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特別損失の発生及び平成 21年 3月期 第 2四半期累計期間業績予想との差異 

並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ 
 
 
当社は、平成 21年 3月期第 2四半期累計期間において特別損失を計上いたしましたので、その
内容をお知らせするとともに、平成 20年 5月 20日に公表した平成 21年 3月期第 2四半期累計
期間業績予想と、本日公表の同期業績に差異が生じましたので、下記の通りお知らせいたします。

また通期業績予想を修正いたしましたので、併せてお知らせいたします。 
 
記 

 
1. 特別損失の発生について 
①連結業績における特別損失 
 当社が保有する棚卸資産について「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用について充分

に考慮した結果、商品評価損 49百万円を特別損失として計上いたしました。 
 
②個別業績における特別損失 
 上記①に加えて、当社子会社である㈱シニアダイレクトにおける受注が広告業界不況の流れ

を受け、大きく伸び悩んだため、子会社株式についても 34百万円の減損処理を行い、合計 84
百万円を特別損失として計上いたしました。 

 
  



  
2. 平成 21年 3月期第 2四半期累計期間業績予想との差異 
 
（1）連結業績との差異（平成 20年 4月 1日～平成20年 9月 30 日） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株あたり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

前回発表予想（A） 810 145 110 50 946 41 

第 2四半期業績（B) 771 -0 -54 -91 -1,729 05 

増減額（B-A) -38 -145 -164 -141 - 

増減率（％） -4.8 -100.6 -149.7 -282.6 - 

（ご参考）前期第 2四半期実績 

（平成20年3月期第2四半期） 
753 104 82 -9 -177 41 

 
 （2）個別業績との差異（平成 20年 4月 1日～平成20年 9月 30 日）                         

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株あたり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

前回発表予想（A） 730 135 125 70 1,324 98 

第 2四半期業績（B) 755 15 6 -50 962 38 

増減額（B-A) 25 -119 -118 -120 - 

増減率（％） 3.5 -88.7 -94.9 -172.6 - 

（ご参考）前期第 2四半期実績 

（平成20年3月期第2四半期） 
728 112 108 -12 -243 11 

 
3. 通期業績予想の修正 
 
（1）連結業績予想の修正（平成 20年 4月 1日～平成21年 3月 31 日） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株あたり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

前回発表予想（A） 2,165 570 500 265 5,015 99 

今回修正予想（B) 1,835 250 140 10 189 28 

増減額（B-A) -330 -320 -360 -255 - 

増減率（％） -15.2 -56.1 -72.0 -96.2 - 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 3 月期） 
1,578 293 231 16 319 25 

 
 



（2）個別業績予想の修正（平成 20年 4月 1日～平成21年 3月 31 日） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株あたり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

前回発表予想（A） 1,945 545 530 300 5,678 48 

今回修正予想（B) 1,805 290 270 105 1,987 47 

増減額（B-A) -140 -255 -260 -195 - 

増減率（％） -7.2 -46.8 -49.1 -65.0 - 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 3 月期） 
1,546 296 287 42 805 01 

 

修正の理由 

（１）個別業績修正の理由 

 当第２四半期累計期間における日本経済は、原油価格や原材料の高騰による食料品・日用品等

の値上げにより個人消費が伸び悩むとともに、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の

世界的混乱に伴う世界景気の減速や急激な円高の影響があいまって、先行きの見通しは極めて不

透明な状態となっております。 

 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

となるなか、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る一方で、全体の景気悪化に伴い、大手企業においては、

広告・プロモーション予算の削減、新規事業立ち上げの延期、各種プロジェクト規模の縮小等が

相次いでおります。そのため、自動車メーカーや金融機関等大手企業との取引が中心である当社

業績も少なからず影響を受けており、特に、クライアントサポート事業／企業サポート業務（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）においては受注が伸び悩み、減収減益を強いられました。 

 しかしながら、クライアントサポート事業／コンシューマー業務においては、個人消費が伸び

悩むなかでありながら、商品アイテムの増加、十八番ブランドの浸透等により様々な活動を行っ

たことにより、予想を若干ながら上回る実績を残しました。また、当第２四半期連結累計期間よ

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

部売却により予想通りの売上と収益を獲得いたしました。 

 一方で、従来のクライアントサポート事業以外からの収益拡大を企図し、当期より本格稼動を

開始したシニア向け教育・人材紹介業務及びシニア向け新規サービスの立ち上げのため、システ

ム、人材、広告等の先行投資を前倒しで実施したこと、ポイント引当金 11百万円を新たに計上

したことにより、販売費及び一般管理費が増加いたしました。 

 また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用について充分に考慮した結果、商品評価損

49百万円を特別損失として計上するとともに、子会社株式についても 34百万円の減損処理を行

いました。  

 以上の結果、当第２四半期の業績といたしましては、売上高755百万円（前年同期比3.7％増）、

経常利益 6百万円（前年同期比94.1％減）、四半期純損失 50百万円（前年同期比 298.2％増）と

なりました。 

  



 通期業績予想については、上記当第２四半期の業績結果に加え、今後も景気の先行きは引続き

厳しい状況が予想され、大手企業の広告・プロモーション予算の削減は大きな流れとして見込ま

れることから、企業サポート業務は前年比減収減益を余儀なくされると考えております。 

 コンシューマー業務においては、景気悪化に伴う消費者購買意欲の減退により、各商品・サー

ビスの個別売上については減少すると予想されるも、商品アイテム数の増加を進めることにより、

現状維持（前年比増収増益）を予想しております。 

 投資育成事業については、株式マーケットの動向や株価水準を従来以上に注視していきながら

も、引き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してまいりますが、現在の

株価動向やＩＰＯ市場環境を勘案するに、下期における売上・収益獲得は難しいと考えておりま

す。 

 しかしながら、当期より本格稼動を開始しているシニア向け教育・人材紹介業務及びシニア向

け新規サービスの立ち上げについては、当第２四半期までに先行投資したことが功を奏し、少な

からず売上・収益に寄与すると予想しております。 

 以上を総合的に勘案した結果、通期の業績予想を上記の通りに修正いたします。 

 

（２）連結業績修正の理由 

 連結業績については、上記個別業績の要因に加え、当社子会社である㈱シニアダイレクトにお

ける受注が広告業界全体の流れを受け、大きく伸び悩んだこと、韓国シニアマーケット攻略の足

がかりとしている持分法適用関連会社である㈱シニアパートナーズにおいて、営業基盤構築の先

行投資を積極的に行い、14 万人のシニア会員を有する韓国内最大級規模のシニアサイトとして

成長しましたが、まだ収益化には至っていないことから、第２四半期連結累計期間の業績は上記

の通り、売上高 771 百万円（前年同期比 2.3％増）、経常損失 54 百万円（前年同期は 82 百万円

の経常利益）、四半期純損失 91百万円（前年同期比880.3％増）となりました。 

 

 通期連結業績予想については、上記個別業績予想の要因に加え、㈱シニアダイレクトにおける

受注が引き続き伸び悩むと予想されること、㈱シニアパートナーズにおいても、引き続き営業基

盤構築の先行投資を積極的に実施していく予定であることから、上記の通りに修正いたします。 

 

 

（注）将来の事象に係る記述に関する注意 

 本業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断をしたものであり、

潜在的なリスクや不確定要素等の要因が内在しております。そのため、様々な要因の変化により、

実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 

 

以上 


