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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 474 ― 73 ― 49 ― 18 ―
20年3月期第1四半期 337 15.7 10 △83.3 △2 ― △22 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 351.68 331.96
20年3月期第1四半期 △433.83 ―

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

21年3月期第1四半期 4,805 3,299 68.1 61,916.05
20年3月期 4,836 3,344 68.5 62,701.77

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,271百万円 20年3月期  3,312百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 500.00 500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 500.00 500.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 810 ― 145 ― 110 ― 50 ― 946.41
通期 2,165 37.2 570 94.3 500 115.9 265 1,476.1 5,015.99

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

[（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】  4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また「四半期財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ・ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  52,831株 20年3月期  52,831株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  52,831株 20年3月期第1四半期  52,831株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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、シニア顧客対応のための研修等の業務において順調に受
注を拡大させました。また、コンシューマー業務においても、引き続きアンチエイジングレストラン「麻布
十八番」の展開、2008年版芋焼酎「なゝこ」の販売、フランス産ワイン「黒ワインNoir」の販売に取り組む
とともに、朝日放送株式会社との共同シニア消費者向け情報番組「ス・テ・キの扉」において有力企業とシ
ニア向け商品の開発・販売を進める等、様々な活動を行い実績を残しました。韓国における事業展開におい
ても、事業基盤の整備と市場開拓は順調に進んでおり、運営サイトについては、シニア会員10万人を抱える
韓国内最大級の規模となっております。
　また、当第１四半期より、営業損益の区分で計上している投資育成事業においても、保有している営業投
資有価証券の一部売却により、売上と収益を獲得いたしました。
　以上の結果、当第１四半期の業績といたしましては、売上高474百万円（前年同期比40.6％増）、経常利益
49百万円（前年同期は△２百万円の経常損失）、四半期純利益18百万円（前年同期は△22百万円の四半期純損
失）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は4,805百万円となり、前連結会計年度末と比較して31百万円減少したのみであ

り、ほぼ横ばいでした。
　資産は、有価証券が120百万円、営業投資有価証券が673百万円増加したものの、現預金が104百万円、投資
有価証券が820百万円減少したため、前連結会計年度末と比較して31百万円減少いたしました。
　負債は、長期借入金が36百万円減少したものの、未払法人税が40百万円増加となり、前連結会計年度末と
比較して13百万円増加いたしました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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、シニア人材の活用に向け教育・研修・派遣・紹介の各事業を
本格稼動させること、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、前述の案件に加えて、「金融」、「住まい」、「介護」、「葬儀・霊園」、

「エンターテイメント」等の分野における有力企業との提携等による共同商品開発での売上拡大を積極的に進
めてまいります。
投資業務についても、投資育成部門を強化し、より一層注力して参りますが、当連結会計年度より投資目

的で保有する有価証券の売却については、営業損益の区分での計上に変更することから、売却益の獲得はそ
のまま売上、営業利益の拡大に寄与することとなります。当社としては、引続き将来有望な投資先への新規
及び追加投資を積極的に推進する一方で、既に保有している投資有価証券の売却やバイアウトについても適
切なタイミングを見計らいながら執り進め、売上、収益への貢献を目指します。
以上のことから通期の連結業績見通しは、売上高2,165百万円（前期比37.2％増）、経常利益500百万円（前

期比115.9％増）、当期純利益265百万円（前期比1476.1％増）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1,945百万円（前期比25.8％増）、経常利益530百万円（前期比84.4％増）、当期純利益300百万
円（前期比607.6％増）を見込んでおります。
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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)

該当事項ありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
１．「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）
及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計
基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規
則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による
簿価切り下げの方法）に変更しております。
  この方法による第１四半期連結会計期間への影響はありません。

３．当第１四半期連結会計期間から、従来、固定資産の投資有価証券勘定で取得及び保有していた 有価証
券について、投資における目的が将来的な売却によるキャピタルゲインであるものは、流動資産の営業投
資有価証券勘定に振替え、売却時や減損処理時の損益計上においても、特別損益の区分での計上から営業
損益の区分で計上する方法に変更いたしました。
　この変更は、当社事業において投資育成業務の占める割合が増大してきていること、投資育成部門の強
化により当該部門の社内体制及び規程が整ったことから、当社事業の１セグメントとして区分することが
妥当であると判断したことによるものであります。
  この方法により、第１四半期連結会計期間は従来の方法と比較して、連結貸借対照表につきましては、
流動資産が673百万円増加し、固定資産（投資その他の資産）が同額減少しております。連結損益計算書に
つきましては、売上高が231百万円、売上原価が101百万円、営業利益及び経常利益が130百万円それぞれ増
加しておりますが、税金等調整前四半期純利益には影響ありません。
　また、連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが203百万円
増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが203百万円減少しております。
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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）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,329,886 1,434,216

