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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

（注１）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いないため、平成21年3月期第3四半期の経営成績についての記載を行っておりません。 
（注２）22年3月期第3四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。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第3四半期 306 ― △581 ― △566 ― △514 ―
21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △10,542.66 ―
21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 3,141 2,115 66.7 42,925.08
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3四半期  2,093百万円 21年3月期  2,643百万円

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  
（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） 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00 ―
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） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 610 △53.2 △465 ― △460 ― △400 ― △8,199.75
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 52,831株 21年3月期 52,831株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 4,049株 21年3月期 4,049株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 48,782株 21年3月期第3四半期 52,272株

※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. 本日、「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。 
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当第３四半期累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３四半期累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、シニアビジネス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、より厳格な要件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、従来の要件と比較して、それぞれ

年間505百万円と予想しておりましたが、特に前半にその影響を大きく受けやすく、売上計上が当第３

四半期会計期間末後にずれ込んだことから、当第３四半期累計期間における売上高は当初予想を下回り

ました。  

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

おらず、当第３四半期累計期間においても、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13,712千円の

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70,298千円増）ことに伴い、総額では微増いたしまし

た。  

 営業外損益においては、投資事業組合運用益26,332千円が発生し、特別損益においては、投資有価証

券の売却による投資有価証券売却益57,949千円及び投資有価証券売却損14,247千円、過去に発行した新

株予約権の消却に伴う自己新株予約権消却益8,943千円等が発生しております。  

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績といたしましては、売上高306,298千円、経常損失566,528

千円、四半期純損失514,291千円となりました。  

(ご参考） 

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。なお、前年第３四半期累計期

間の連結業績は、売上高1,013,833千円、経常損失163,166千円、四半期純損失306,292千円でありま

す。  

  

当３四半期末の総資産は3,141,255千円となり、前事業年度末と比較して1,014,443千円減少いたしまし

た。  

 資産はソフトウエアが523,215千円、ソフトウェア仮勘定が52,500千円、長期営業債権が86,786千円増

加したものの、現金及び預金が586,357千円、受取手形及び売掛金が798,642千円、投資有価証券が

261,841千円減少し、貸倒引当金70,298千円の積み増しが発生いたしました。  

 負債は、一年以内返済予定の長期借入金が133,400千円、長期借入金が24,350千円増加したものの、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458,676千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３四半期会計期間末後においても、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、企業のシニアマーケット攻略の動きは依然として根強いものがあり、シニアビ

ジネスサポート事業／企業サポート業務の受注環境においては改善の兆しが見られていることから、第

４四半期から平成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。  

 シニアビジネスサポート事業／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、現在の株価動向やＩＰＯ市場の環境を勘案するに、当期中の売上・収益獲

得は難しいと考えておりましたが、当第２四半期より保有営業投資有価証券の選別を行い売却方針とし

ていた一部対象銘柄につき、当期中の売却可能性が浮上してきている一方で、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人材サービス業務については、先行投資し

たことが功を奏し、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や中長期的なコスト削減を企図したこと

による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、経常発生コストは更に低減する見込みとなっております。また、当

期に新たに積み増した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、長期営業債権の回収

が見込まれていることから、当期中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、より厳格な要件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、従来要件と比較して、売上高、経常利益、当期純利益がそれぞれ505百万円減少すると予想してお

りました。売上計上時期につきましては、プロジェクトの長期化傾向に伴い、当初予想以上に後倒しに

なっており、そのため、通期売上高も当初予想を下回る見込みとなっております。ただし、売上計上が

後倒しになった減少分については、平成23年３月期以降に計上される形となります。  

 経常利益、当期純利益につきましては、上記コスト削減効果や貸倒引当金の改善、第３四半期累計期

間に発生した投資事業組合運用益、投資有価証券売却益及び自己新株予約権消却益等（前頁記載の通

り）により、当初予想を上回る見込みとなっております。  

  

 以上のことから、通期の業績見通しは、売上高610百万円（前期業績比53.2％減）、経常損失460百万

円（前期業績は317百万円の経常損失）、当期純損失400百万円（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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 207,067 

