
 

 

 

   

 

 
(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
(注1)当社は平成21年３月期第１四半期累計(会計)期間においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成21年３月

期第１四半期累計(会計)期間の経営成績については記載しておりません。 

(注2)22年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、四半期純損失を計上している
ため、記載しておりません。 

  
  

   

   

 
  

 
(注)配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

(注)平成22年３月期末の配当予想につきましては、現時点では未定であります。(「業績予想の適切な利用に関する説明、
その他特記事項」欄参照) 

  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 
 

(注)業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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1. 平成22年３月期第１四半期の業績（平成21年４月１日～平成21年６月30日）

 (1) 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 ％

22年３月期第１四半期 78 (─) △290 (─) △297 (─) △269 (─)

21年３月期第１四半期 ─ (─) ─ (─) ─ (─) ─ (─)

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

22年３月期第１四半期 △5,516 99 ─ ─

21年３月期第１四半期 ─ ─ ─ ─

 (2) 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

22年３月期第１四半期 3,474 2,385 67.9 48,336 20

21年３月期 4,155 2,671 63.6 54,190 06

(参考)自己資本 22年３月期第１四半期 2,357百万円 21年３月期  2,643百万円

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

 21年３月期 ─ 0 00 ─ 250 00 250 00

 22年３月期 ─

 22年３月期(予想) ─ ─ ─ ─

3. 平成22年３月期の業績予想（平成21年４月１日～平成22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

第２四半期累計期間  245 (─) △335 (─) △365 (─) △340 (─) △6,96978

通 期 860(△34.1)△430 (─) △495 (─) △470 (─) △9,63470
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(3) 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（四半期累計期間） 

 
  

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.上記に記載した予想値は、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。 

２.当社は、平成22年３月期より連結財務諸表の作成を行っておりません。 

３.平成22年３月期末の配当予想につきましては、現時点では具体的な配当予想額を未定としておりま
す。なお、配当予想が可能となった時点で速やかに公表する予定であります。 

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  [(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。]

(2) 四半期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 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

22年３月期第１四半期 52,831株 21年３月期 52,831株

22年３月期第１四半期 4,049株 21年３月期 4,049株

22年３月期第１四半期 48,782株 21年３月期第１四半期 52,831株
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当第１四半期会計期間における当社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

ており、同マーケット向け商品・サービスが、多数展開されてきております。  

 一方で、前事業年度に発生した世界的な大不況及び日本経済における景気悪化については、若干の底

入れ感はあるものの、当第１四半期会計期間においてはまだまだ厳しい環境下にあり、大手企業におけ

る広告・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は大き

な流れとして続いている状況にあります。  

 このような中で当社は、クライアントサポート事業においては、前事業年度より本格稼動を開始した

シニアを対象とする人材紹介・派遣・業務請負業務及びシニア向け新規サービスの立ち上げ等により、

新たな収益源を確保いたしましたが、大手企業からの広告・プロモーション関連業務については伸び悩

みました。また、当社は当期より、これまで分割検収が可能な場合の売上計上基準としていた検収基準

について、より厳格な完了基準を適用する方針としたことから、収益の計上時期が後倒しとなっており

ます。これによる売上高、経常利益、当期純利益における減少額は、従来の計上基準と比較して、それ

ぞれ年間505百万円と予想しており、特に、上半期にその影響を大きく受けることから、当第１四半期

会計期間においては、ほぼ期初予想通りの売上及び収益水準となっております。  

 投資育成事業については、現在の株価動向やＩＰＯ市場環境から今期中の売上・収益獲得は見込んで

おらず、当第１四半期会計期間においても、売上は発生しておりません。一方で、前事業年度に多額の

計上を強いられた営業投資有価証券の評価損については、過去減損対象銘柄の追加計上分4,676千円の

みとなっております。  

 販売費及び一般管理費については、前事業年度に実施したシステム、人材、広告等の先行投資が一段

落したこと、前事業年度下期より進めてきたグループ会社整理や様々なコスト削減施策が具体的な効果

として現れてきていることから、経常発生コストは低減しましたが、景気悪化に伴い回収が長期化して

いる債権についての貸倒引当金を積み増した（対 前事業年度末比92,270千円増）ことに伴い、総額で

は大幅増加いたしました。  

 特別損益においては、投資有価証券の売却により、投資有価証券売却益42,941千円及び投資有価証券

売却損14,247千円が発生しております。  

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78,334千円、経常損失297,681千円、四半

期純損失269,129千円となりました。  

(ご参考） 

当社は、当第１四半期より連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前年同四半期の連結業績

は、売上高474,626千円、経常利益49,692千円、四半期純利益18,579千円であります。 

  

