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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　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：　無

  ②　連結及び持分法の適用範囲の異動状況　 　　　　   ：　無

  ③  公認会計士又は監査法人による関与の有無　　　　　：  無

 

２．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）      （百万円未満切捨て）

(1）連結経営成績  

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 ％

20年３月期第１四半期 752 － 151 － 153 － 91 －

19年３月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）19年３月期 2,812  590  581  329  

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

20年３月期第１四半期 528 89 506 90

19年３月期第１四半期 － － － －

（参考）19年３月期 1,909 72 1,808 08

 （注）期中平均株式数　平成20年３月期第1四半期　172,827株　　　　平成19年３月期　172,461株

(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

20年３月期第１四半期 3,766 1,899 49.9 11,211 43

19年３月期第１四半期 － － － － －

（参考）19年３月期 4,093 2,287 55.4 13,066 17

(3）連結キャッシュ・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
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 200 △37 △479 1,873

19年３月期第１四半期 － － － －

（参考）19年３月期 836 △1,180 10 2,189

 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、対前期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

通期 3,500 24.4 730 25.5 430 30.5 2,488 04
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４．その他

 　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） 

　  平成20年３月期第1四半期　174,143株  平成19年３月期　173,580株

②　期末自己株式数　　　　　　　　　　

　  平成20年３月期第1四半期　　6,462株  平成19年３月期　     －株

 

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期第１四半期の個別業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 751 12.1 151 14.0 155 15.6 92 16.5

19年３月期第１四半期 669 121.5 133 81.2 134 85.7 79 85.0

（参考）19年３月期 2,812  592  588  336  

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

20年３月期第１四半期 537 22 514 88

19年３月期第１四半期 463 92 437 81

（参考）19年３月期 1,952 26 1,848 36

(2）個別財政状態  

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

20年３月期第１四半期 3,755 1,888 50.3 11,263 78

19年３月期第１四半期 3,384 2,008 59.4 11,687  　　　　05

（参考）19年３月期 4,080 2,275 55.8 13,108 45

 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、対前期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

通期 3,400 20.8 730 23.9 430 27.7 2,488 04

３．その他

 　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） 

　  平成20年３月期第1四半期　174,143株  平成19年３月期第1四半期　171,870株  平成19年３月期　173,580株

②　期末自己株式数　　　　　　　　　　

　  平成20年３月期第1四半期　　6,462株  平成19年３月期第1四半期　　　 －株  平成19年３月期　     －株

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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【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

［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、原油高の動向、金利の上昇などによる影響に留意が必要であるものの、企業収

益の高水準な推移に伴う設備投資の増加や、雇用情勢の改善による個人消費の回復などにより、景気は緩やかに拡大

しております。

　このような状況の中、日本におけるインターネット・EC市場は堅調な成長が続いている一方で、インターネット上

では、個人情報の漏洩やクレジットカード情報の漏洩による不正利用も増加しており、企業・個人ともにセキュリティ

に対する意識がこれまで以上に高まっております。　　　

　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事業者様を支援する、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。

　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。当社の各サービス別の業績は次のとおりでありま

す。

 

（百万円未満を切り捨てて表示しております。）　

 

　　　当第1四半期

（自　平成19年４月１日

　至　平成19年6月30日）

　　　前第1四半期

（自　平成18年４月１日

　至　平成18年6月30日）

（参考）

平成19年３月期

 決済処理サービス 181 － 657

 収納代行サービス 502 － 1,854

 情報セキュリティサービス 42 － 179

 ＢＰＯサービス等 13 － 103

 広告関連サービス 11 － 18

 合計 752 － 2,812

 

　決済処理サービス、収納代行サービスについては、当第１四半期において、前連結会計年度末からの利用店舗数の

純増が409店舗（当第１四半期末において3,060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。）であ

りました。また、店舗当たりの売上が大きいクレジットカード決済サービス、コンビニエンスストア決済サービスが

順調に推移しております。これらが、売上高に影響し、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

力をしたことが比較的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752百万円、営業利益151百万円、経常利益153百万円、四半期純利益

91百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

　当第１四半期末における流動資産の残高は、3,315百万円（前連結会計年度末3,647百万円）となり、332百万円減

少しました。現金及び預金の減少316百万円につきましては、自己株式の取得による支出が主な要因であります。

（固定資産）

　当第1四半期における固定資産の残高は、450百万円（前連結会計年度末444百万円）となり、6百万円増加いたしま

した。

（流動負債）

　当第1四半期における流動負債の残高は、1,866百万円（前連結会計年度末1,805百万円）となり、60百万円増加い

たしました。これは、収納代行預り金229百万円増加、法人税等の支払に伴う未払法人税等121百万円の減少が主な要

因であります。

（純資産）

　当第1四半期における純資産の残高は、1,899百万円（前連結会計年度末2,287百万円）となり、388百万円減少いた

しました。これは、自己株式の取得による482百万円の減少が主な要因であります。
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３．業績予想に関する定性的情報