受取手形及び売掛金 452,058 

有価証券 1,194 

営業投資有価証券 388,206 

商品 1,664 

仕掛品 12,451 

貯蔵品 632 

未収還付法人税等 716 

未収消費税等 35,822 

その他 15,844 

貸倒引当金 △12,666 

流動資産合計 1,102,992 

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 △19,795 

建物及び構築物（純額） 37,775 

車両運搬具 269 

減価償却累計額 △254 

車両運搬具（純額） 14 

工具、器具及び備品 39,444 

減価償却累計額 △29,896 

工具、器具及び備品（純額） 9,547 

有形固定資産合計 47,337 

無形固定資産  

ソフトウエア 1,097,879 

ソフトウエア仮勘定 52,500 

その他 186 

無形固定資産合計 1,150,565 

投資その他の資産  

その他の関係会社有価証券 458,953 

その他 482,633 

貸倒引当金 △101,227 

投資その他の資産合計 840,359 

固定資産合計 2,038,262 

資産合計 3,141,255 
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 35,140 

短期借入金 100,000 

1年内返済予定の長期借入金 378,600 

未払法人税等 1,124 

ポイント引当金 11,695 

その他 26,306 

流動負債合計 552,866 

固定負債  

長期借入金 472,650 

固定負債合計 472,650 

負債合計 1,025,516 

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 △514,291 

自己株式 △96,892 

株主資本合計 2,154,842 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △60,870 

評価・換算差額等合計 △60,870 

新株予約権 21,767 

純資産合計 2,115,738 

負債純資産合計 3,141,255 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 306,298 

売上原価 478,402 

売上総損失（△） △172,104 

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 409,403 

営業損失（△） △581,508 

営業外収益  

受取利息 129 

受取配当金 578 

投資事業組合運用益 26,332 

その他 1,629 

営業外収益合計 28,670 

営業外費用  

支払利息 12,385 

その他 1,304 

営業外費用合計 13,689 

経常損失（△） △566,528 

特別利益  

投資有価証券売却益 57,949 

事業譲渡益 852 

新株予約権戻入益 560 

自己新株予約権消却益 8,943 

特別利益合計 68,306 

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（△） △512,471 

法人税、住民税及び事業税 1,820 

法人税等合計 1,820 

四半期純損失（△） △514,291 
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △512,471 

減価償却費 166,532 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 70,298 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △19 

受取利息及び受取配当金 △707 

支払利息 12,385 

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） △26,332 

投資有価証券売却損益（△は益） △43,702 

新株予約権戻入益 △560 

自己新株予約権消却益 △8,943 

事業譲渡損益（△は益） △852 

売上債権の増減額（△は増加） 714,710 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 13,712 

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,415 

未収消費税等の増減額（△は増加） △16,504 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,897 

仕入債務の増減額（△は減少） △7,851 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,712 

その他 4,006 

小計 354,099 

利息及び配当金の受取額 707 

利息の支払額 △12,467 

法人税等の還付額 18,031 

法人税等の支払額 △7,164 

営業活動によるキャッシュ・フロー 353,205 

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 △15,388 

投資有価証券の売却による収入 288,332 

有形固定資産の取得による支出 △150 

無形固定資産の取得による支出 △735,800 

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 

事業譲渡による収入 852 

投資活動によるキャッシュ・フロー △466,845 
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 200,000 

短期借入金の返済による支出 △830,000 

長期借入れによる収入 400,000 

長期借入金の返済による支出 △242,250 

配当金の支払額 △11,999 

新株予約権の発行による収入 3,360 

その他 △94 

財務活動によるキャッシュ・フロー △480,984 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △594,629 

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 8,273 

現金及び現金同等物の四半期末残高 208,262 
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当第３四半期会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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) 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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 前年同四半期に係る連結財務諸表 

 
  

 

「参考資料」

(1)四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日)

金額(千円)

売上高 1,013,833

売上原価 683,597

売上総利益 330,236

販売費及び一般管理費

 販売費及び一般管理費合計 422,746

営業損失 △ 92,510

営業外収益

 受取利息 2,929

 受取配当金 1,088

  雑収入 3,873

 営業外収益合計 7,891

営業外費用

 支払利息 8,421

 持分法による投資損失 69,290

  雑損失 834

 営業外費用合計 78,546

経常損失 △ 163,166

特別利益

 新株予約権戻入益 503
 特別利益合計 503

特別損失

 固定資産除却損 220

 投資有価証券評価損 103,233

 商品評価損 49,990

 その他 1,903

 特別損失合計 155,347

税金等調整前四半期純損失 △ 318,010

法人税、住民税及び事業税 4,181
過年度法人税等 39,870

法人税等調整額 △ 53,855

法人税等合計 △ 9,802

少数株主損失 △ 1,914

四半期純損失 △ 306,292
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(2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31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損失 △ 318,010

 減価償却費 65,581

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 352

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 11,713

 受取利息及び受取配当金 △ 4,017

 支払利息 8,421

 持分法による投資損益（△は益） 69,290

 投資有価証券評価損益（△は益） 103,233

 固定資産除却損 240

 売上債権の増減額（△は増加） △ 38,252

 営業投資有価証券の増減額（△は増加） 104,991

 たな卸資産の増減額（△は増加） 51,935

 未収消費税の増減額（△は増加） △ 10,674

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 11,110

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 29,964

 未払消費税の増減額（△は減少） △ 410

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,830

 その他 △ 125

 小計 30,245

 利息及び配当金の受取額 4,017
 利息の支払額 △ 8,071

 法人税等の還付額 90,066

 法人税等の支払額 △ 35,700

 営業活動によるキャッシュ・フロー 80,558

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 △ 331,420

 有形固定資産の取得による支出 △ 5,857

 無形固定資産の取得による支出 △ 215,494

 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 △ 567,709

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 2,100,000

 短期借入金の返済による支出 △ 2,400,000

 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 △ 108,900

 配当金の支払額 △ 25,961

 自己株式の取得による支出 △ 96,892

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 231,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 718,905

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 733,987

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3四半期決算短信

12




