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平成20年３月期  第１四半期財務・業績の概況 

平成19年８月15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 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 
配当支払予定日 平成20年6月末  
 

                             （百万円未満切捨て） 

１．平成20年3月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年4月1日 ～ 平成19年６月30日） 
(1) 連結経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

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

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

20年３月期第１四半期    337  15.7 10 △83.3 △2   ― △22   ― 

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

19年３月期 1,401   ― 348   ― 307   ― 343   ― 

 

 
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 

20年３月期第１四半期 △433  83   ―  ― 

19年３月期第１四半期 749  06    627  87 

19年３月期  7,130  16    6,110  82 

 
(2) 連結財政状態 

 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 

20年３月期第１四半期 4,197 3,259 77.1 61,235 83 

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

19年３月期 4,204 3,252 76.8 62,415 25 
 
 

(3)  連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 

20年３月期第１四半期 △360 △239 391 1,378 

19年３月期第１四半期 △115 △90 38 440 

19年３月期 △6 △724 1,710 1,587 

 

2．配当状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 
 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
19年３月期 ― ― ― ― ― 
20年３月期 ―    
20年３月期（予想）  ― ― 500 00 

500 00 

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭 

中 間 期 
通    期 

 785（27.2） 

1,905（36.0） 
 

120（△35.1） 
445 （27.9） 

100（△43.2） 

405 （31.9） 
 

55（△38.2）  

225（△34.4） 
 

1,041 06  
   4,258 86 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 

 
(2) 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 
 
(3) 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 
〔(注)詳細は、14 ページ「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」をご覧くださ

い。〕 
 

(4) 会計監査人の関与 
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。 

 
５．個別業績の概要（平成19年4月1日 ～ 平成19年６月30日） 
(1) 個別経営成績                           （％表示は対前年同四半期増減率） 

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

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

20年３月期第１四半期    323  10.7 12  △79.3 11 △81.8 △10     ― 

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

19年３月期 1,377   ― 351    ― 338    ― 373    ― 

 

 
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 

20年３月期第１四半期 △209  87   ―  ― 

19年３月期第１四半期 742  96    622  76 

19年３月期  7,750  53    6,642   50 
 
 
(2)  個別財政状態 

 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 

20年３月期第１四半期 4,232 3,295 77.5 62,049 67 

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

19年３月期 4,217 3,273 77.3 63,005 35 
 
 

２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭 
中 間 期 
通    期 

645（4.5） 

  1,565（13.7）

100（△46.8）

   390（11.1） 

95（△49.2）
380（12.4） 
 

55（△43.9） 
220（△41.0） 
 

1,041 06  
4,164 22 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   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。 

   また当社は平成20年３月期より、収益の計上基準として300万円以上の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に適用していた進行基準を、当第1四半期以降受注した案件から完了基準（分割検収

が可能な場合は検収基準）に変更いたしました。これにより、収益の計上時期が一部後倒しとなるため、従来の会計

処理方法で行った場合と比較して、中間期においては、連結、単体ともに、売上高、営業利益、経常利益、当期中間

純利益がそれぞれ135百万円、100百万円、100百万円、55百万円減少し、通期においては、売上高、営業利益、経常

利益、当期純利益がそれぞれ、連結業績について120百万円、90百万円、85百万円、50百万円減少し、個別業績につ

いて115百万円、85百万円、90百万円、50百万円減少いたします。ただし、総受注見込額においては変化なく、本減

少分が、そのまま平成21年3月期に計上される形となります。 

なお、現時点において業績予想を修正する予定はございません。業績予想に関する事項は３ページか
ら4ページの「３．業績予想に関する定性的情報等」を参照してください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．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、多数展開されてきています。 

このような中で当社グループは、企業サポート業務においては、シニア向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「麻布十八番」の展開、2007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、「金融」、「介護」、「エンタテイメント」等の分野における有力企業との共同商品開発等に取
り組み実績を残しました。 
以上の結果、業績は順調に推移し、前述の会計基準変更前の当第1四半期の連結業績において売上高424百万円、

経常利益82百万円、四半期純利益は40百万円の増収、増益を達成しております。 

なお、前述の会計基準変更の影響により、当第 1四半期の連結業績は売上高 337百万円、経常利益△2百万円、

四半期純利益は△22百万円となっておりますが、中間期に対しては予想通りの進捗であります。 
 

（参考） これまでの会計基準で算出した場合の当第1四半期の業績 
（％表示は、対前年同四半期増減率） 

1株当たり  
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

四半期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円   ％ 百万円  ％ 円  銭 

連  結 424  45.5 94 52.5 82   33.9 40 18.2    772.08 

個  別 409  40.5 97 56.4 95  55.5 51 53.8   996.03 

 

２．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4,197百万円となり、前連結会計年度末と比較して7百万円減少いたしました。主な理

由は、投資有価証券において194百万円増加したものの、現金及び預金が208百万円、繰延税金資産が21百万円、

減少したためであります。 

負債は、短期借入金が350百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が94百万円、未払法人税が255百万円の

減少したことにより938百万円となり、前連結会計年度末と比較して13百万円減少いたしました。 
 
３．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、海外に広がるシニアマーケットに対して布石を打つことにより、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、下半期に地上波TVを通して様々な分野における有力企業との共同商品開発

を予定（年間20商品程度）しており、これまで取り組んできた案件に加えて更なる売上拡大を積極的に進めてまい

ります。 

なお、投資業務についてはより一層注力して参りますが、現時点では平成19年3月期に発生した投資有価証券の売

却益318百万円のような特別利益は確実には見込めていないことから、業績見通しには含んでおりません。 

以上のことから通期の連結業績見通しは、売上高 1,905 百万円（前期比 36.0％増）、経常利益 405 百万円（前期比
31.9％増）、当期純利益 225百万円（前期比 34.4％減）を見込んでおります。また、通期の個別業績見通しは、売上高 
1,565百万円（前期比 13.7％増）、経常利益 380百万円（前期比 12.4％増）、当期純利益 220百万円（前期比 41.0％減）
を見込んでおります。 

