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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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1. 平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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２四半期 771 (―) △0 (―) △54 (―) △91 (―)

20年３月期第２四半期 753(22.1) 104(△43.3) 82(△53.6) △9 (―)

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２四半期 △1,729 05 ― ―
20年３月期第２四半期 △177 41 ― ―

 (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

21年３月期第２四半期 4,575 3,139 67.9 59,058 18

  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２四半期 3,109百万円 20年３月期 3,312百万円

2. 配当の状況

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 ― ―
500 00

21年３月期(予想) ― 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）

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

通期 1,835 (16.3) 250 (△14.8) 140 (△39.6) 10 (△40.5) 189 28
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  [(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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 ・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。 
・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。 

  
  
  

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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年３月期第２四半期 52,831株  20年３月期 52,831株

21年３月期第２四半期 186株  20年３月期 ―株

21年３月期第２四半期 52,806株  20年３月期 52,831株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結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ます。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い、順調に実績を残
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
一般管理費が増加するとともに、「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。  
 また、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
み、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
おいては、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おりません。  
 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。 
 なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 
  

当第２四半期末の総資産は4,575百万円となり、前連結会計年度末と比較して260百万円減少しました。 
 資産は、営業投資有価証券が659百万円増加したものの、現預金が395百万円、投資有価証券が578百万
円減少したため、前連結会計年度末と比較して260百万円減少いたしました。 
 負債は、未払法人税が31百万円増加したものの、長期借入金が72百万円減少となり、前連結会計年度末
と比較して55百万円減少いたしました。 
  

  

当第２四半期連結会計期間待つ以降においても、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る一方で、景気全体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る一方で、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。  
 また、㈱シニアダイレクトにおける受注については引き続き伸び悩むと予想され、㈱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ございます。  
 以上のことから、通期の連結業績見通しは、売上高1,835百万円（前期比16.3％増）、経常利益140百万
円（前期比39.6％減）、当期純利益10百万円（前期比40.5％減）を見込んでおります。 
  
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項ありません。 
  

  

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。 
  

  

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。 
  この方法により、第２四半期連結累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49百万円減少し、連結損益計算書につきましては、税金等調整前四半期純損失が49百万
円増加しております。 
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２四半期連結累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659百万円増加し、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102百万円増加しており、営業損失及び経常損
失が130百万円それぞれ減少しておりますが、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。 
４ ポイント使用による費用は、従来はポイント使用時に費用処理しておりましたが、当第２四半期連結
会計期間末において、将来利用されると見込まれる額の合理的な算定が可能となったことから、当第２
四半期連結会計期間よりポイント引当金として計上することといたしました。 
 これにより、当第２四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費が従来と同一の方法によった場合に
比べ11百万円増加しており、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が、それぞれ11百万円
増加しております。 

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,038,672 1,434,216 

受取手形及び売掛金 1,279,120 1,254,808 

有価証券 3,042 18,676 

営業投資有価証券 659,376 － 

商品 2,944 53,946 

仕掛品 2,082 3,010 

貯蔵品 984 573 

未収還付法人税等 － 102,790 

その他 55,066 23,664 

貸倒引当金 △1,871 △1,613 

流動資産合計 3,039,417 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 △15,635 △13,543 

建物及び構築物（純額） 42,865 44,957 

車両運搬具 269 269 

減価償却累計額 △232 △218 

車両運搬具（純額） 36 50 

工具、器具及び備品 46,298 42,122 

減価償却累計額 △30,421 △26,697 

工具、器具及び備品（純額） 15,876 15,425 

有形固定資産合計 58,778 60,432 

無形固定資産   

ソフトウエア 328,120 217,965 

その他 186 186 

無形固定資産合計 328,306 218,152 

投資その他の資産   

投資有価証券 908,499 1,487,266 

その他 240,995 180,717 

貸倒引当金 △118 △118 

投資その他の資産 1,149,376 1,667,865 

固定資産合計 1,536,461 1,946,450 

資産合計 4,575,879 4,836,522 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 36,355 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 31,204 － 

ポイント引当金 11,665 － 

その他 36,035 36,043 

流動負債合計 1,090,460 1,073,488 

固定負債   

長期借入金 345,900 418,500 

固定負債合計 345,900 418,500 

負債合計 1,436,360 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 350,394 468,114 

自己株式 △11,074 － 

株主資本合計 3,211,597 3,340,392 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △92,239 △23,394 

為替換算調整勘定 △10,240 △4,401 

評価・換算差額等合計 △102,479 △27,795 

新株予約権 30,400 30,022 

少数株主持分 － 1,914 

純資産合計 3,139,518 3,344,533 

負債純資産合計 4,575,879 4,836,522 
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
   【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 771,135 

売上原価 477,437 

売上総利益 293,697 

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 294,548 

営業利益 △850 

営業外収益  

受取利息 2,663 

受取配当金 1,013 

雑収入 3,821 

営業外収益合計 7,499 

営業外費用  

支払利息 5,732 

持分法による投資損失 55,446 

雑損失 144 

営業外費用合計 61,323 

経常利益 △54,674 

特別損失  

商品評価損 49,990 

特別損失合計 49,990 

税金等調整前四半期純利益 △104,664 

法人税、住民税及び事業税 27,634 

法人税等調整額 △39,079 

法人税等合計 △11,445 

少数株主損失（△） △1,914 

四半期純利益 △91,304 
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 【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 296,508 

