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平成19年３月期        個別中間財務諸表の概要 

平成18年11月17日 

上場会社名  株式会社シニアコミュニケーション  上 場 取 引 所 東証マザーズ 

コード番号  ２４６３  本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.senior-com.co.jp/） 

代 表 者 役職名 代 表 取 締 役 社 長 氏名 山崎 伸治    

問合せ先責任者 役職名 取 締 役 副 社 長 氏名 馬谷 尚利 ＴＥＬ （03）5414-6870 

決算取締役会開催日 平成18年11月17日 配 当 支 払 開 始 日 平成―年―月―日 

単元株制度採用の有無 無 中間配当制度の有無 有  
 
 
１． 18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

(1) 経営成績                                       （百万円未満切捨） 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
617 
538 

％ 
（14.6） 
（―） 

百万円 
188 
58 

％ 
（223.8） 
（―） 

百万円 
187 
57 

％ 
（228.0） 
（―） 

18年３月期 1,150  220  217  
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
98 
32 

％ 
（201.0） 
（―） 

円 
2,153 
2,337 

銭 
47 
32 

  

18年３月期 95  6,650 82   
 
(注) 1. 期中平均株式数 18年９月中間期 45,759株 17年９月中間期 14,006株 18年３月期 14,312株 
  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。 
2. 会計処理の方法の変更   無 
3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率を示して
おります。前中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、前中間会計期間の対前年中間期増減率は
記載しておりません。 
    

(2) 財政状態 

 総 資 産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
2,643 
1,169 

百万円 
1,494 
863 

％ 
56.5 
73.8 

円 
32,392 
61,631 

銭 
32 
45 

18年３月期 1,897 1,351 71.2 90,198 56 
 
(注) 1. 期末発行済株式数 18年９月中間期  46,140株 17年９月中間期 14,006株 18年３月期 14,986株 
 2. 期末自己株式数  18年９月中間期 －株 17年９月中間期 ―株 18年３月期 ―株  

 
２．19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 

 

通 期 

百万円 

1,235 

百万円 

355 

百万円 

370 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）   24,119円68銭 

※ 1株当たり予想当期純利益は、公募株式数を含めた予定期末株式数51,203株により算出しております。 

 

 

３． 配当状況 

  ・現金配当 

 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
18年３月期 ― ― ― 
19年３月期(実績) ― ― 
19年３月期(予想) ― ― 

― 

※ 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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６．個別中間財務諸表等 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金   176,282   875,418   532,822  

 ２ 受取手形   14,178   105   ―  

３ 売掛金   707,404   1,059,526   823,416  

 ４ たな卸資産   8,682   7,974   7,012  

 ５ その他   7,145   19,825   12,729  

 ６ 貸倒引当金   ―   △1,701   ―  

   流動資産合計   913,693 78.1  1,961,148 74.2  1,375,980 72.5 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1  61,059 5.2  73,348 2.7  56,426 3.0 

 ２ 無形固定資産   9,543 0.8  15,263 0.6  17,609 0.9 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   104,985   354,995   268,595  

 (2)関係会社株式   54,400   151,815   85,958  

 (3) その他   25,983   90,104   93,249  

（4）貸倒引当金   ―   △3,194   ―  

投資その他の資産合計   185,368 15.9  593,721 22.5  447,802 23.6 

   固定資産合計   255,971 21.9  682,333 25.8  521,838 27.5 

   資産合計   1,169,665 100.0  2,643,481 100.0  1,897,818 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 買掛金   47,215   32,685   41,827  

２ 短期借入金   200,000   1,000,000   400,000  

 ３ その他 ※2  59,240   116,213   104,275  

   流動負債合計   306,455 26.2  1,148,899 43.5  546,102 28.8 

   負債合計   306,455 26.2  1,148,899 43.5  546,102 28.8 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   421,283 36.0  ― ―  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 33.7  ― ―  637,077 33.6 

Ⅲ 利益剰余金           

 １ 中間(当期)未処分 
利益 

  47,643   ―   110,094  

利益剰余金合計   47,643 4.1  ― ―  110,094 5.8 

   資本合計   863,210 73.8  ― ―  1,351,715 71.2 

負債資本合計   1,169,665 100.0  ― ―  1,897,818 100.0 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ― ―  626,706 23.7  ― ― 