   なお、当社は２ページの「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」に記載の通り平成20年3月期よ

り、収益の計上基準として300万円以上の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

に適用していた進行基準を、当第1四半期以降受注した案件から完了基準（分割検収が可能な場合は検収基準）に変

更いたしましたが、これにより収益の計上時期が一部後倒しとなるため、従来の会計処理方法で行った場合と比較し

て、通期において売上高、営業利益、経常利益、当期純利益がそれぞれ、連結業績について120百万円、90百万円、
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85百万円、50百万円減少し、個別業績について115百万円、85百万円、90百万円、50百万円減少いたします。ただし、

総受注見込額においては変化なく、本減少分が、そのまま平成21年3月期に計上される形となります。 

特に中間期においては、収益計上基準変更の影響がより顕著に現れることから、連結、単体ともに、売上高、営業

利益、経常利益、当期中間純利益がそれぞれ135百万円、100百万円、100百万円、55百万円減少しており、中間業

績予想は通期業績予想に比べ低くなっておりますが、従来の会計処理方法で算出した場合の業績予想（次頁表記載）

では、連結、個別ともに経常利益段階での増収増益（当期（中間）純利益は減益）を見込んでおります。 

 

（参考） これまでの会計基準で算出した場合の業績予想 

20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭 
中 間 期 
通    期 

 920（49.1） 

2,025（44.5） 
 

220（18.9） 

535（53.7） 
 

200（13.6） 

490（59.6） 
 

110（23.6）  

275（△19.8） 
 

2,082 11  
   5,205 28 

 

20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭 
中 間 期 
通    期 

780（ 26.4）
  1,680（ 22.0） 

    200（ 6.4） 
475（ 35.3） 
 

    195（ 4.3） 
470（ 39.1） 
 

110（ 12.2）
270（△27.6） 
 

2,082 11 
5,110 64 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 ５．四半期連結財務諸表 

（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18年６月30日現在) 

当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成19年６月30日現在) 

増減 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

(平成19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  440,943  1,378,308    1,587,113  

２ 受取手形及び売掛金  930,050  1,193,203    1,192,864  

３ たな卸資産  6,209  6,563    4,788  

４ 繰延税金資産  3,041  484    22,138  

５ その他  20,999  8,106    7,976  

  貸倒引当金  △1,859  △1,328    △1,561  

流動資産合計  1,399,385 73.1 2,585,338 61.6 1,185,952 84.7 2,813,319 66.9 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 建物及び構築物  57,469  57,920    57,920  

減価償却累計額  △5,516  △10,122    △9,025  

  51,952  47,798    48,895  

(2) 車両運搬具  269  269    269  

減価償却累計額  △67  △175    △160  

  201  93    108  

(2) 工具器具備品  39,573  42,664    40,815  

減価償却累計額  △15,917  △23,833    △21,909  

  23,655  18,830    18,905  

有形固定資産合計  75,810 3.9 66,722 1.6 △9,088 △12.0 67,908 1.6 

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウェア  16,854  40,386    42,856  

(2) その他  162  168    168  

無形固定資産合計  17,016 0.9 40,555 0.9 23,539 138.3 43,025 1.0 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 ※1 268,595  1,325,148    1,130,573  

(2) その他  157,458  180,095    149,834  

貸倒引当金  △3,486  △218    △218  

投資その他の資産合計  422,566 22.1 1,505,025 35.9 1,082,458 256.2 1,280,189 30.5 

固定資産合計  515,393 26.9 1,612,303 38.4 1,096,910 212.8 1,391,123 33.1 

資産合計  1,914,778 100.0 4,197,641 100.0 2,282,862 119.2 4,204,443 100.0 
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（単位：千円） 
前第１四半期 

連結会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成19年６月30日現在) 

増減 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

(平成19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  33,408  42,724    137,657 

2. 短期借入金  400,000  850,000    500,000 

3. 未払法人税等  25,314  3,158    258,601 

4. その他  33,744  42,343    55,743 

流動負債合計  492,467 25.7 938,225 22.4 445,758 90.5 952,003 22.6 

負債合計  492,467 25.7 938,225 22.4 445,758 90.5 952,003 22.6 

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本            

1. 資本金  624,118 32.6 1,419,872 33.8 795,753 127.5 1,399,115 33.3 

2. 資本剰余金  656,652 34.3 1,452,405 34.6 795,753 121.2 1,431,649 34.1 

3. 利益剰余金  141,539 7.4 428,671 10.2 287,131 202.9 451,301 10.7 

株主資本合計  1,422,311 74.3 3,300,949 78.6 1,878,638 132.1 3,282,067 78.1 

Ⅱ 評価・換算差額等            

1. その他有価証券評価

差額金 
 

― ― △67,023    △55,715 △1.3 

2. 為替換算調整勘定  ― ― 1,223    2,014 0.0 

評価・換算差額等合計  ― ― △65,799 △1.6 △65,799 ― △53,700 △1.3 

Ⅲ 新株予約権    ― ― 17,490 0.4 17,490 ― 14,888 0.4 

Ⅳ 少数株主持分    ― ― 6,775 0.2 6,775 ― 9,185 0.2 

純資産合計  1,422,311 74.3 3,259,415 77.6 1,837,104 129.2 3,252,440 77.4 

負債純資産合計  1,914,778 100.0 4,197,641 100.0 2,282,862 119.2 4,204,443 100.0 
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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18年４月１日 

  至 平成18年６月30日) 

当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19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18年４月１日 

至 平成19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  291,735 100.0 337,455 100.0 45,720 15.7 1,401,829 100.0 

Ⅱ 売上原価  123,009 42.2 200,435 59.4 77,426 62.9 609,438 43.5 

  売上総利益  168,726 57.8 137,019 40.6 △31,706 △18.8 792,390 56.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 106,524 36.5 126,643 37.5 20,119 19.0 443,825 31.6 

