
平成19年11月15日 
 
各 位 
 

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） 

本社所在地 東京都港区赤坂8-1-19 

日本生命赤坂ビル7階 

代 表 者 代表取締役社長 山 崎 伸 治 

問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 馬 谷 尚 利 

 TEL（03）5414-6870（代表） 

 
 

中間業績予想の修正に関するお知らせ 
 
 
 平成 19年 10月 2日付「投資有価証券評価損の計上に関するお知らせ」にて公表いたしまし
た、当社が保有する株式会社 GABA株式の減損処理による投資有価証券評価損の計上に伴い、
取りまとめ中でございました平成 20年 3月期中間期（平成 19年 4月 1日～平成 19年 9月 30
日）の業績予想について、平成 19年 5月 22日付「平成 19年 3月期決算短信」にて発表いたし
ました業績予想を下記の通り修正いたします。なお、通期業績予想については現時点において修

正いたしませんが、今後修正を行う必要があると判断した場合は速やかに開示いたします。 
 
 
（1）平成20年3月期 中間業績予想数値の修正（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 
 
【連結】                              （単位：百万円、％） 

  売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

今回修正予想（A） 753 104 82 -9 

前中間期（平成19年3月

期中間期）実績※ 
617 185 176 89 

対前期比率 122.1% 56.7% 46.4% - 

前回発表予想（B） 785 120 100 55 

増減額（A-B） -32 -16 -18 -64 

増減率 -4.0% -12.6% -17.8% -116.9% 

 
※当社は平成20年3月期から会計処理の変更を行っており、当中間期と前中間期では会計処理
の方法が異なっております。詳しくは下記（3）注記事項をご参照ください。 
 
 
 
 
 



 
【個別】                              （単位：百万円、％） 

  売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

今回修正予想（A） 728 111 108 -12 

前中間期（平成19年3月

期中間期）実績※ 
617 188 187 98 

対前期比率 118.0% 59.0% 57.9% - 

前回発表予想（B） 645 100 95 55 

増減額（A-B） 83 11 13 -67 

増減率 12.9% 11.2% 14.3% -123.2% 

 
※当社は平成20年3月期から会計処理の変更を行っており、当中間期と前中間期では会計処理
の方法が異なっております。詳しくは下記（3）注記事項をご参照ください。 
 

 

 

（2） 業績予想修正の理由 
個別業績については、順調に推移したことから、売上高、営業利益、経常利益ともに前回発
表予想を上回る見込みとなっております。 
連結業績については、当社子会社であるシニアダイレクトにおいて見込んでいた受注が一部
後倒しとなったため、売上高は前回発表予想を下回る見込みとなっており、営業利益、経常利
益についても、プロジェクト採算の効率性向上効果があったものの、完了基準における原価発
生時期を保守的に考えたことによる原価の積み増しが影響し、前回発表予想を下回る見込みと
なっております。 
尚、中間純利益については、平成 19年 10 月 2 日付「投資有価証券評価損の計上に関する
お知らせ」にて公表いたしました、当社が保有する株式会社 GABA 株式の減損処理による投
資有価証券評価損 119百万円計上の影響を受け、個別・連結業績ともに、前回発表予想を下回
る見込みです。 

 

 

（3）注記事項 

平成19年5月22日付「平成19年3月期決算短信」にて公表しました通り、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、当中間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。進行基準については、完了基準

と比較して、理論的には費用と収益がより厳密に対応するという点が優れておりますが、当社

におきましては、業容の拡大に伴う受注単価の上昇とともにプロジェクト期間が長期化してい

たため、収益の計上金額を算出する際に用いるプロジェクト予定原価について、不確定要素の

占める割合が従来よりも大きくなってきておりました。このためすべての案件の収益の計上基

準を原則完了基準とするものの、分割検収が可能な場合は検収基準とすることで、費用と収益

の対応を確保しつつ、より客観的な収益の計上基準としたものであります。 



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、当中間期において連結業績、個別業績ともに売上高が130百万円、営業利益、経常

利益が128百万円、中間純利益が76百万円減少いたしております。ただし、総受注見込額にお

いては変化なく、本減少分が、そのまま当中間期以降に計上される形となります。 

以下参考として、これまでの会計処理の方法で算出した当中間期の業績予想（平成 19年 3

月期決算短信にて開示した従来の会計処理による当中間期の業績予想）の修正を記載いたしま

す。 

 

【連結】                             （単位：百万円、％） 

  売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

今回修正予想（A） 884 233 210 67 

前中間期（平成19年3月

期中間期）実績 
617 185 176 89 

対前期比率 143.2% 126.3% 119.2% 75.0% 

前回発表予想（B） 920 220 200 110 

増減額（A-B） -36 13 10 -43 

増減率 -3.9% 6.2% 5.5% -39.0% 

 
 
【個別】                              （単位：百万円、％） 

  売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

今回修正予想（A） 858 240 237 63 

前中間期（平成19年3月

期中間期）実績 
617 188 187 98 

対前期比率 139.1% 127.3% 126.5% 64.6% 

前回発表予想（B） 780 200 195 110 

増減額（A-B） 78 40 42 -47 

増減率 10.0% 20.0% 21.7% -42.2% 

 
 
 
 
 
 



（従来の会計処理による業績予想修正の理由） 
個別業績については、順調に推移したことから、売上高、営業利益、経常利益ともに前回発
表予想を上回る見込みとなっております。 
連結業績については、当社子会社であるシニアダイレクトにおいて見込んでいた受注が一部
後倒しとなったため、売上高は前回発表予想を下回る見込みとなっているものの、プロジェク
ト採算の効率性向上効果が寄与し、営業利益、経常利益においては、前回発表予想を上回る見
込みとなっております。 
尚、中間純利益については、平成 19年 10月 2日付「投資有価証券評価損の計上に関する

お知らせ」にて公表いたしました、当社が保有する株式会社 GABA株式の減損処理による投
資有価証券評価損 119 百万円計上の影響を受け、個別・連結業績ともに、前回発表予想を下
回る見込みです。 

 
 

 
（4）参考 
平成20年３月期の通期業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

連   結 
個   別 

 1,905（36.0）

1,565（13.7）     
 

445 （27.9） 
390 （11.1）   
  

405 （31.9） 
380 （12.4） 
 

225（△34.4）  
220（△41.0） 

 
 

 
 
 

以上 