２ 資本剰余金           

  （1）資本準備金  ―   659,240   ―   

   資本剰余金合計   ― ―  659,240 24.9  ― ― 

 ３ 利益剰余金           

  （1）その他利益剰余金           

      繰越利益剰余金  ―   208,635   ―   

   利益剰余金合計   ―   208,635 7.9  ― ― 

   株主資本合計   ― ―  1,494,581 56.5  ― ― 

   純資産合計   ― ―  1,494,581 56.5  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  2,643,481 100.0  ― ― 
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（２）中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   538,675 100.0  617,313 100.0  1,150,476 100.0 

Ⅱ 売上原価   336,297 62.4  220,807 35.8  635,423 55.2 

売上総利益   202,378 37.6  396,505 64.2  515,053 44.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   144,169 26.8  208,014 33.7  294,081 25.6 

営業利益   58,208 10.8  188,491 30.5  220,971 19.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  49 0.0  796 0.1  363 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,041 0.2  1,643 0.2  3,991 0.3 

経常利益   57,216 10.6  187,644 30.4  217,343 18.9 

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ―  37 0.0  ― ― 

Ⅶ 特別損失 ※４  ― ―  16,059 2.6  49,990 4.3 

税引前中間（当期）

純利益 
  57,216 10.6  171,621 27.8  167,353 14.6 

法人税、住民税 

及び事業税 
 23,782   75,901   74,712   

法人税等調整額  697 24,480 4.5 △2,820 73,081 11.8 △2,546 72,166 6.3 

中間（当期）純利益   32,736 6.1  98,540 16.0  95,187 8.3 

前期繰越利益   14,907   ―   14,907  

中間(当期)未処分

利益 
  47,643   ―   110,094  

           

 
 

 （３）中間株主資本等変動計算書 

 当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

（単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 
  

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 

当中間会計期間の変動額        

 新株の発行 22,162 22,162 22,162 ― ― 44,325 44,325 

 中間純利益 ― ― ― 98,540 98,540 98,540 98,540 

当中間会計期間中の変動額

合計 
22,162 22,162 22,162 98,540 98,540 142,865 142,865 

平成18年９月30日残高 626,706 659,240 659,240 208,635 208,635 1,494,581 1,494,581 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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 

    中間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 

    中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入

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 

(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) 商品、製品、仕掛品 

   同左 

(1) 商品、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 

(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 

 

 

 

  (少額減価償却資産) 

  同左 

(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 

  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 

―― 

  

株式交付費 

  ―― 

新株発行費 

―― 

 

株式交付費 

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。 

株式交付費 

―― 

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、当中間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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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) 

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 その他中間 

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 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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) 

当中間会計期間より、「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） 

当中間会計期間より「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。なお、従来の

「資本の部」の合計に相当する金額は

1,494,581千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

――― 

――― 

（ストック・オプション等に関する会計

基準） 

当中間会計期間より「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 最終改正 平成18年5

月31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） 

当中間会計期間より「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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――― 

（企業結合に係る会計基準当） 

 当中間会計期間から「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成15年10

月31日）及び「事業分離等に関する会計

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7号）並びに「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（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10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。 

――― 

――― 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

当中間会計期間から、「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成18年8月11日 実務対応

報告第1号）を適用しております。 

前事業年度において営業外費用の内訳

として表示していた「新株発行費」は、

当中間会計期間より「株式交付費」とし

て表示する方法に変更しております。 

――― 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

15,079千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

24,739千円 

※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、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。  

※２ 消費税等の取扱い         

   同左 

 

― 

 
(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 

    業務受託料      500千円 

雑収入         268千円 

※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     1,041千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息       1,211千円 

        株式交付費      430千円 

※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 特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益      37千円 

※３  ―― 

※４  ―― ※４ 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損 13,599千円 

固定資産除却損    2,073千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

    投資有価証券評価損 49,900千円 

 ５ 減価償却実施額 

    有形固定資産   5,416千円 

    無形固定資産   2,920千円 

 ５ 減価償却実施額 

    有形固定資産    10,589千円 

    無形固定資産      4,431千円 

 ５ 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 

 

