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１　四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項
①　会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 ：　無

②　公認会計士又は監査法人による関与の有無 ：　無

２　平成19年３月期第１四半期の財務・業績概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日）
(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満を切捨てて表示しております。）

売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益
四半期（当期）
純　　利　　益

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第１四半期 669 133 134 79

18年３月期第１四半期 302 73 72 43

(参考)18年３月期 1,916 400 395 253

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第１四半期 463 92 437 81

18年３月期第１四半期 765 36 750 62

(参考)18年３月期 4,488 8 4,176 63

(注)１．期中平均株式数　平成18年３月期　56,585　株　平成19年３月期第1四半期　171,842　株

    ２．平成18年4月1日付をもって、１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］
　当第１四半期における国内経済は、原油価格の高騰による影響が懸念されますが、企業収益の改善を背景とした設

備投資の増加や、雇用環境の改善による個人消費の高まりにより、景気は回復基調を辿っております。

　このような状況の中で、日本国内におけるインターネット・ＥＣ市場は拡大を続けておりますが、一方で、インター

ネットへの信頼性を揺るがす個人情報やクレジットカード情報の漏洩事件もあり、企業・個人ともにセキュリティに

対する意識がこれまでになく高まっております。

　当社では、「EC事業者様への本業をサポート」をスローガンに、より魅力のある商品やサービスを消費生活者に提

供できるようEC事業者を支援する、総合決済サービス及びECインフラサービスの提供に経営資源を集中し、安全かつ

利便性の高いサービスを提供してまいりました。

　また平成18年4月１日付けで事業・組織の再編を行い、決済プラットフォーム事業と決済業務受託事業を統合すると

ともに、新規事業を担当する事業戦略室を立ち上げました。サービス内訳は、決済処理サービス、収納代行サービス、

情報セキュリティサービス、ＢＰＯ・その他のサービスとなっております。　

　当第１四半期の売上は、各サービスにおいて好調でありました。当社の各サービスの業績は次のとおりであります。
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 （百万円未満を切捨てて表示しております。）

当第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

（参考）
平成18年３月期

 決済処理サービス 146 108 509

　収納代行サービス 450 135 1,176

　情報セキュリティサービス 37 25 111

　ＢＰＯ・その他サービス 34 32 118

合計 669 302 1,916

 当第１四半期において、前事業年度末からの利用店舗数の純増が338店舗（当第１四半期末において2219店舗。稼動

店舗数は、サービス契約ごとに計上しております。）あり、また、店舗当たりの売上が大きい「収納代行サービス」

の割合が売上の67％に達しております。よりEC事業者の多様なニーズにこたえるべく、事業者側でクレジットカード

情報を持たずに決済できる安全性の高いシステム面、セキュリティ面の充実を図り、多くの大型店舗に高く評価され

導入につながっております。さらには個々の社員において業務を独自にシステム化するスキルを高め、合理化を図る

ことで業務の効率化に努め、利用店舗数が増加している中でも現状の人員で運用を行う努力をしたことが高い利益率

を維持する要因となっております。

　以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高669百万円、営業利益133百万円、経常利益134百万円、四半期純利益79

百万円となりました。

(2）財政状態の変動状況

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

19年３月期第１四半期 3,384 2,008 59.4 11,687 5

18年３月期第１四半期 2,445 1,701 69.6 30,217 91

(参考)18年３月期 3,251 1,928 59.3 33,677 66

　(注)

１．期末発行済株式数 平成18年３月期 57,262 株 平成19年３月期第１四半期 171,870 株

２．平成18年４月1日付をもって、１株につき３株の割合で株式分割を行なっております。

期末自己株式数 平成18年３月期 － 株 平成19年３月期第1四半期 － 株

[財政状態の変動に関する定性的情報等]

財政状態

（流動資産）

　当第１四半期末における流動資産の残高は、3,013百万円（前事業年度末2,905百万円）となり、108百万円増加しま

した。現金及び預金の増加54百万円及び売掛金の増加55百万円が主な要因です。現金及び預金並びに売掛金につきま

しては、営業収入の大幅な増加が主な要因であります。

（固定資産）

　当第１四半期末における固定資産の残高は、363百万円（前事業年度末337百万円）となり、26百万円増加しました。

主にソフトウェア26百万円の増加によるものであります。ソフトウェアにつきましては、主に決済システム、新規サー

ビス開発投資などの増加39百万円、減価償却に伴う減少13百万円によるものです。
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（流動負債）