受取手形及び売掛金 1,270,254 1,254,808

有価証券 139,359 18,676

営業投資有価証券 673,218 －

商品 53,348 53,946

仕掛品 2,325 3,010

貯蔵品 438 573

未収還付法人税等 103,935 102,790

その他 23,945 23,664

貸倒引当金 △2,252 △1,613

流動資産合計 3,594,460 2,890,072

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 58,501 58,501

減価償却累計額 △14,589 △13,543

建物及び構築物（純額） 43,911 44,957

車両運搬具 269 269

減価償却累計額 △225 △218

車両運搬具（純額） 43 50

工具、器具及び備品 44,055 42,122

減価償却累計額 △28,437 △26,697

工具、器具及び備品（純額） 15,618 15,425

有形固定資産合計 59,573 60,432

無形固定資産

ソフトウエア 271,707 217,965

その他 186 186

無形固定資産合計 271,893 218,152

投資その他の資産

投資有価証券 666,580 1,487,266

その他 213,023 180,717

貸倒引当金 △118 △118

投資その他の資産 879,485 1,667,865

固定資産合計 1,210,952 1,946,450

資産合計 4,805,412 4,836,522

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 63,686 62,245

短期借入金 830,000 830,000

1年内返済予定の長期借入金 145,200 145,200

未払法人税等 40,539 －

その他 44,317 36,043

流動負債合計 1,123,743 1,073,488

固定負債

長期借入金 382,200 418,500
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固定負債合計 382,200 418,500

負債合計 1,505,943 1,491,988

純資産の部

株主資本

資本金 1,419,872 1,419,872

資本剰余金 1,452,405 1,452,405

利益剰余金 460,279 468,114

株主資本合計 3,332,557 3,340,392

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △48,725 △23,394

為替換算調整勘定 △12,744 △4,401

評価・換算差額等合計 △61,470 △27,795

新株予約権 30,400 30,022

少数株主持分 △2,018 1,914

純資産合計 3,299,469 3,344,533

負債純資産合計 4,805,412 4,836,522
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

売上高 474,626

売上原価 269,405

売上総利益 205,221

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 131,405

営業利益 73,816

営業外収益

受取利息 1,273

雑収入 599

営業外収益合計 1,873

営業外費用

支払利息 2,841

持分法による投資損失 23,155

営業外費用合計 25,997

経常利益 49,692

税金等調整前四半期純利益 49,692

法人税、住民税及び事業税 38,367

法人税等調整額 △3,321

法人税等合計 35,045

少数株主損失（△） △3,933

四半期純利益 18,579
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 49,692

減価償却費 18,050

貸倒引当金の増減額（△は減少） 638

受取利息及び受取配当金 △1,273

支払利息 2,841

持分法による投資損益（△は益） 23,155

株式報酬費用 378

売上債権の増減額（△は増加） △15,445

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 73,071

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,418

その他の流動資産の増減額（△は増加） △211

仕入債務の増減額（△は減少） 1,440

未払消費税等の増減額（△は減少） 570

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,908

小計 160,235

利息及び配当金の受取額 1,273

利息の支払額 △2,807

法人税等の支払額 △1,785

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,916

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 △1,932

無形固定資産の取得による支出 △69,000

敷金及び保証金の差入による支出 △2,360

保険積立金の積立による支出 △12,578

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,870

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 800,000

短期借入金の返済による支出 △800,000

長期借入金の返済による支出 △36,300

配当金の支払額 △18,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,353

現金及び現金同等物の期首残高 1,452,893

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,469,246
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　 該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

シニアビジネス
サポート事業

(千円)

投資育成事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

242,848 231,778 474,626 ― 474,626

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 242,848 231,778 474,626 ― 474,626

営業利益(又は営業損失） 10,742 122,028 132,770 △58,954 73,816

(注) １ 事業内容を考慮して事業区分を行っています。

２ 各事業内容

 (1) シニアビジネスサポート事業 ・・・ 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

(2) 投資育成事業 ・・・ シニアビジネスを展開する企業に対する投資育成業務

３ 当社事業において投資育成業務の占める割合が増大してきていること及び投資育成部門の強化により当該部門

の社内体制及び規程が整ったことから、シニアビジネスサポート事業に加え、投資育成事業を１セグメントと

して追加しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

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

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年6月30日）
　 該当事項はありません。
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6. その他

