され
るシニアの消費者に対する対策が進み
始めております。そのような状況下、
当社は日本におけるシニアマーケット
の専門機関としてのノウハウを活用し、
韓国におけるシニアマーケットの活性
化を図る目的で、同国での共同事業展
開に関する交渉を進めていたKPR と本
合弁会社を設立いたしました。 

（2）合弁会社の概要 
①商号 シニアパートナーズ株式会社

(Senior Partners Inc.) 
②所在地 大韓民国ソウル特別市中区奨

忠洞１街31-７ 
③資本金 1,000 百万ウォン 

（約120 百万円） 
④出資比率 KPR 51% 当社 34%  
成炳哲（代表取締役）7.5% 
廉箕薫（代表取締役）7.5% 
⑤役員構成 金漢卿（KPR 会長）、辛聖

仁（KPR 代表取締役社
長）、山崎伸治（当社代表
取締役会長兼CEO）、成炳
哲、廉箕薫 

⑥事業内容 シニアマーケット専門のビ
ジネスサポート事業並び
にそれに関連する一切の
事業 

⑦合弁契約日 平成18 年3月14日 
⑧設立時期  平成18 年4月 6日 
⑨営業開始予定日 平成18 年7月上旬 
⑩売上高見込 79 百万円（初年度） 
⑪従業員数 6 名（初年度） 
(3)KPR & Associates, Inc.の概要 
①本社所在地 大韓民国ソウル特別市中

区奨忠洞１街31-７ 
②代表者名 辛聖仁 
③資本金 100 百万ウォン（約12 百万

円） 

④設立年月日 平成元年9 月8 日 

⑤事業内容 PR、広告、市場調査、出 

版等 

⑥従業員数 60 名 

⑦当社との関係 特にございません 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――― 

 
―――― 

（株式会社テレウェイヴとの合弁会社設立） 
当社は中小規模事業者向けIT化・経営支

援業を行う株式会社テレウェイヴ(以下テレ
ウェイヴ)とシニア専門のサービス行なう合
弁会社「株式会社シニアエージェント」を設
立いたしました。 
（1）設立の目的 
昨今、シニア層の消費行動に変化が現れて
おり、「セカンドライフプラン」「リタイアメ
ントライフ」といった言葉に象徴されるよう
に、50歳を過ぎてからの第二の人生を豊か
に、そして自分にあったスタイルで過ごした
いというシニア層が多くなってきております。
また 2007年からは、団塊の世代の定年退職
が始まることもあり、消費を積極的に楽しむ
シニア層が増加し、充実した第二の人生を過
ごすというライフスタイルは急速に一般化し
ていくものと予想されます。そのような状況
下、シニア世代と直接コミュニケーションを
図ることで、シニアのエージェント（代理人、
ガイド）としての役割をこなし、セカンドラ
イフを充実させたいというシニアの希望を、
よりスムーズに実現させるためのサービス提
供を行う目的で、テレウェイヴと本合弁会社
を設立いたしました。 
（2）合弁会社の概要 
①商号 株式会社シニアエージェント  
②所在地 東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号 
③資本金 50百万円 
④出資比率 当社 50% テレウェイヴグル
ープ 50%  