　当第１四半期末における流動負債の残高は、1,375百万円（前事業年度末1,322百万円）となり、53百万円増加しま

した。収納代行預り金の増加136百万円および買掛金の増加29百万円、未払金の減少35百万円、税金納付に伴う未払法

人税等の減少66百万円および未払消費税等の減少17百万円が主な要因です。収納代行預り金につきましては、「収納

代行サービス」におけるクレジットカード・コンビニエンスストア・プリペイドの決済事業者から加盟店に対する売

上代金の預り金であります。

（資本）

　当第１四半期末における純資産合計は、2,008百万円（前事業年度末1,928百万円）となり、79百万円増加しました。

これは主に、第１四半期純利益の計上による利益剰余金の増加79百万円であります。

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
四半期末（期末）残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第１四半期 121 △67 0 2,578

18年３月期第１四半期 44 △31 － 2,027

(参考)18年３月期 675 △180 12 2,523

 

キャッシュ・フローの分析

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期における営業活動による資金の増加は121百万円（前事業年度末675百万円）であります。当第１四半

期での主な増加要因は、税引前当期利益134百万円、収納代行サービス取扱増に伴う収納代行預り金136百万円及び法

人税等の支払額119百万円などであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期における投資活動による資金の増加は△67百万円（前事業年度末△180百万円）であり、主なものはソ

フトウェア取得による支出67百万円であります。

３　平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　現時点において平成18年4月24日に公表いたしました業績に変更はありません。
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（添付資料）

第１四半期財務諸表

（１）第１四半期貸借対照表

当第１四半期末
（平成18年６月30日現在）

前第１四半期末
（平成17年６月30日現在）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,474,764 1,617,244 2,420,336

２．売掛金 349,663 146,560 293,771

３．有価証券 103,295 103,252 103,278

４．商品 25,477 37,832 18,502

５．短期貸付金 － 300,000 －

６．繰延税金資産 11,329 11,388 14,494

７．預け金 － 7,283 100

８．その他 68,402 19,880 70,242

貸倒引当金 △19,314 △13,630 △15,676

流動資産合計 3,013,618 89.0 2,229,811 91.2 2,905,051 89.3

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ※１ 34,453 1.0 26,308 1.1 37,418 1.2

(2)無形固定資産       

　１．ソフトウェア 215,353  136,875  189,196  

　２．その他 1,703  5,171  1,747  

　　無形固定資産合計 217,057 6.4 142,046 5.8 190,943 5.9

(3)投資その他の資産 111,912 3.3 34,409 1.4 108,879 3.3

固定資産合計 363,423 10.7 202,765 8.3 337,241 10.4

Ⅲ　繰延資産 7,158 0.2 12,490 0.5 9,117 0.3

資産合計 3,384,200 100.0 2,445,067 100.0 3,251,410 100.0
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当第１四半期末
（平成18年６月30日現在）

前第１四半期末
（平成17年６月30日現在）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 180,023 82,480 150,919

２．収納代行預り金 1,057,760 566,748 921,062

３．その他 137,582 94,811 250,979

流動負債合計 1,375,366 40.6 744,040 30.4 1,322,960 40.7

負債合計 1,375,366 40.6 744,040 30.4 1,322,960 40.7

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

　　１．資本金 ※２ 1,039,867 30.7 － － － －

　　２．資本剰余金       

   　(1)資本準備金 729,306 21.6 － － － －

　　３．利益剰余金       

　 　(1)その他利益剰余金       

        　繰越利益剰余金 239,479 7.1 － － － －

　　株主資本合計 2,008,653  －  －  

Ⅱ　新株予約権等        

    １．新株引受権  180 0.0 － － － －

　　新株予約権等合計  180  －  －  

 　純資産合計  2,008,833 59.4 － － － －

 　負債・純資産合計  3,384,200 100.0 － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ － － 1,031,394 42.2 1,039,626 32.0