 営業利益  62,202 21.3 10,376 3.1 △51,825 △83.3 348,564 24.9 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息  0  454    906  

 ２ 受取配当金  3  350    130  

 ３ 雑収入  53  358    729  

   営業外収益計  56 0.0 1,163 0.3 1,106 1,950.6 1,766 0.1 

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息  368  861    2,777  

 ２ 持分法による投資損失  ―  12,651    32,993  

 ３ 新株発行費  400  ―    ―  

 ４ 株式交付費  ―  112    6,526  

 ５ その他  0  55    780  

   営業外費用計  769 0.3 13,680 4.0 12,911 1,678.2 43,077 3.1 

 経常利益又は経常損失

(△損失) 

 
61,489 21.1 △2,140 △0.6 △63,630 △103.5 307,253 21.9 

Ⅵ 特別利益          

１ 固定資産売却益  ―  ―    107  

２ 投資有価証券売却益  ―  ―    318,673  

   特別利益計  ― ― ― ― ― ― 318,781 22.7 

Ⅶ 特別損失          

１ 投資有価証券評価損  ―  ―    13,609  

２ 固定資産除却損 ※2 2,073  ―    2,073  

３ 固定資産売却損  ―  ―    0  

  特別損失計  2,073 0.7 ― ― △2,073 △100.0 15,683 1.1 

税金等調整前第１四半期

(当期)純利益又は純損失

(△損失)  

 

59,415 20.4 △2,140 △0.6 △61,556 △103.6 610,350 43.5 

 法人税、住民税及び事業税  23,936 8.2 1,297 0.4 △22,639 △94.6 288,786 20.6 

 法人税等調整額  1,411 0.5 21,601 6.4 20,189 1,430.2 △16,449 △1.2 

少数株主利益又は少数株

主損失(△利益) 

 
― ― 2,409 0.7 2,409 ― 5,814 0.4 

 第１四半期(当期)純利益

又は純損失(△損失) 

 
34,067 11.7 △22,629 △6.7 △56,696 △166.4 343,828 24.5 
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（３）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

 前第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） 

  

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(千円) 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(千円) 19,575 19,575 ― 39,150 39,150 

 第１四半期純利益(千円) ― ― 34,067 34,067 34,067 

当四半期の変動額合計(千円) 19,575 19,575 34,067 73,217 73,217 

平成18年６月30日残高(千円) 624,118 656,652 141,539 1,422,311 1,422,311 

 

 当第１四半期連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

株主資本 評価･換算差額等 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価･換算差

額等合計 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
1,399,115 1,431,649 451,301 3,282,067 △55,715 2,014 △53,700 

当四半期の変動額        

 新株の発行（千円） 20,756 20,756 ― 41,512 ― ― ― 

第１四半期純損失（千円） ― ― △22,629 △22,629 ― ― ― 

株主資本以外の項目の当四

半期連結会計期間中の変動

額（純額）（千円） 

― ― ― ― △11,307 -791 △12,099 

当四半期の変動額合計（千円） 20,756 20,756 △22,629 18,882 △11,307 -791 △12,099 

平成19年６月30日残高 

（千円） 
1,419,872 1,452,405 428,671 3,300,949 △67,023 1,223 △65,799 

 

 新株予約権 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
14,888 9,185 3,252,440 

当四半期の変動額    

 新株の発行（千円） ― ― 41,512 

第１四半期純利益（千円） ― ― △22,629 

株主資本以外の項目の当四

半期連結会計期間中の変動

額（純額）（千円） 

2,601 △2,409 △11,907 

当四半期の変動額合計（千円） 2,601 △2,409 6,975 

平成19年６月30日残高 

（千円） 
17,490 6,775 3,259,415 
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 前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

株主資本 評価･換算差額等 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価･換算差

額等合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
604,543 637,077 107,472 1,349,093 ― ― ― 

当連結会計年度中の変動額        

 新株の発行（千円） 794,572 794,572 ― 1,589,144 ― ― ― 

当期純利益（千円） ― ― 343,828 343,828 ― ― ― 

株主資本以外の項目の当

連結会計年度中の変動額

（純額）（千円） 

― ― ― ― △55,715 2,014 △53,700 

当連結会計年度中の変動額

合計（千円） 
794,572 794,572 343,828 1,932,973 △55,715 2,014 △53,700 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
1,399,115 1,431,649 451,301 3,282,067 △55,715 2,014 △53,700 

 

 新株予約権 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
― ― 1,349,093 

当連結会計年度中の変動額    

 新株の発行（千円） ― ― 1,589,144 

当期純利益（千円） ― ― 343,828 

株主資本以外の項目の当

連結会計年度中の変動額

（純額）（千円） 

14,888 9,185 △29,626 

当連結会計年度中の変動額

合計（千円） 
14,888 9,185 1,903,346 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
14,888 9,185 3,252,440 
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前第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) 

当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19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18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 
区分 

注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  59,415 △2,140 610,350 

減価償却費  5,170 5,605 22,311 

貸倒引当金の増加額  5,346 △233 1,780 

受取利息及び配当金  △3 △804 △1,036 

支払利息  368 861 2,777 

新株発行費  400 ― ― 

株式交付費  ― 112 6,526 

持分法による投資損失  ― 12,651 32,993 

投資有価証券評価損  ― ― 13,609 

投資有価証券売却益  ― ― △318,673 

有形固定資産除却損  2,073 ― 2,073 

有形固定資産売却益  ― ― △107 

売上債権の増加額  △105,773 △339 △368,587 

たな卸資産の増減額(増加△)  630 △1,775 2,052 

その他の流動資産の増減額(増加△)  △697 41 △306 

仕入債務の増減額(減少△)  1,088 △94,933 105,337 

未払消費税等の減少額  △9,544 △6,126 △3,908 

その他の流動負債の増減額(減少△)  6,195 △13,764 26,000 

その他  △12,932 △9,849 △32,912 

小計  △48,261 △110,695 100,281 

利息及び配当金の受取額  3 804 1,036 

利息の支払額  △630 △1,033 △3,111 

法人税等の支払額  △66,263 △250,024 △104,992 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △115,152 △360,948 △6,785 