売上原価 208,032 

売上総利益 88,476 

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 163,142 

営業利益 △74,666 

営業外収益  

受取利息 1,390 

受取配当金 1,013 

その他 3,221 

営業外収益合計 5,625 

営業外費用  

支払利息 2,891 

持分法による投資損失 32,291 

その他 144 

営業外費用合計 35,326 

経常利益 △104,367 

特別損失  

商品評価損 49,990 

特別損失合計 49,990 

税金等調整前四半期純利益 △154,357 

法人税、住民税及び事業税 △10,733 

法人税等調整額 △35,757 

法人税等合計 △46,491 

少数株主損失（△） 2,018 

四半期純利益 △109,884 
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 △104,664 

減価償却費 40,288 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 257 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 11,665 

受取利息及び受取配当金 △3,677 

支払利息 5,732 

持分法による投資損益（△は益） 55,446 

商品評価損 49,990 

株式報酬費用 378 

売上債権の増減額（△は増加） △24,312 

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） 1,529 

未収消費税等の増減額（△は増加） △5,146 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,470 

仕入債務の増減額（△は減少） △25,889 

未払消費税等の増減額（△は減少） △581 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,361 

小計 90,920 

利息及び配当金の受取額 3,677 

利息の支払額 △5,645 

法人税等の還付額 105,585 

法人税等の支払額 △1,120 

営業活動によるキャッシュ・フロー 193,417 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △331,418 

有形固定資産の取得による支出 △4,175 

無形固定資産の取得による支出 △144,614 

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 △495,145 

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 1,600,000 

短期借入金の返済による支出 △1,600,000 

長期借入金の返済による支出 △72,600 

配当金の支払額 △25,776 

自己株式の取得による支出 △11,074 

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,451 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △411,178 

現金及び現金同等物の期首残高 1,452,893 
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,041,714 

2/2 ﾍﾟｰｼﾞ

2008/11/11https://www.takara-dic-net.jp/xeditor2/xbrlHtmlDisp_r.asp?company=02687&doci...

- 10 -



 

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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
  該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(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。 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
  該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

539,357 231,778 771,135 ― 771,135

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 539,357 231,778 771,135 ― 771,135

営業利益(又は営業損失） 20,239 114,391 134,630△135,480 △850

 

 

【所在地別セグメント情報】

 

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(自己株式の取得) 

 平成20年８月14日及び平成20年11月13日開催の取締役会の決議に基づき、当社は会社法第165条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．自己株式の取得の内容 

 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   5,000株(上限) 

          (発行済株式総数に対する割合 9.46％) 

 (3) 株式の取得価格の総額   250百万円(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 

 

6. その他
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（要約）前四半期連結損益計算書 

  

 
  

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 

「参考資料」

科目

前第２四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 753,626

Ⅱ 売上原価 396,085

  売上総利益 357,541

Ⅲ 販売費及び一般管理費 252,702

 営業利益 104,838

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,182

 ２ 受取配当金 350

 ３ 雑収入 661

   営業外収益計 2,194

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,691

 ２ 持分法による投資損失 22,955

 ３ 株式交付費 112

 ４ その他 83

   営業外費用計 24,843

 経常利益 82,190

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 26,139

   営業外収益計 26,139

Ⅴ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 119,200

 ２ 商品評価損 1,166

   営業外費用計 120,366

税金等調整前四半期純損失 12,037

 法人税、住民税及び事業税 32,505

 法人税等調整額 30,112

 少数株主損失 5,117

 四半期純損失 9,313

区分

前第２四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年９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損失 △12,037

減価償却費 11,543

貸倒引当金の増加額 △447

受取利息及び配当金 △1,532

支払利息 1,691

株式交付費 112
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持分法による投資損失 22,955

投資有価証券評価損 119,200

投資有価証券売却益 -26,139

商品評価損 1,166

売上債権の減少額 57,372

たな卸資産の増加額 △51,597

その他の流動資産の減少額 498

仕入債務の減少額 △45,574

未払消費税等の減少額 △6,146

その他の流動負債の減少額 △12,131

その他 △6,918

小計 52,015

利息及び配当金の受取額 1,532

利息の支払額 △2,010

法人税等の支払額 △250,201

営業活動によるキャッシュ・フロー △198,663

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 △4,024

無形固定資産の取得による支出 △483

投資有価証券の取得による支出 △422,198

投資有価証券の売却による収入 41,464

敷金保証金の差入れによる支出 △11,597

投資活動によるキャッシュ・フロー △396,838

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 1,950,000

短期借入金の返済による支出 △1,350,000

株式の発行による収入 41,399

新株予約権の発行による収入 4,175

財務活動によるキャッシュ・フロー 645,575

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加額 50,073

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 1,637,187
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