（連結子会社との合併）

平成20年８月14日開催の取締役会の決議に基づき、当社は平成20年10月１日を合併期日として、下記のとお

り全額出資の連結子会社である株式会社シニアインベストメント及び株式会社アンチエイジングオーソリティ

を吸収合併いたします。

１．結合企業の名称及びその事業の内容、被結合企業の名称及びその事業の内容、規模、企業結合の法的形

式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を含む取引の概要

（1）結合企業の名称及びその事業の内容

名称 株式会社シニアコミュニケーション

事業の内容 シニアビジネスサポート事業

（2）被結合企業の名称及びその事業の内容、規模

名称 株式会社シニアインベストメント

事業の内容 投資事業組合の運営及び管理

設立年月日 平成18年９月

本店所在地 東京都港区赤坂八丁目１番19号

代表者 山崎 伸治

資本金 10百万円

事業年度の末日 ３月31日

（平成20年３月31日現在）

売上高 22百万円

当期純利益 ７百万円

純資産額 23百万円

総資産額 492百万円

従業員数 ―名

名称 株式会社アンチエイジングオ－ソリティ

事業の内容 アンチエイジングビジネスの展開

設立年月日 平成16年７月

本店所在地 東京都港区赤坂八丁目１番19号

代表者 山崎 伸治

資本金 40百万円

事業年度の末日 ３月31日

（平成20年３月31日現在）

売上高
百万円

当期純利益 △0百万円

純資産額 36百万円

総資産額 36百万円

従業員数 ―名

（3）企業結合の法的形式、結合後企業の名称

　当社を吸収合併存続会社、株式会社シニアインベストメント及び株式会社アンチエイジングオーソリ

ティを吸収合併消滅会社として合併し、株式会社シニアインベストメント及び株式会社アンチエイジン

グオーソリティの権利義務をすべて承継し、株式会社シニアインベストメント及び株式会社アンチエイ
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ジングオーソリティは解散いたします。結合後企業の名称は株式会社シニアコミュニケーション（当社）

となります。

　なお、株式会社シニアインベストメント及び株式会社アンチエイジングオーソリティは結合時におい

て全額出資子会社であるため、合併による新株式の発行はありません。

　また、本合併は、会社法第796条第３項に定める簡易合併及び会社法第784条第１項に定める略式合併

の規定により、株式会社シニアインベストメント及び株式会社アンチエイジングオーソリティにおいて

株主総会の決議による合併契約の承認を受けることなく行います。

（4）取引の目的を含む取引の概要

　意思決定の迅速化、人材活用の効率化を図ると共に、経営資源を一体化し同事業の効率的な運営を目

指すことを目的としております。

２．実施する会計処理の概要

　本合併は「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「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19年11月15

日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理をいたします。

(自己株式の取得）

　平成20年８月14日開催の取締役会の決議に基づき、当社は会社法第165条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得いたします。

　１．自己株式の取得を行う理由

　 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

　２．自己株式の取得の内容

  （1）取得する株式の種類 当社普通株式

  （2）取得しうる株式の総数 1000株（上限）

　   （発行済株式総数に対する割合 1.89％）

  （3）株式の取得価額の総額 100百万円（上限）

  （4）自己株式取得の日程 平成20年８月15日から平成21年３月31日

決算短信 2008年08月14日 14時48分 02687xe01_in 9ページ （Tess 1.10 20080626_01）

- 10 -



「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

金 額

Ⅰ 売上高 337,455

Ⅱ 売上原価 200,435

　 売上総利益 137,019

Ⅲ 販売費及び一般管理費 126,643

　営業利益 10,376

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 454

　２ 受取配当金 350

　３ 雑収入 358

　 営業外収益計 1,163

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 861

　２ 持分法による投資損失 12,651

　３ 株式交付費 112

　４ その他 55

　 営業外費用計 13,680

　経常損失 2,140

　税金等調整前四半期純損失 2,140

　法人税、住民税及び事業税 1,297

　法人税等調整額 21,601

　少数株主損失 2,409

　四半期純損失 22,629

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 △2,140

減価償却費 5,605

貸倒引当金の増加額 △233

受取利息及び配当金 △804

支払利息 861

株式交付費 112

持分法による投資損失 12,651

売上債権の増加額 △339

たな卸資産の増加額 △1,775

その他の流動資産の減少額 41

仕入債務の減少額 △94,933

未払消費税等の減少額 △6,126

その他の流動負債の減少額 △13,764

その他 △9,849

小計 △110,695

利息及び配当金の受取額 804

利息の支払額 △1,033
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法人税等の支払額 △250,024

営業活動によるキャッシュ・フロー △360,948

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 △1,848

無形固定資産の取得による支出 △100

投資有価証券の取得による支出 △227,308

敷金保証金の差入れによる支出 △10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,256

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 850,000

短期借入金の返済による支出 △500,000

株式の発行による収入 41,399

財務活動によるキャッシュ・フロー 391,399

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減少額 △208,805

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,587,113

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,378,308
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