⑤代表者 代表取締役社長 山崎 伸治 
      （当社代表取締役会長兼CEO） 
⑥事業内容 シニア層に対するトータルコ

ーディネートサービス
「GUIDE(ガイド)」の提供 

⑦合弁契約日 平成18年5月19日 
⑧設立時期  平成18年6月30日 
⑨営業開始予定日 平成18年7月上旬 

(3)株式会社テレウェイヴの概要 
①本社所在地 東京都新宿区西新宿二丁

目４番１号 
②代表者名 代表取締役社長 齋藤 真織 
③資本金 6,950百万円 
④設立年月日 平成９年６月 
⑤事業内容 ・グループ会社の経営管理及

びこれに附帯する業務 
      ・中小規模事業者向けIT化・

経営支援業 
      ・インターネットサイト企

画・制作事業 
⑥従業員数 連結 1,285名、単体 68名 
⑦当社との関係 平成17年９月より業務

提携を開始 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――― 

 
―――― 

（ストックオプションとして新株予約権を発行）

当社は平成18年6月29日開催の定時株主総

会において、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づき、当社及び子会社の取

締役、監査役、従業員及び顧問に対して新株

予約権を無償で発行すること、募集事項の決

定を取締役会に委任すること、並びに平成17

年6月30日開催の第5回定時株主総会にて決

議した取締役総数の報酬限度額年間5億円及

び平成16年6月30日開催の第4回定時株主総

会にて決議した監査役総数の報酬限度額年

間3,000万円を会社法第361条及び第387条に

規定する「報酬等」の限度額と改め、取締役

及び監査役に対してこの限度額内で新株予約

権を付与することを決議しております。 

新株予約権の内容は次のとおりでありま

す。 

(1)新株予約権の目的たる株式の種類および数 

普通株式 500株を総株数の上限とする。 

(2)発行する新株予約権の総数 

500個を上限とする。 

(3)新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとする。 

(4)新株予約権の行使に際して払い込むべき金    

   額 

各新株予約権の行使に際して払い込むべき

金額は、各新株予約権の行使により発行す

る株式1株あたりの金額（以下「行使価額」

という）に、新株予約権1個あたりの目的

となる株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、発行日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）の東京

証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値とし、1円未満の端数

は切り上げる。ただし、その金額が発行日

の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値を下回る場合は、当該終

値を行使価額とする。 

(5)新株の発行価額中資本に組入れない額 

(4)の行使価額（ただし、調整された場合

は調整後の行使価額）から資本に組入れる

額を減じた金額とする。資本に組入れる額

とは、行使価額または調整後の行使価額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満

の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げ

る。 

(6)新株予約権の権利行使期間 

平成20年7月1日から平成28年5月31日まで 
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平成19年３月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 

平成18年８月11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）5414-6870 
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 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「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」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係
る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成19年3月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日 ～ 平成18年６月30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  ％ 

19年３月期第１四半期    291 12.3 62  113.7 61 119.3 33 103.7 

18年３月期第１四半期    259  －    29   －    28   －    16   － 

(参考)18年３月期 1,150    220     217     95     

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

   円  銭 

19年３月期第１四半期 742  96 

18年３月期第１四半期    1,184  08 

(参考)18年３月期  6,650  82 
 
(注)１ 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1四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。 

2 当社は、平成18年４月１日をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 

 
(4) 財政状態の変動状況 

                                   （百万円未満切捨） 

 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 

19年３月期第１四半期 1,917 1,424 74.3 30,969 42 

18年３月期第１四半期 1,028 847 82.4    60,478 21 

(参考)18年３月期 1,897 1,351 71.2 90,198 56 
 
(注) 当社は、平成18年４月１日をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 

 

３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19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 

中間期   715 120  68 

通 期 1,535 325 185 
 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 4,035円78銭   

(注)  １株当たり予想当期純利益(通期)は、第１四半期末現在の発行済株式数により算出しております。 
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［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第１四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。そのような中で企業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強化等により新たな商品

開発を行うこと、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開始することにより、

更なる受注獲得を進めてまいります。 

またコンシューマー業務においても、「金融」、「住まい」、「食」、「エンタテイメント」等「単価×数量×マージン率」

の合計が高い分野において、有力企業との提携等による共同商品開発を行い、売上拡大を積極的に進めてまいります。 

以上のことから、通期の単体業績見通しは、売上高 1,535百万円(前期比 133.5％)、経常利益 325百万円(前期比

149.8％)、当期純利益185百万円(前期比194.7%)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。 

 

 
４．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 
18年３月期 ― ― ― ― ― ― 
19年３月期（実績） ― ― ― ― ― ― 
19年３月期（予想） ― ― ― ― ― ― 
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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） 

前第１四半期会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

期別 

 

科目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

   ％  ％  ％  ％ 
(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金  184,722  403,133    532,822  