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 △1,848 △26,860 

有形固定資産の売却による収入  ― ― 142 

無形固定資産の取得による支出  △961 △100 △32,518 

投資有価証券の取得による支出  △66,815 △227,308 △1,026,009 

投資有価証券の売却による収入  ― ― 343,658 

敷金保証金の差入れによる支出  ― △10,000 － 

敷金保証金の返還による収入  20 ― 16,977 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △90,890 △239,256 △724,609 

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  400,000 850,000 2,150,000 

短期借入金の返済による支出  △400,000 △500,000 △2,050,000 

株式の発行による収入  38,750 41,399 1,582,617 

新株予約権の発行による収入  ― ― 12,655 

少数株主の払込による収入  ― ― 15,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  38,750 391,399 1,710,273 

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(減少△)  △167,293 △208,805 978,877 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  608,236 1,587,113 608,236 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末 
（期末）残高 

※1 440,943 1,378,308 1,587,113 
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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18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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  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  ３社 
 ②連結子会社の名称 
  ㈱アンチエイジングオーソ
リティ、㈱シニアダイレク
ト、㈱シニアインベストメ
ント 

    

すべての子会社を連結してお
ります。 
 ①連結子会社の数  ３社 
 ②連結子会社の名称 

  ㈱アンチエイジングオーソ

リティ、㈱シニアダイレクト、

㈱シニアインベストメント 
  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、当連結会
計年度より、連結子会社から
除外されました。㈱シニアダ
イレクト及び㈱シニアインベ
ストメントは当連結会計年度
中に新たに設立されたことに
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 
㈱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 & ssociates, 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 
２社及び１投資事業組合 

②関連会社の名称 
㈱シニアエージェント、シ
ニアパートナーズ㈱、シニア
ビジネス応援ファンド 
 

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 
シニアパートナーズ㈱の第
１四半期決算期は9月であり、
当社と一致しておらず、当社
決算日より3ヶ月前の財務諸
表により、持分法を適用して
おります。 

① 持分法を適用した関連会社数 
  ２社及び１投資事業組合 
② 関連会社の名称 

㈱シニアエージェント、シニ

アパートナーズ㈱、シニアビジ

ネス応援ファンド 

なお、㈱シニアエージェン

ト及びシニアパートナーズ㈱

は当連結会計年度中に新たに

設立されたことにより関連会

社となりました。また、シニ

アビジネス応援ファンドは、

当連結会計年度中に新規に組

成されたことにより持分法の

適用対象といたしました。 

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、当社決算日より3ヶ月前の
財務諸表により、持分法を適
用しております。 

３ 連結子会社
の第１四半
期 決 算 日
（ 事 業 年
度）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。 
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項目 
前第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) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

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  
   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）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 
 

 
 

 ②たな卸資産 
 ａ商品、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 
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 ３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 
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 

―― 

（3）重要な繰延資産の処理方法 
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。 

（3）重要な繰延資産の処理方法 
新株発行費 

―― 
 
株式交付費 

    同左 
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項目 
前第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) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基
準に関する
事項 

（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 
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 
  同左 
 
 
 
 
 
 
(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 
  同左 
 
 
 
 
 
 
(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 
  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、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 
  完了基準（分割検収が可能
な場合は検収基準）を適用し
ております。 
 
 
 
 
(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 

(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、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 のれん及び
負ののれん
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、のれんは発生してお
りません。 
 

当連結会計年度において、
のれんは発生しておりません。 

７ 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。 
 

 
――― 

 

――― 

８ 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。 

同左 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。 

 



 14 

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18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（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。 
 

 
―――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当連結会計年度より「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3,228,366千円であり

ます。 

なお、連結財務諸表規則の改正によ  

り、当連結会計年度における連結財務

諸表については、改正後の連結財務諸

表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。 

 

―――― 
（ストック・オプション等に関する会

計基準）  

当連結会計年度より「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。 

この変更により、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益の金額

が、従来の方法に比較して2,233千円減

少しております。 

（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。 

 

―――― 
（役員賞与に関する会計基準）  

当連結会計年度より「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。 

 
―――― 

 

―――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度より「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 最終改正平成18年12

月22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。 
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前第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) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 
―――― 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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19号）を適用

しております。 

 前第１四半期連結会計期間において

営業外費用の内訳として表示していた

「新株発行費」は、当第１四半期連結会

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。 

前第１四半期連結会計期間において

営業活動によるキャッシュ・フローの

内訳として表示していた「新株発行費」

は、当第１四半期連結会計期間より「株

式交付費」として表示する方法に変更

しております。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当連結会計年度より、「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19号）を適用しておりま

す。 

 前連結会計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、当連結会計年度より「株式交

付費」として表示する方法に変更して

おります。 

前連結会計年度において営業活動に

よるキャッシュ・フローの内訳として

表示していた「新株発行費」は、当連

結会計年度より「株式交付費」として

表示する方法に変更しております。 

 
―――― 

（固定資産の減価償却の方法） 

当第１四半期連結会計期間より「所得

税法等の一部を改正する法律（平成19

年法律第６号）」、「法人税法施行令の一

部を改正する政令（平成19年政令第83

号）」及び「減価償却資産の耐用年数等

に関する省令の一部を改正する省令

（平成19年財務省令第21号）が平成19

年４月１日から施行されたことにより、

固定資産の減価償却の方法を変更して

おります。 

なお、この変更による当第１四半期

連結会計期間への影響は軽微でありま

す。 

 