（中間株主資本等変動計算費関係） 

 当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  該当事項はありません 
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(リース取引関係) 

前中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９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。 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９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) 

前中間会計期間末（平成17年９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。 

当中間会計期間末（平成18年９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。 

前事業年度末（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 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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 61,631円45銭 32,392円32銭 90,198円56銭 

１株当たり中間（当期）純利益 2,337円32銭 2,153円47銭 6,650円82銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間（当期）純利益 

 

 

 

 

 

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、

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。 

1,808円01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。 

―― 

   
前中間会計期間 

(自平成17年4月1日 

至平成17年9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 

20,543円82銭 

１株当たり純
資産額 

30,066円19銭 

１株当たり中
間純利益 

779円11銭 
潜在株式調
整後１株当た

り中間純利益
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株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（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 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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株当たり中間（当期）純利益    

 中間（当期）純利益(千円) 32,736 98,540 95,187 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利

益(千円) 
32,736 98,540 95,187 

普通株式の期中平均株式数(株) 14,006 45,759 14,312 

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益 

   

 中間（当期）純利益調整額(千円) ― ― ― 

 普通株式増加数(株) ― 8,743 3,167 

 （うち新株予約権(株)） (―) (8,743) (3,167) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（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2,173個） 

  

― ― 
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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 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 

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。 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

1,815円24銭 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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
することを決定いたしました。 
（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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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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) 

――― 

（株式の売出し及び新株の発行） 
当社は、平成18年10月10日開催の取締役会
の決議において、公募による新株式発行及び
オーバーアロットメントによる当社株式の売
出し（みずほインベスターズ証券株式会社が
当社株主から借受ける当社普通株式900株の
売出し）に関する第三者割当による新株式発
行を決議いたしました。なお詳細は以下のと
おりであります。 
 
１.公募による新株式発行（一般募集） 
  発行株式数      5,000株  
  株式の種類      普通株式 
 発行価格    １株につき295,850円 
  発行価格の総額    1,479,250千円 
 払込金額    １株につき279,380円 
  払込金額の総額    1,396,900千円 
  資本組入額    １株につき139,690円 
  資本組入額の総額     698,450千円 
  資本準備金組入額１株につき139,690円 
  資本準備金組入額の総額 698,450千円 
  申込期間   自 平成18年10月26日 
         至 平成18年10月27日 
 払込期日     平成18年11月１日  
  資金の使途 

 借入金の返済及び新規事業構築 
 
２.当社株式の売出し（引受人の買取引受に
よる売出し） 
  発行株式数      1,000株  
  株式の種類      普通株式 
 売出価格    １株につき295,850円 
  売出価格の総額     295,850千円 
 引受価額    １株につき279,380円 
  引受価額の総額     279,380千円 
  申込期間   自 平成18年10月26日 
         至 平成18年10月27日 
 払込期日     平成18年11月２日  
  資金の使途 
     借入金の返済及び新規事業構築 
 
３.第三者割当による新株式発行（オーバー
アロットメントによる売出しに関連して行
なう第三者割当増資） 
  発行株式数      900株  
  株式の種類      普通株式 
 払込金額    １株につき279,380円 
  払込金額の総額(上限)  251,442千円 
  資本組入額    １株につき139,690円 
  資本組入額の総額     125,721千円 
  資本準備金組入額１株につき139,690円 
  資本準備金組入額の総額 125,721千円 
  申込期間(申込期日) 平成18年11月27日 
  払込期日      平成18年11月28日 
  資金の使途 
        借入金の返済及び新規事業構築 

――― 

――― 

（投資先企業株式の譲渡） 
当社は、平成18年10月10日開催の取締役会に
て一部投資先企業の保有株式の全てを、譲渡
することといたしました。本譲渡に伴い、当
社は平成19年3月期において特別利益（投資
有価証券の売却）318 百万円を計上いたしま
す。 
株式売却の理由 当該株式の売却機会が発

生したため 
譲渡価格       343百万円 
簿価          24百万円 
譲渡益        318百万円 
譲渡日   平成18年11月１日  
 

――― 

 
 
 
 
 
 