当第１四半期末の総資産は3,474,958千円となり、前事業年度末と比較して680,740千円減少いたしまし

た。主な理由は、ソフトウエアが146,108千円、長期営業債権が147,646千円増加したものの、現金及び預

金が386,627千円、受取手形及び売掛金が339,206千円、投資有価証券が191,021千円減少し、貸倒引当金

を92,270千円積み増したことによるものであります。  

 負債は、一年以内返済予定の長期借入金が100,000千円、長期借入金が113,700千円増加したものの、短

期借入金が600,000千円減少となり、前事業年度末と比較して394,641千円減少いたしました。  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期会計期間末以降においても引き続き、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ものの、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やニーズについては依然として根強いものがあり、クライア

ントサポート事業／企業サポート業務の受注環境においては改善の兆しも見られていることから、下期

から平成23年３月期にかけて緩やかに回復基調に入ってくると予想しております。  

 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、景気悪化に伴う消費者購買意欲の減退

により、各商品・サービスの個別の売上額については伸び悩むと予想されるも、商品アイテム数の増加

を進めることにより、売上額全体の増加を見込んでおります。  

 投資育成事業については、より厳しく投資検討を行いながら、将来有望な投資先への新規及び追加投

資を推進してまいります。しかしながら、現在の株価動向やＩＰＯ市場環境を勘案するに、当期中の売

上・収益獲得は難しいと考えている一方で、多額の営業投資有価証券評価損は発生しないものと予想し

ております。  

 また、前事業年度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、先行投資したことが功を奏し、少なからず売上・収益に貢献いたしま

す。  

 販売費及び一般管理費については、新規サービスの立ち上げ、中長期的なコスト削減を企図したこと

によるシステム、人材、広告等の先行投資が一段落したこと、前事業年度に新たに計上したポイント引

当金がまとまった金額で発生しないこと、前事業年度下期より進めてきたグループ会社整理や様々なコ

スト削減施策が具体的な効果として現れてきていることから、経常発生コストは低減する見込みとなっ

ております。また、当第１四半期会計期間に新たに積み増した景気悪化に伴い回収が長期化している債

権に対する貸倒引当金については、売上計上基準の厳格化に伴い、当期中に売掛金回収期間の短縮化が

図れることから、当期後半には改善されると予想しております。  

  

 一方で、当社は当期より、これまで分割検収が可能な場合の売上計上基準としていた検収基準につい

て、より厳格な完了基準を適用する方針としております。これにより、収益の計上時期が後倒しとなる

ため、従来の計上基準と比較して、売上高、経常利益、当期純利益がそれぞれ505百万円減少いたしま

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23年3月期以降に計上される

形となります。  

  

 以上のことから、通期の業績見通しは、「平成21年３月期決算短信」にて発表いたしました業績予想

に変更はなく、売上高860百万円（前期業績比34.1％減）、経常損失495百万円（前期業績は317百万円

の経常損失）、当期純損失470百万円（前期業績は593百万円の当期純損失）となっております。  

  

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。 

  

該当事項はありません。 
  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

株式会社シニアコミュニケーション (2463)　平成22年3月期　第1四半期決算短信

- 4 -



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 406,797 

受取手形及び売掛金 911,494 

有価証券 17,080 

営業投資有価証券 405,258 

商品 2,143 

仕掛品 8,876 

貯蔵品 510 

未収還付法人税等 15,480 

未収消費税等 12,287 

その他 11,493 

貸倒引当金 △26,278 

流動資産合計 1,765,143 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 57,571 

減価償却累計額 △17,993 

建物及び構築物（純額） 39,577 

車両運搬具 269 

減価償却累計額 △248 

車両運搬具（純額） 20 

工具、器具及び備品 39,294 

減価償却累計額 △27,416 

工具、器具及び備品（純額） 11,877 

有形固定資産合計 51,475 

無形固定資産  

ソフトウエア 720,772 

その他 186 

無形固定資産合計 720,958 

投資その他の資産  

その他の関係会社有価証券 430,723 

その他 616,244 

貸倒引当金 △109,587 

投資その他の資産合計 937,380 

固定資産合計 1,709,815 

資産合計 3,474,958 
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 31,169 

短期借入金 100,000 

1年内返済予定の長期借入金 345,200 

未払法人税等 2,079 

ポイント引当金 11,626 

その他 37,475 

流動負債合計 527,551 

固定負債  

長期借入金 562,000 

固定負債合計 562,000 

負債合計 1,089,551 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,419,872 

資本剰余金 1,346,154 

利益剰余金 △269,129 

自己株式 △96,892 

株主資本合計 2,400,004 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △42,067 

評価・換算差額等合計 △42,067 

新株予約権 27,470 

純資産合計 2,385,407 

負債純資産合計 3,474,958 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 78,334 

売上原価 148,041 

売上総損失（△） △69,706 

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 220,575 

営業損失（△） △290,281 

営業外収益  

受取利息 22 

受取配当金 503 

その他 577 

営業外収益合計 1,103 

営業外費用  

支払利息 4,231 

投資事業組合運用損 4,208 

その他 63 

営業外費用合計 8,503 

経常損失（△） △297,681 

特別利益  

投資有価証券売却益 42,941 

新株予約権戻入益 535 

特別利益合計 43,477 

特別損失  

投資有価証券売却損 14,247 

抱合せ株式消滅差損 2 

特別損失合計 14,250 

税引前四半期純損失（△） △268,454 

法人税、住民税及び事業税 675 

法人税等合計 675 

四半期純損失（△） △269,129 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △268,454 

減価償却費 42,050 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 92,270 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △88 