２ 受取手形  ―  1,575    ―  

３ 売掛金  591,078  928,475    823,416  

４ たな卸資産  10,266  6,386    7,012  

５ その他  12,806  23,967    12,729  

     貸倒引当金  ―  △1,859    ―  

流動資産合計  798,873 77.7 1,361,678 71.0 562,804 70.5 1,375,980 72.5 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産   ※1 61,891 6.0 75,810 4.0 13,919 22.5 56,426 3.0 

２ 無形固定資産     11,767 1.2 17,016 0.9 5,249 44.6 17,609 0.9 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券  74,985  268,595    268,595  

(2) 関係会社株式  54,400  106,815    85,958  

(3) その他  26,105  90,643    93,248  

   貸倒引当金  ―  △3,486    ―  

投資その他の資産合計  155,490 15.1 462,566 24.1 307,076 197.5 447,802 23.6 

固定資産合計  229,148 22.3 555,393 29.0 326,244 142.4 521,838 27.5 

  資産合計  1,028,022 100.0 1,917,071 100.0 889,048 86.5 1,897,818 100.0 
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（単位：千円） 

前第１四半期会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

期別 

 

科目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

   ％  ％  ％  ％ 
(負債の部)          

Ⅰ  流動負債          

1  買掛金  46,916  33,408    41,827  

2  短期借入金  100,000  400,000    400,000  

3  その他 ※2 34,048  59,007    104,275  

流動負債合計  180,964 17.6 492,416 25.7 311,451 172.1 546,102 28.8 

負債合計  180,964 17.6 492,416 25.7 311,451 172.1 546,102 28.8 

          

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    421,283 41.0 ― ― ― ― 604,543 31.8 

Ⅱ 資本剰余金            

1  資本準備金    394,282  ―    637,077  

資本剰余金合計  394,282 38.4 ― ― ― ― 637,077 33.6 

Ⅲ 利益剰余金          

1 第１四半期(当期)未
処分利益   

 
31,491  ―    110,094  

利益剰余金合計  31,491 3.0 ― ― ― ― 110,094 5.8 

資本合計  847,057 82.4 ― ― ― ― 1,351,715 71.2 

負債資本合計  1,028,022 100.0 ― ― ― ― 1,897,818 100.0 

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本            

1  資本金  ― ― 624,118 32.6 ― ― ― ― 

2  資本剰余金          

(1) 資本準備金  ―  656,652    ―  

資本剰余金合計  ― ― 656,652 34.2 ― ― ― ― 

3  利益剰余金          

(1)その他利益剰余金          

  繰越利益剰余金  ―  143,884    ―  

利益剰余金合計  ― ― 143,884 7.5 ― ― ― ― 

株主資本合計  ― ― 1,424,655 74.3 ― ― ― ― 

純資産合計  ― ― 1,424,655 74.3 ― ― ― ― 

負債純資産合計  ― ― 1,917,071 100.0 ― ― ― ― 
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 （２）四半期損益計算書 

 （単位：千円） 
前四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日) 

当四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

増減 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

期別 

 

科目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 増減率 金 額 百分比 

   ％  ％  ％  ％ 
Ⅰ 売上高  259,697 100.0 291,735 100.0 32,038 12.3 1,150,476 100.0 

Ⅱ 売上原価  166,327 64.0 123,009 42.2 △43,317 △26.0 635,423 55.2 

 売上総利益  93,369 36.0 168,726 57.8 75,356 80.7 515,053 44.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  64,226 24.8 106,461 36.5 42,234 65.8 294,081 25.6 

 営業利益  29,142 11.2 62,264 21.3 33,121 113.7 220,971 19.2 

Ⅳ 営業外収益 ※1 44 0.0 56 0.0 12 28.3 363 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※2 580 0.2 768 0.3 188 32.5 3,991 0.3 

 経常利益  28,606 11.0 61,552 21.1 32,945 115.2 217,343 18.9 

Ⅵ 特別損失 ※3 ― ― 2,459 0.8 2,459 ― 49,990 4.3 

税引前第１四半期(当期)