―――― 

 
―――― 

（収益及び費用の計上基準） 

当第１四半期連結会計期間より、収益

の計上基準として300万円以上のコン

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に適用

していた進行基準を、当第１四半期連

結会計期間より受注した案件から完了

基準（分割検収が可能な場合は検収基

準）に変更いたしました。この変更は、

当社の業容拡大に伴って受注単価が上

昇するとともにプロジェクト期間が長

期化しているため、収益計上額の算出

において不確定要素の占める割合が従

来より大きくなってきており、すべて

の案件を原則完了基準（分割検収が可

能なものは検収基準）とすることで、

費用収益の対応を確保しつつより客観

的な収益の計上基準とするものであり

ます。この変更に伴い、従来の方法に

比べ、売上高は86百万円、売上総利益、

営業利益、経常損失、税金等調整前第1

四半期純損失は84百万円減少しており

ます。 

 
―――― 
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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18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(平成19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）66,815千円 

 

 

※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）   37,457千円 

 投資有価証券（その他の有価証券） 

485,270千円 

 

※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）   46,394千円 

 投資有価証券（その他の有価証券） 

488,736千円 
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(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18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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   22,190千円 

     給料手当   16,845千円 

     支払手数料  24,492千円 

     貸倒引当金繰入 5,346千円 

※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   22,740千円 

     給料手当   31,015千円 

     支払手数料  24,044千円 

     

※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   90,343千円 

     給料手当   94,616千円 

     支払手数料  75,785千円 

     減価償却費   12,468千円 

貸倒引当金繰入 1,775千円 

※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 

      

※２  ――― 

       

 

※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 
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 

前第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 

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 

 

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
期間末 

当第１四半
期連結会計
期間末残高
（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。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

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 51,724 1,107 ― 52,831 

（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     1,107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
期間末 

当第１四半

期連結会計

期間末残高 
（千円） 

第１回新株予約権(注)1,3 普通株式 4,176 ― 936 3,240 ― 

第３回新株予約権(注)3 普通株式 126 ― ― 126 ― 

第４回新株予約権(注)3 普通株式 39 ― ― 39 ― 

第５回新株予約権(注)1,3 普通株式 4,590 ― 183 4,407 ― 
第６回新株予約権(注)1 普通株式 242 ― 45 197 4,467 

第７回新株予約権(注)3 普通株式 180 ― ― 180 12,655 

第８回新株予約権(注)1,2 普通株式 ― 72 5 67 367 

合計 ― 9,353 72 1,169 8,256 17,490 

（注）1 減少は、新株予約権の行使のほか、従業員の退職にともなう失効によるものであります。 

2 第８回の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

3 第１回から第５回まで及び第７回の新株予約権は全て権利行使可能なものであります。 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 14,986 36,738 ― 51,724 

（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。 

  株式の分割による増加        29,972株 

  新株予約権の行使による増加     1,245株 

  公募増資に伴う新株発行による増加  5,000株 

  第三者割当増資による増加       521株 

 

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 
当連結会計
年度末 

当連結会計 
年度末残高 
（千円） 

第 1回新株予約権 普通株式 1,776 3,552 1,152 4,176 ― 

第 2回新株予約権 普通株式 16 32 48 ― ― 

第 3回新株予約権 普通株式 97 194 165 126 ― 

第 4回新株予約権 普通株式 21 42 24 39 ― 

第 5回新株予約権 普通株式 1,560 3,120 90 4,590 ― 
第６回新株予約権 普通株式 ― 242 ― 242 2,233 

第７回新株予約権 普通株式 ― 180 ― 180 12,655 

合計 ― 3,470 7,362 1,479 9,353 14,888 

（注）1 第1回から第5回までの増加は、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たことに 

よるものであります。 

2 第1回から第5回までの減少は、新株予約権の行使のほか、従業員の退職にともなう失効によるものであり

ます。 

3 第6回及び第7回の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

4 第1回から第4回までの新株予約権は全て権利行使可能なものであります。 
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 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第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) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期

連結会計期間末残高と第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第１四半期

連結会計期間末残高と第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19年６月30日現在） 

 現金及び預金勘定   1,378,308千円 

 現金及び現金同等物 1,378,308千円 

※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19年３月31日現在） 

 現金及び預金勘定  1,587,113千円 

 現金及び現金同等物 1,587,113千円 

 

(リース取引関係) 

前第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) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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) 

１ 時価のある有価証券 

前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

取得原価 

四半期連結

貸借対照表

計上額 

差額 取得原価 

四半期連結

貸借対照表

計上額 

差額 取得原価 
連結貸借対

照表計上額 
差額 

区分 

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

その他有価証券          

 ① 株式 ― ― ― 290,868 170,640 △120,228 290,868 200,930 △89,938 

 ② 債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 ③ その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― 290,868 170,640 △120,228 290,868 200,930 △89,938 

 
２ 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18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19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 268,595 631,785 394,502 

合計 268,595 631,785 394,502 

子会社及び関連会社

株式 
                                                   

関連会社株式 ― 37,457 46,394 

投資事業有限責任

組合出資金 
― 485,270 488,736 

合計 ― 522,727 535,131 
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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。 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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18年４月１日 至 平成19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。 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)  

１．当該第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費        2,601千円 
 

２．ストック・オプションの内容及び規模 

当第 1四半期連結会計期間において付与したストック･オプションは、以下のとおりであります。 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成19年５月22日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員13名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 72株 

付与日 平成19年５月22日 

権利確定条件 

新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役、

監査役、従業員または顧問の地位にあることを要するもの

とする。ただし、当社取締役会において承認を得た場合に

はこの限りではない。 

この他、新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約

権割当契約に定めるところによる。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

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 

権利行使価格（円） 157,950 

付与日における公正な評価単価（円） ― 
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（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。 

    

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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18年４月１日 至 平成19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。 

 

当第1四半期連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19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18年４月１日 至 平成19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。 

 