Ⅱ　資本剰余金 － － 720,747 29.5 729,065 22.4

Ⅲ　利益剰余金 － － △51,116 △2.1 159,758 4.9

資本合計 － － 1,701,026 69.6 1,928,450 59.3

負債・資本合計 － － 2,445,067 100.0 3,251,410 100.0
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（２）第１四半期損益計算書

当第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 669,756 100.0 302,361 100.0 1,916,367 100.0

Ⅱ　売上原価 ※３ 421,778 63.0 137,906 45.6 1,112,119 58.0

売上総利益 247,977 37.0 164,454 54.4 804,247 42.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３ 114,875 17.2 91,010 30.1 403,345 21.0

営業利益 133,101 19.8 73,443 24.3 400,902 20.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 3,132 0.5 550 0.2 2,773 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 2,039 0.3 1,732 0.6 8,197 0.4

経常利益 134,194 20.0 72,261 23.9 395,478 20.6

Ⅵ　特別損失 ※４ － － － － 3,346 0.2

税引前第１四半期（当
期）純利益

134,194 20.0 72,261 23.9 392,131 20.5

法人税、住民税及び事
業税

52,075  237  111,807  

法人税等調整額 2,398 8.1 28,940 9.7 26,365 7.2

第１四半期（当期）純
利益

79,720 11.9 43,083 14.2 253,958 13.3

前期繰越損失 －  94,200  94,200  

第１四半期（当期）未
処分利益または未処理
損失（△）

－  △51,116  159,758  
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　（３）四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

新株引受権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益
剰余金

利益剰余
金合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,039,626 729,065 729,065 159,758 159,758 1,928,450 180 1,928,630

当第1四半期会計期間中の変動

額

新株の発行（千円） 241 241 241   482  482

当期純利益（千円）    79,720 79,720 79,720  79,720

株主資本以外の項目の当第

1四半期会計期間中の変動額

（純額）（千円）

      －  

　当第1四半期会計期間中の

　変動額合計（千円）
241 241 241 79,720 79,720 80,202 － 80,202

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,039,867 729,306 729,306 239,479 239,479 2,008,653 180 2,008,833
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（４）第１四半期キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

税引前第１四半期（当期）純利
益

134,194 72,261 392,131

減価償却費 16,809 14,380 65,251

新株発行費償却 1,959 1,674 7,837

貸倒引当金の増加額 3,638 4,406 6,452

受取利息及び受取配当金 △20 △434 △1,880

為替差益 － △39 △112

固定資産除却損 － － 3,346

売上債権の増加額 △55,891 △16,891 △170,244

たな卸資産の（△増加額）減少
額

△6,975 △12,955 6,375

仕入債務の増加額 29,103 40,369 108,808

未払消費税等の増加額（△減少
額）

△16,515 △7,150 18,188

収納代行預り金の増加額（△減
少額）

136,698 △80,186 274,126

その他 △1,407 35,221 △26,850

小計 241,593 50,655 683,431

利息及び配当金の受取額 20 434 1,880

法人税等の支払額 △119,966 △6,527 △9,319

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

121,648 44,563 675,991

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 △626 △2,526 △22,802

無形固定資産の取得による支出 △67,059 △29,236 △82,247

投資有価証券の取得による支出 － － △75,000

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△67,685 △31,762 △180,049
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当第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

株式の発行による収入 482 － 12,622

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

482 － 12,622

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

－ 39 112

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 54,444 12,840 508,676

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,523,615 2,014,939 2,014,939

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期
末（期末）残高

2,578,060 2,027,779 2,523,615
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

 
（参考）

平成18年３月期
 

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

      同　　左

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同　　左

(2) たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商品

      同　　左

(2) たな卸資産

商品

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

器具及び備品　　４～６年

建物　10～18年

器具及び備品　　４～６年 　　　器具及び備品　　４～６年

　　　建物　10～18年

(2）無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年以内）に基づい

ております。

(2）無形固定資産

　　　　同　　左

 

(2）無形固定資産

同　　左

３．引当金の計上基準 貸倒引当金

売上債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。

貸倒引当金

同　　左

貸倒引当金

同　　左

４．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び預け金並びに容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同　　左 同　　左