純利益  

 
28,606 11.0 59,093 20.3 30,486 106.6 167,353 14.6 

 法人税、住民税及び事業税  10,010 3.8 23,891 8.2 13,881 138.7 74,712 6.5 

 法人税等調整額  2,011 0.8 1,411 0.5 600 29.80 △2,546 △0.2 

 第１四半期(当期)純利益  16,584 6.4 33,789 11.6 17,205 103.8 95,187 8.3 

 前期繰越利益  14,907  ―  ―  14,907  

 第１四半期(当期) 

未処分利益 

 
31,491  ―  ―  110,094  

          
 

 （３）四半期株主資本等変動計算書 

 当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

                                                                                   （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

  

資本金 

資本 

準備金 

資本剰余金

合計 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金合計 

株主資本 

合計 

 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 604,543 637,077 637,077 110,094 110,094 1,351,715 1,351,715 

当四半期の変動額        

 新株の発行 19,575 19,575 19,575 ― ― 39,150 39,150 

 第１四半期純利益 ― ― ― 33,789 33,789 33,789 33,789 

当四半期の変動額合計 19,575 19,575 19,575 33,789 33,789 72,939 72,939 

平成18年６月30日残高 624,118 656,652 656,652 143,884 143,884 1,424,655 1,424,655 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

至 平成18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１四半期会計期間末

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 

     同左 

   

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(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。 

(2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法を採用し

ております。 

(1) 商品、製品、仕掛品 

   同左 

 

(2) 貯蔵品 

  同左 

(1) 商品、製品、仕掛品 

   同左 

 

(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 

(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４～10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 

  車両運搬具    ３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 

  車両運搬具    ３年 

  工具器具備品 ４～20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 

(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 

(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 

新株発行費 

同左 



 26 

 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

至 平成18年３月31日） 

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１四半期会計期

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。 

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。 

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  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  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 

消費税等の会計処理 

 同左 
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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の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月 30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月 １日 
   至 平成18年 ６月 30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月 １日 
   至 平成18 年３月 31日） 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当第１四半期会計期間より、「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。 
 

 
―――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当事業年度より、「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。 

 
―――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 

当第１四半期より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）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。 

 また、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は1,424,655千円で

あります。 

 
―――― 

 
 

―――― 

（ストック・オプション等に関する会計

基準） 
 当第１四半期より「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年 12月 27日 企業
会計基準第８号）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成 17 年
12 月 27 日 企業会計基準適用指針第
11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。 
 

 
 

―――― 

 
 

―――― 

（役員賞与に関する会計基準） 
 当第１四半期より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平成

17年 11月 29日）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。 

 
 

―――― 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

前事業年度 

(平成18年３月31日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累 

計額      12,169千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累 

計額      21,501千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累 

計額      18,784千円 

※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、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 
（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

雑収入 44千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

雑収入 53千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

雑収入 357千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 580千円

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 368千円

新株発行費 400千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2,181千円 

新株発行費 1,734千円 
 

※３       ― ※３ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 2,073千円
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損49,990千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,505千円

無形固定資産 1,509千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,414千円

無形固定資産 1,755千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 11,300千円 

無形固定資産 6,320千円 
 

 
(リース取引関係) 

前第１四半期会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30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。 

当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30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17年４月１日 至平成18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) 

前第１四半期会計期間末（平成17年６月30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。 

当第１四半期会計期間末（平成18年６月30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（平成18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 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 60,478円21銭 30,969円42銭 90,198円56銭 

１株当たり第１四半期
(当期)純利益     

1,184円08銭 742円96銭 6,650円82銭 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期(当期)

純利益 

 潜在株式調整後１株当た
り第１四半期純利益について
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。 

622円76銭 5,445円72銭 

 

株式の分割  

――― 

 当社は、平成18年４月１日
をもって１株につき３株の割
合で株式分割を行っておりま
す。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。 

 

――― 

  

 

 
前第１四半期 

会計期間 

(自平成17年4月1日 

至平成17年6月30日) 

前事業年度 

 

(自平成17年4月１日 

至平成18年3月31日) 

１株当たり純資
産額 
20,159円40銭 

１株当たり純資
産額 
30,066円19銭 

１株当たり第1
四半期純利益 

394円69銭 
潜在株式調
整後１株当た
り第1四半期純
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株当たり当期
純利益 
2,216円94銭 