当第1四半期連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19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18年４月１日 至 平成19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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(企業結合等関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)  

該当事項ありません。    

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)  

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引

の概要 

（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

① 結合企業 

 名称  株式会社シニアコミュニケーション 

事業の内容  シニアマーケットに関する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 

② 被結合企業 

  名称  株式会社マチュア（当社100％子会社） 

事業の内容  シニア向けクリエイティブ制作、プロモーション実施 

（２）企業結合の法的形式 

株式会社シニアコミュニケーションを存続会社、株式会社マチュアを消滅会社とする吸収合併。 

 （３） 結合後企業の名称 

株式会社シニアコミュニケーション 

（４）取引の目的を含む取引の概要 

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ことを目的としたものです。 

 

２．実施した会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準における共通支配下の取引として処理しております。 
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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18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 30,918円46銭 61,235円83銭 62,415円25銭 

１株当たり第１四半期
(当期)純利益又は損失
（△損失）      

749円06銭 △433円83銭 7,130円16銭 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期(当期)

純利益 

627円87銭 １株当たり当期純損失

が計上されているため、記

載を省略しております。 

 6,110円82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。 

――― 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株当たり当期
純利益 

445円69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
非上場かつ非
登録のため期中
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 

 

  

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 
30,007円87銭 

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)算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前第１四半期 
連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当第１四半期 
連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額 (千円) ─ 3,259,415 3,252,440 

普通株式に係る純資産額 (千円) ─ 3,235,150 3,228,366 

差額の主な内訳 (千円) 

 新株予約権 

 少数株主持分 

 

─ 

─ 

 

17,490 

6,775 

 

14,888 

9,185 

普通株式の発行済株式数(株) ─ 52,831 51,724 

普通株式の自己株式数(株) ─ ─ ─ 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数(株) 
─ 52,831 51,724 
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２ １株当たり四半期（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益 

項目 
前第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) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり第１四半期（当
期）純利益又は純損失 

   

第１四半期（当期）純利益
又は純損失（△損失） 
(千円) 

34,067 △22,629 343,828 

普通株式に係る第１四半
期（当期）純利益又は純損
失（△損失）(千円) 

34,067 △22,629 343,828 

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式
数(株) 

45,480 52,163 48,222 

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 ― 8,044 

（うち新株予約権(株)） (8,777) (―) （8,044）

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 

 
――― 

第１回から第８回までの新
株予約権 
 （新株予約権の目的となる
株式の数 8,256株） 

第６回新株予約権 242株 

第７回新株予約権 180株 
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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18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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19年５月22日開催の

取締役会において、当社の従業員に

対して新株予約権を無償で発行す

ることを決議し発行しております。 

新株予約権の内容は次のとおり

であります。 

 

(1)発行日 

  平成19年５月22日 

(2)新株予約権の目的たる株式の種

類および数 

普通株式 72株 

(3)発行する新株予約権の総数 

72個 

(4)新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとする。 

(5)新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額 

  １株につき157,950円 

(6)新株の発行価額中資本に組入れ

ない額 
１株につき78,975円 

(7)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 
(8)新株予約権の割当対象者数 
    当社従業員 13名 
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６．四半期財務諸表 

（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18年６月30日現在) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日現在) 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19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  403,133  1,301,551    1,497,227  

2. 受取手形  1,575  ―    ―  

3. 売掛金  928,475  1,188,781    1,189,335  

4. たな卸資産  6,386  6,605    4,831  

5. その他  23,967  10,340    31,660  

     貸倒引当金  △1,859  △1,328    △1,561  

流動資産合計  1,361,678 71.0 2,505,950 59.2 1,144,272 84.0 2,721,492 64.5 

Ⅱ. 固定資産          

1. 有形固定資産   ※1 75,810 4.0 66,604 1.6 △9,205 △12.1 67,778 1.6 

2. 無形固定資産    17,016 0.9 40,457 0.9 23,441 137.8 43,019 1.0 

3. 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券  268,595  802,421    595,432  

(2) 関係会社株式  106,815  151,815    151,815  

(3) 出資金  ―  485,270    488,746  

(3) その他  90,643  180,095    149,834  

   貸倒引当金  △3,486  △218    △218  

投資その他の資産合計  462,566 24.1 1,619,384 38.3 1,156,817 250.1 1,385,610 32.9 

固定資産合計  555,393 29.0 1,726,446 40.8 1,171,053 210.9 1,496,407 35.5 

  資産合計  1,917,071 100.0 4,232,397 100.0 2,315,326 120.8 4,217,900 100.0 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
（単位：千円） 

前第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日現在) 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19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  33,408  43,972    135,874  

2. 短期借入金  400,000  850,000    500,000  

3. その他 ※2 59,007  42,788    308,249  

流動負債合計  492,416 25.7 936,761 22.1 444,345 90.2 944,123 22.4 

負債合計  492,416 25.7 936,761 22.1 444,345 90.2 944,123 22.4 

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本            

1. 資本金  624,118 32.6 1,419,872 33.6 795,753 127.5 1,399,115 33.2 

2. 資本剰余金          

(1) 資本準備金  656,652  1,452,405    1,431,649  

資本剰余金合計  656,652 34.2 1,452,405 34.3 795,753 121.2 1,431,649 33.9 

3. 利益剰余金          

(1)その他利益剰余金          

  繰越利益剰余金  143,884  472,890    483,838  

利益剰余金合計  143,884 7.5 472,890 11.2 329,006 228.7 483,838 11.5 

株主資本合計  1,424,655 74.3 3,345,169 79.1 1,920,513 134.8 3,314,604 78.6 

Ⅱ 評価･換算差額等            

1. その他有価証券評価 

差額金 

 
―  △67,023  △67,023 ― △55,715  

評価･換算差額等合計  ― ― △67,023 △1.6 △67,023 ― △55,715 △1.3 

Ⅲ 新株予約権    ― ― 17,490 0.4 17,490 ― 14,888 0.3 

純資産合計  1,424,655 74.3 3,295,636 77.9 1,870,980 131.3 3,273,777 77.6 

負債及び純資産合計  1,917,071 100.0 4,232,397 100.0 2,315,326 120.8 4,217,900 100.0 
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 （２）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