５．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

(1）消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺して流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

(1）消費税等の処理方法

同　　左

(1）消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

(2）繰延資産の処理方法

新株発行費

商法施行規則の規定に基づき３

年間で毎期均等額を償却してお

ります。

(2）繰延資産の処理方法

新株発行費

同　　左

(2）繰延資産の処理方法

新株発行費

同　　左
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 財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　当第１四半期

（自　平成18年４月１日

    至　平成18年６月30日）　　　　

　前第１四半期

（自　平成17年４月１日

    至　平成17年６月30日）　

（参考）

平成18年3月期

─　　　　 ─

　(固定資産の減損に係る会計基準)

　当会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書]（企業会

計審議会　平成14年8月9日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第6号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありま

せん。 　

（貸借対照表の純資産の部の表示に関　

　　する会計基準)

　当事業年度より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９日）を

適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額

は、2,008,653千円であります。　

─ ─
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注記事項

（第１四半期貸借対照表関係）

当第１四半期末

（平成18年６月30日現在）

前第１四半期末

（平成17年６月30日現在）

（参考）

平成18年３月期

※１　有形固定資産の減価償却

累計額
59,662千円

※１　有形固定資産の減価償却

累計額
46,905千円

※１　有形固定資産の減価償却

累計額
56,696千円

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 675,504株

発行済株式総数 普通株式 171,870株

授権株式数 普通株式 225,168株

発行済株式総数 普通株式 56,292株

授権株式数 普通株式 225,168株

発行済株式総数 普通株式 57,262株

（第１四半期損益計算書関係）

当第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

（参考）
平成18年3月期

 

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

消費税等還付金収入 3,111千円 受取利息 422千円 受取利息 1,834千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

新株発行費償却 1,959千円 新株発行費償却 1,674千円 新株発行費償却 7,837千円

※３　減価償却実施額 ※３　減価償却実施額 ※３　減価償却実施額

有形固定資産 2,965千円

無形固定資産 13,843千円

有形固定資産 2,458千円

無形固定資産 11,921千円

有形固定資産 12,251千円

無形固定資産 53,000千円

 ※４　特別損失

固定資産除却損 3,346千円

　（第１四半期株主資本等変動計算書関係）

 当第１四半期（平成18年４月１日～平成18年６月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数

 
前事業年度末

株式数（株）

    当第１四半期

    増加株式数（株）

    当第１四半期

    減少株式数（株）

当第１四半期末

株式数（株）

 発行済株式     

 　普通株式 57,262 114,608 － 171,870

 　　　合　計 57,262 114,608 － 171,870

 　（注）1.普通株式の発行済株式総数の増加114,524株は、平成18年４月１日をもって、１株を３株とする株式分割を

 　　　　　行ったことによるものであります。

 　（注）2.普通株式の発行済株式総数の増加84株は、新株予約権の行使による増加であります。

 

 ２．新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当第１四半期末

残高（千円）前事業年度末
当第１四半期

増加

当第１四半期

減少

当第１四半期

末

 平成13年10月

 新株引受権
 普通株式 1,071 2,142 － 3,213 －

 平成16年２月

 新株予約権
 普通株式 2,548 5,096 84 7,560 －

 合計 － － － － － －

 　（注）1.新株引受権、新株予約権の目的となる株式の当第１四半期の増加は、平成18年４月１日をもって、１株を３

　　　 　　株とする株式分割を行ったことによるものであります。

　　　　 2.平成16年２月新株予約権の目的となる株式の当第１四半期の減少は、新株予約権の行使によるものです。
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（第１四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前第１四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

（参考）
平成18年3月期

 

※現金及び現金同等物の第１四半期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

※現金及び現金同等物の第１四半期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年６月30日）

（千円）

（平成17年６月30日）

（千円）

（平成18年３月31日）

（千円）

現金及び預金勘定 2,474,764

有価証券 103,295

現金及び現金同等物 2,578,060

現金及び預金勘定 1,617,244

有価証券 103,252

短期貸付金 300,000

預け金 7,283

現金及び現金同等物 2,027,779

現金及び預金勘定 2,420,336

有価証券 103,278

現金及び現金同等物 2,523,615
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