潜在株式調整
後１株当たり当
期純利益 
1,815円24銭 

 

 

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

は、以下のとおりです。 

項目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

至 平成18年３月31日） 
１株当たり第１四半期（当
期）純利益 

   

第１四半期（当期）純利益
(千円) 

16,584 33,789 95,187 

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

― ― ― 

普通株式に係る第１四半
期（当期）純利益(千円) 

16,584 33,789 95,187 

普通株式の期中平均株式
数(株) 

14,006 45,480 14,312 

潜在株式調整後１株当た
り第１四半期（当期）純利

   

第１四半期（当期）純利益
調整額（千円） 

― ― ― 

普通株式増加数（株） ― 8,777 3,167 

（うち新株予約権(株)） (―) (8,777) (3,167) 

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１四半期（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2,178個） 
 

 
――― 

 
――― 
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(重要な後発事象) 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成18年３月31日） 

 

―――― 

 
―――― 

(子会社との簡易合併) 
（1）合併の目的 
株式会社マチュアはシニアマーケッ
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、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。 
（2）合併の日程 
合併契約書承認取締役会 
 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 旧商法第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 
（3）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いたしま
した。 
（4）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
の支払は行っておりません。 

 

―――― 

 
―――― 

（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) 

当事業年度 
(自平成17年4月１日 

  至平成18年3月31日) 

１株当たり純資産額 

19,764円71銭 

１株当たり純資産額 

30,066円19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株当たり当期純利益 

      2,216円94銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利益 

1,815円24銭 

 



 31 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成18年３月31日） 

 

―――― 

 
―――― 

（韓国における合弁会社設立） 
当社は韓国最大のPR 会社の一つであ
るKPR & Associates, Inc.（以下KPR）
と韓国におけるシニアマーケット専門
のビジネスサポート会社を設立いたし
ました。 

（1）設立の目的 
韓国においては、日本よりやや遅れ
て高齢化が進展してきており、その高
齢化のスピードは日本より急激である
と言われています。また、韓国企業に
おいても、今後急激な拡大が予想され
るシニアの消費者に対する対策が進み
始めております。そのような状況下、
当社は日本におけるシニアマーケット
の専門機関としてのノウハウを活用し、
韓国におけるシニアマーケットの活性
化を図る目的で、同国での共同事業展
開に関する交渉を進めていたKPRと本合
弁会社を設立いたしました。 

（2）合弁会社の概要 
①商号 シニアパートナーズ株式会社

(Senior Partners Inc.) 
②所在地 大韓民国ソウル特別市中区奨

忠洞１街31-７ 
③資本金 1,000 百万ウォン 

（約120 百万円） 
④出資比率 KPR 51% 当社 34%  
成炳哲（代表取締役）7.5% 
廉箕薫（代表取締役）7.5% 
⑤役員構成 金漢卿（KPR 会長）、辛聖

仁（KPR 代表取締役社
長）、山崎伸治（当社代表
取締役会長兼CEO）、成炳
哲、廉箕薫 

⑥事業内容 シニアマーケット専門のビ
ジネスサポート事業並び
にそれに関連する一切の
事業 

⑦合弁契約日 平成18 年3月14日 
⑧設立時期  平成18 年4月 6日 
⑨営業開始予定日 平成18 年7月上旬 
⑩売上高見込 79 百万円（初年度） 
⑪従業員数 6 名（初年度） 
(3)KPR & Associates, Inc.の概要 
①本社所在地 大韓民国ソウル特別市中

区奨忠洞１街31-７ 
②代表者名 辛聖仁 
③資本金 100 百万ウォン（約12 百万

円） 

④設立年月日 平成元年9 月8 日 

⑤事業内容 PR、広告、市場調査、出 

版等 

⑥従業員数 60 名 

⑦当社との関係 特にございません 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成18年３月31日） 

 