前第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) 

当第1四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日) 

増減 

（参考）前事業年度 

の要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19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  291,735 100.0 323,045 100.0 31,310 10.7 1,377,184 100.0 

Ⅱ 売上原価  123,009 42.2 199,530 61.8 76,521 62.2 608,840 44.2 

 売上総利益  168,726 57.8 123,515 38.2 △45,210 △26.8 768,344 55.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  106,461 36.5 110,628 34.2 4,166 3.9 417,234 30.3 

 営業利益  62,264 21.3 12,887 4.0 △49,377 △79.3 351,110 25.5 

Ⅳ 営業外収益 ※1 56 0.0 3,874 1.2 3,817 6,730.8 7,790 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※2 768 0.3 5,535 1.7 4,766 620.0 19,955 1.5 

 経常利益  61,552 21.1 11,225 3.5 △50,326 △81.8 338,946 24.6 

Ⅵ 特別利益  ― ― ― ― ― ― 318,781 23.2 

Ⅶ 特別損失 ※3 2,459 0.8 ― ― △2,459 △100.0 16,069 1.2 

税引前第１四半期(当期)

純利益  

 
59,093 20.3 11,225 3.5 △47,867 △81.0 641,657 46.6 

 法人税、住民税及び事業税  23,891 8.2 572 0.2 △23,319 △97.6 284,419 20.7 

 法人税等調整額  1,411 0.5 21,600 6.7 20,189 1,430.2 △16,505 △1.2 

 第１四半期(当期)純利益

又は純損失(△損失) 

 
33,789 11.6 △10,947 △3.4 △44,737 △132.4 373,744 27.1 
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 （３）四半期株主資本等変動計算書 

 前第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） 

  

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(千円) 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(千円) 19,575 19,575 19,575 ― ― 39,150 39,150 

 剰余金の配当(千円) ― ― ― ― ― ― ― 

 第１四半期純利益(千円) ― ― ― 33,789 33,789 33,789 33,789 

株主資本以外の項目の当四

半期の変動額（純額）(千円) 
― ― ― ― ― ― ― 

平成18年６月30日残高(千円) 624,118 656,652 656,652 143,884 143,884 1,424,655 1,424,655 

 

 当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

  

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 

平成19年３月31日残高(千円) 1,399,115 1,431,649 1,431,649 483,838 483,838 3,314,604 

当四半期の変動額       

 新株の発行(千円) 20,756 20,756 20,756 ― ― 41,512 

 剰余金の配当(千円) ― ― ― ― ― ― 

 第１四半期純損失(千円) ― ― ― △10,947 △10,947 △10,947 

株主資本以外の項目の当四半

期の変動額（純額）(千円) 
― ― ― ― ― ― 

平成19年６月30日残高(千円) 1,419,872 1,452,405 1,452,405 472,890 472,890 3,345,169 

 

評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算差

額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △55,715 △55,715 14,888 3,273,777 

当四半期の変動額     

 新株の発行(千円) ― ― ― 41,512 

 剰余金の配当(千円) ― ― ― ― 

 第１四半期純損失(千円) ― ― ― △10,947 

株主資本以外の項目の当四半

期の変動額（純額）(千円) 
△11,307 △11,307 2,601 △8,705 

平成19年６月30日残高(千円) △67,023 △67,023 17,490 3,295,636 
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前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  

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 

平成18年３月31日残高(千円) 604,543 637,077 637,077 110,094 110,094 1,351,715 

当期の変動額       

 新株の発行(千円) 794,572 794,572 794,572 ― ― 1,589,144 

 剰余金の配当(千円) ― ― ― ― ― ― 

 当期純利益(千円) ― ― ― 373,744 373,744 373,744 

株主資本以外の項目の当期の

変動額（純額）(千円) 
― ― ― ― ― ― 

平成19年３月31日残高(千円) 1,399,115 1,431,649 1,431,649 483,838 483,838 3,314,604 

 

評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額

等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) ― ― ― 1,351,715 

当期の変動額     

 新株の発行(千円) ― ― ― 1,589,144 

 剰余金の配当(千円) ― ― ― ― 

 当期純利益(千円) ― ― ― 373,744 

株主資本以外の項目の当期の

変動額（純額）(千円) 
△55,715 △55,715 14,888 △40,827 

平成19年３月31日残高(千円) △55,715 △55,715 14,888 3,273,777 
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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18年４月 １日 

自 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

自 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

自 平成19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 

 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 

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年～18年 

  車両運搬具     ３年 

  工具器具備品 4年～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年～18年 

  車両運搬具     ３年 

  工具器具備品 3年～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。 

(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。 

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 

  ――― 

 

株式交付費 

同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

自 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

自 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

自 平成19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。 

貸倒引当金 

  同左 

貸倒引当金 

  同左 

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。 

 完了基準（分割検収が可能な

場合は検収基準）を適用してお

ります。 

 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。 

 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 

 
 
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18年４月 １日 

自 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

自 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

自 平成19年３月31日） 

（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。 
 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当期より「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3,258,888千円であり

ます。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当期における財務諸表については、改

正後の財務諸表等規則により作成して

おります。 
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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18年４月 １日 

自 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

自 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

自 平成19年３月31日） 

（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 最終改

正 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。 

 

―――― 
（ストック・オプション等に関する会

計基準）  

当期より「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 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。 

この変更により、営業利益、経常利

益及び当期純利益の金額が、従来の方

法に比較して2,233千円減少しており

ます。 

（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。 

 

―――― 
（役員賞与に関する会計基準）  

当期より「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。 

 
―――― 

 