受取利息及び受取配当金 △525 

支払利息 4,231 

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 2 

投資事業組合運用損益（△は益） 4,208 

投資有価証券売却損益（△は益） △28,693 

売上債権の増減額（△は増加） 194,414 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 4,676 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,196 

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,655 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,757 

仕入債務の増減額（△は減少） △11,822 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,365 

その他 △532 

小計 43,319 

利息及び配当金の受取額 525 

利息の支払額 △4,016 

法人税等の支払額 △3,421 

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,406 

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 △13,388 

投資有価証券の売却による収入 213,651 

無形固定資産の取得による支出 △186,000 

敷金及び保証金の回収による収入 7,887 

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 9,572 

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 100,000 

短期借入金の返済による支出 △730,000 

長期借入れによる収入 300,000 

長期借入金の返済による支出 △86,300 

配当金の支払額 △8,744 

財務活動によるキャッシュ・フロー △425,044 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △379,069 

現金及び現金同等物の期首残高 794,617 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 8,328 

現金及び現金同等物の四半期末残高 423,877 
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当第１四半期会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
  

（新株予約権（ストックオプション）の取得及び消却） 

当社は、平成21年８月13日開催の取締役会において、当社の役員及び従業員に対して付与した第６

回、第８回、第９回及び第10回新株予約権（ストックオプション）について、以下の通り取得及び消却

することについて決議いたしました。 

１．新株予約権を取得及び消却する理由 

当社グループの業績向上のインセンティブ付与のため、当社の役員及び従業員に対し本新株予約権

の割当を行っておりましたが、これらの新株予約権については、行使価額と実質価額が著しく乖離し

ており、新株予約権の目的を果たすことが現実的でないこと、並びに当社の潜在株式の整理を行うこ

とを理由といたしまして、割当対象者から放棄の申し出を受けたものについて、本新株予約権を取得

及び消却することといたしました。 

２．取得及び消却の対象となる新株予約権 

   

   

   

 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他

(1) 第６回ストックオプション 

新株予約権の発行日 平成19年１月17日

新株予約権の行使価額   270,000円

取得及び消却する新株予約権の数  68個

(2) 第８回ストックオプション 

新株予約権の発行日 平成19年５月22日

新株予約権の行使価額 157,950円

取得及び消却する新株予約権の数  20個

(3) 第９回ストックオプション 

新株予約権の発行日 平成19年９月20日

新株予約権の行使価額 104,635円

取得及び消却する新株予約権の数 287個

(4) 第10回ストックオプション 

新株予約権の発行日 平成19年９月20日

新株予約権の行使価額 104,635円

取得及び消却する新株予約権の数 493個
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３．取得及び消却予定日 

  平成21年８月28日 

  

なお、上記ストックオプションの取得及び消却に関しては、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）に基づき、新株予約権戻入益

9,038千円を特別利益として計上いたします。 

  

（新株予約権（有償発行ストックオプション）の付与） 

平成21年８月13日開催の取締役会において、会社法第238条１項及び第2項並びに第240条１項に基づ

いて、新株予約権（有償発行ストックオプション）の募集事項を決定し、当社の取締役、監査役及び従

業員に対して当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、以下のとおり決議いたしまし

た。 

 なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して特に有利な条件でないことから、株主総会の承認を

得ることなく実施いたします。 

 (1) 新株予約権の名称        第11回新株予約権 

(2) 新株予約権の総数        1,200個 

 (3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数   当社普通株式1,200株 

 (4) 新株予約権の発行価格      ブラックショールズモデルにより算定した公正価額 

 (5) 新株予約権の発行日(割当日)   平成21年８月28日 

 (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額（行使価額） 

平成21年７月６日から平成21年７月17日までの各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、１円未満の端数は切り上げる。た

だし、その金額が発行日（割当日）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を

下回る場合は、当該終値を行使価額とする。 

 (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 

・増加する資本金の額 

 会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

・増加する資本準備金の額 

 上記記載の資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 (8) 新株予約権の権利行使期間  平成23年９月４日から平成25年９月３日まで 

 (9) 新株予約権の割当対象者 

当社取締役及び従業員  10名（1,183個） 

当社監査役       １名   （17個）  

合計               11名（1,200個） 

  

なお、上記ストックオプションは新株予約権を引き受ける者に対して特に有利な条件でないことか

ら、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号 平成

18年５月31日）に基づき、対価を費用計上するものではありません。 
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「参考資料」

前年同四半期に係る連結損益計算書

科目

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)

金額(千円)

 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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前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

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)

金額(千円)

 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

  売上債権の増加額（△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

  敷金保証金の差入れによる支出 △ 2,360

  保険積立金の払込みによる支出 △ 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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