―――― 

 
―――― 

（株式会社テレウェイヴとの合弁会社設立） 
当社は中小規模事業者向けIT化・経営支

援業を行う株式会社テレウェイヴ(以下テレ
ウェイヴ)とシニア専門のサービス行なう合
弁会社「株式会社シニアエージェント」を設
立いたしました。 
（1）設立の目的 
昨今、シニア層の消費行動に変化が現れて
おり、「セカンドライフプラン」「リタイアメ
ントライフ」といった言葉に象徴されるよう
に、50歳を過ぎてからの第二の人生を豊か
に、そして自分にあったスタイルで過ごした
いというシニア層が多くなってきております。
また 2007年からは、団塊の世代の定年退職
が始まることもあり、消費を積極的に楽しむ
シニア層が増加し、充実した第二の人生を過
ごすというライフスタイルは急速に一般化し
ていくものと予想されます。そのような状況
下、シニア世代と直接コミュニケーションを
図ることで、シニアのエージェント（代理人、
ガイド）としての役割をこなし、セカンドラ
イフを充実させたいというシニアの希望を、
よりスムーズに実現させるためのサービス提
供を行う目的で、テレウェイヴと本合弁会社
を設立いたしました。 
（2）合弁会社の概要 
①商号 株式会社シニアエージェント  
②所在地 東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号 
③資本金 50百万円 
④出資比率 当社 50% テレウェイヴグル
ープ 50%  

⑤代表者 代表取締役社長 山崎 伸治 
      （当社代表取締役会長兼CEO） 
⑥事業内容 シニア層に対するトータルコ

ーディネートサービス
「GUIDE(ガイド)」の提供 

⑦合弁契約日 平成18年5月19日 
⑧設立時期  平成18年6月30日 
⑨営業開始予定日 平成18年7月上旬 

(3)株式会社テレウェイヴの概要 
①本社所在地 東京都新宿区西新宿二丁

目４番１号 
②代表者名 代表取締役社長 齋藤 真織 
③資本金 6,950百万円 
④設立年月日 平成９年６月 
⑤事業内容 ・グループ会社の経営管理及

びこれに附帯する業務 
      ・中小規模事業者向けIT化・

経営支援業 
      ・インターネットサイト企

画・制作事業 
⑥従業員数  連結 1,285名、単体 68名 
⑦当社との関係 平成17年９月より業務

提携を開始 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成18年３月31日） 

 

―――― 

 
―――― 

（ストックオプションとして新株予約権を発行）

当社は平成18年6月29日開催の定時株主総

会において、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づき、当社及び子会社の取

締役、監査役、従業員及び顧問に対して新株

予約権を無償で発行すること、募集事項の決

定を取締役会に委任すること、並びに平成17

年6月30日開催の第5回定時株主総会にて決

議した取締役総数の報酬限度額年間5億円及

び平成16年6月30日開催の第4回定時株主総

会にて決議した監査役総数の報酬限度額年

間3,000万円を会社法第361条及び第387条に

規定する「報酬等」の限度額と改め、取締役

及び監査役に対してこの限度額内で新株予約

権を付与することを決議しております。 

新株予約権の内容は次のとおりでありま

す。 

(1)新株予約権の目的たる株式の種類および数 

普通株式 500株を総株数の上限とする。 

(2)発行する新株予約権の総数 

500個を上限とする。 

(3)新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとする。 

(4)新株予約権の行使に際して払い込むべき金              

   額 

各新株予約権の行使に際して払い込むべき

金額は、各新株予約権の行使により発行す

る株式1株あたりの金額（以下「行使価額」

という）に、新株予約権1個あたりの目的

となる株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、発行日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）の東京

証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値とし、1円未満の端数

は切り上げる。ただし、その金額が発行日

の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値を下回る場合は、当該終

値を行使価額とする。 

(5)新株の発行価額中資本に組入れない額 

(4)の行使価額（ただし、調整された場合

は調整後の行使価額）から資本に組入れる

額を減じた金額とする。資本に組入れる額

とは、行使価額または調整後の行使価額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満

の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げ

る。 

(6)新株予約権の権利行使期間 

平成20年7月1日から平成28年5月31日ま   

で 

 

 
 