―――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

当期より「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 最終改正平成18年12

月22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） 

 当第１四半期より、「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19号）を適用しております。 

 前期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

期より「株式交付費」として表示する

方法に変更しております。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当期より、「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19号）を適用しております。 

 前期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

期より「株式交付費」として表示する

方法に変更しております。 

 
―――― 

（固定資産の減価償却の方法） 

当第１四半期より「所得税法等の一

部を改正する法律（平成19年法律第６

号）」、「法人税法施行令の一部を改正す

る政令（平成19年政令第83号）」及び「減

価償却資産の耐用年数等に関する省令

の一部を改正する省令（平成19年財務

省令第21号）が平成19年４月１日から

施行されたことにより、固定資産の減

価償却の方法を変更しております。 

なお、この変更による当事業年度へ

の影響は軽微であります。 

―――― 

―――― （収益及び費用の計上基準） 

当第１四半期より、収益の計上基準と

して300万円以上のコンサルティング関

―――― 
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連プロジェクト及びプロモーション関

連プロジェクトに適用していた進行基

準を、当第１四半期より受注した案件

から完了基準（分割検収が可能な場合

は検収基準）に変更いたしました。こ

の変更は、当社の業容拡大に伴って受

注単価が上昇するとともにプロジェク

ト期間が長期化しているため、収益計

上額の算出において不確定要素の占め

る割合が従来より大きくなってきてお

り、すべての案件を原則完了基準（分

割検収が可能なものは検収基準）とす

ることで、費用収益の対応を確保しつ

つより客観的な収益の計上基準とする

ものであります。この変更に伴い、従

来の方法に比べ、売上高は86百万円、

売上総利益、営業利益、経常損失、税

金等調整前第1四半期純損失は84百万

円減少しております。 
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（表示方法の変更） 

前第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日現在) 

 
―――― 

(四半期貸借対照表) 
投資その他の資産 
従来、投資その他の資産の「その他」に含めて表示して
いた「出資金」は、総資産の100分の5を超過したため、当
第１四半期会計期間より区分掲記することといたしまし
た。なお、前第１四半期会計期間において投資その他の資
産の「その他」に含めていた出資金の金額は10千円であり
ます。 
 

 

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18年６月30日現在) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日現在) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日現在) 

※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      34,086千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累 

計額      31,064千円 

※２ 消費税等の取扱 

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 

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18年４月 １日 

  自 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

  自 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

  自 平成19年３月31日） 

※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 

受取利息 454千円

業務受託料 2,711千円

雑収入 358千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 860千円

業務受託料 6,139千円

雑収入 660千円
 

※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 861千円

匿名組合損失 4,505千円

株式交付費 112千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2,777千円 

匿名組合損失 10,558千円 

株式交付費 6,526千円 
 

※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 ――― 

 
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損 13,609千円 

固定資産除却損 2,073千円 
 

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 3,022千円

無形固定資産 2,561千円
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,975千円 

無形固定資産 7,304千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 
当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     該当事項はありません。 
 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     該当事項はありません。 
 
(リース取引関係) 

前第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。 

 

当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19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18年４月１日 至平成19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。 

 

当第１四半期会計期間末（平成19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（自平成18年４月１日 至平成19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。 
 
(企業結合等関係) 

当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

四半期連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。 

      
前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。 
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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18年４月 １日 

  自 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

  自 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

  自 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 30,969円42銭 62,049円67銭 63,005円35銭 

１株当たり第１四半期
(当期)純利益又は損失
（△損失）     

742円96銭 △209円87銭 7,750円53銭 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期(当期)

純利益 

622円76銭 １株当たり当期純損失が計

上されているため、記載を省

略しております。 

6,642円50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。 

 
――― 

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株当たり当期
純利益 

394円69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 

 

 
 

 

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 
30,066円19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 

1,815円24銭 
 

 

(注) 算定上の基礎  

１ １株当たり純資産額 

項目 
前第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日現在) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日現在) 

純資産の部の合計額 (千円) ─ 3,295,636 3,273,777 

普通株式に係る純資産額 (千円) ─ 3,278,146 3,258,888 

差額の主な内訳 (千円) 

 新株予約権  

 

─ 

 

17,490 

 

14,888 

普通株式の発行済株式数(株) ─ 52,831 51,724 

普通株式の自己株式数(株) ─ ─ ─ 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数(株) 
─ 52,831 51,724 

 
 
 
 

 

 



 39 

２ １株当たり四半期（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 

 

項目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

  自 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

  自 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

  自 平成19年３月31日） 
１株当たり第１四半期（当
期）純利益又は純損失 

   

第１四半期（当期）純利益
又は純損失（△損失） 
(千円) 

33,789 △10,947 373,744 

普通株式に係る第１四半
期（当期）純利益又は純損
失（△損失）(千円) 

33,789 △10,947 373,744 

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式
数(株) 

45,480 52,163 48,222 

潜在株式調整後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
調整額（千円） 

― ― ― 

普通株式増加数（株） 8,777 ― 8,044 

（うち新株予約権(株)） (8,777) (―) （8,044） 

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 

――― 
 

第１回から第８回までの新
株予約権 
（新株予約権の目的となる
株式の数 8,256株） 

第６回新株予約権 242株 

第７回新株予約権 180株 
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(重要な後発事象) 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

  自 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月 １日 

  自 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

  自 平成19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19年５月22日開催の

取締役会において、当社の従業員に

対して新株予約権を無償で発行す

ることを決議し発行しております。 

新株予約権の内容は次のとおり

であります。 

 

(1)発行日 

  平成19年５月22日 

(2)新株予約権の目的たる株式の種

類および数 

普通株式 72株 

(3)発行する新株予約権の総数 

72個 

(4)新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとする。 

(5)新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額 

  １株につき157,950円 

(6)新株の発行価額中資本に組入れ

ない額 
１株につき78,975円 

(7)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 
(8)新株予約権の割当対象者数 
    当社従業員 13名 
       

 

 

 