  現時点で、平成19年４月24日公表の予想に変更はありません。

　上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。
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５．四半期連結財務諸表

(1）第１四半期連結貸借対照表

当第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日）

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

区分  　　金額（千円）  　　金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,769,547 2,085,873

２．売掛金 381,619 389,869

３．有価証券 1,103,509 1,103,439

４．たな卸資産 12,422 27,986

５．繰延税金資産 9,019 18,223

６．その他 54,187 39,447

貸倒引当金 △15,163 △16,841

流動資産合計 3,315,141 3,647,998

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産　　※ 34,292 36,123

(2)無形固定資産   

１. ソフトウェア 227,855 232,709

２．その他 28,483 14,057

 無形固定資産合計 256,339 246,766

(3)投資その他の資産 159,575 161,226

 固定資産合計 450,206 444,117

Ⅲ　繰延資産 959 1,279

 資産合計 3,766,308 4,093,396

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 217,088 234,706

２．収納代行預り金 1,501,245 1,271,710

３．その他 148,353 299,274

流動負債合計 1,866,687 1,805,690

負債合計 1,866,687 1,805,690

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本   

１．資本金　　　　　　　 1,046,329 1,044,721

２．資本剰余金 735,809 734,195

３．利益剰余金 580,516 489,109

４．自己株式 △482,711 －

株主資本合計 1,879,944 2,268,026

Ⅱ　新株予約権 136 141

Ⅲ　少数株主持分 19,540 19,537

純資産合計 1,899,620 2,287,705

負債・純資産合計 3,766,308 4,093,396
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(2）第１四半期連結損益計算書

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 　金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 752,489 2,812,986

Ⅱ　売上原価　　　　　　　 477,648 1,782,421

　売上総利益 274,840 1,030,564

Ⅲ　販売費及び一般管理費　※１ 123,080 439,618

　営業利益 151,760 590,945

Ⅳ　営業外収益　　　　　   

　　　受取利息 4,761 2,622

　　　消費税等還付金収入 － 2,860

　　　その他　　 67 1,342

　営業外収益合計 4,828 6,825

Ⅴ　営業外費用　　　　   

　　　新株発行費償却 320 7,837

　　　持分法による投資損失 1,446 6,066

　　　棚卸資産評価損 － 2,118

　　　支払手数料 965 －

　　　その他 152 437

　営業外費用合計 2,883 16,460

　経常利益 153,705 581,311

Ⅵ　特別利益　　　　　　　   

　　　貸倒引当金戻入益 1,467 －

Ⅶ　特別損失　　　　　　　   

　　1.　前期損益修正損　　※２ － 19,637

2.  固定資産除却損　　※３ － 703

　税金等調整前第１四半期（当期）
純利益

155,173 560,970

　法人税、住民税及び事業税 54,354 236,457

　法人税等調整額 9,409 △4,375

  少数株主損益 2 △462

   第１四半期（当期）純利益 91,407 329,351
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(3）第１四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

株主資本
新株予約権

少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

　（千円）
1,044,721 734,195 489,109 － 2,268,026 141 19,537 2,287,705

第１四半期連結会計期間中の　

変動額

新株の発行（千円） 1,608 1,613   3,222 △5  3,216

第１四半期純利益（千円）   91,407  91,407   91,407

株主資本以外の項目の

第１四半期

連結会計期間中の変動額　　

（純額）（千円）

     － 2 2

自己株式の取得（千円）    △482,711 △482,711   △482,711

第１四半期連結会計期間中の　

変動額　合計（千円）
1,608 1,613 91,407 △482,711 △388,082 △5 2 △388,085

平成19年６月30日　残高

　（千円）
1,046,329 735,809 580,516 △482,711 1,879,944 136 19,540 1,899,620

（参考）前連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

株主資本
新株予約権

少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

　平成18年３月31日　残高

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

　連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 5,094 5,130  10,225 △38  10,186

当期純利益（千円）   329,351 329,351   329,351

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額（純額）

（千円）

    － 19,537 19,537

　連結会計年度中の変動額

　合計（千円）
5,094 5,130 329,351 339,576 △38 19,537 359,075

平成19年3月31日　残高

(千円）
1,044,721 734,195 489,109 2,268,026 141 19,537 2,287,705
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(4）第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

　　　税金等調整前第１四半期（当期）純利益 155,173 560,970

減価償却費 19,727 75,385

新株発行費償却 320 7,837

貸倒引当金の増減額 △1,677 1,165

受取利息及び受取配当金 △4,761 △2,622

持分法による投資損失 1,446 6,066

固定資産除却損 － 703

売上債権の増減額 8,250 △96,097

たな卸資産の増減額 15,563 △9,484

仕入債務の増減額 △17,617 83,786

未払消費税の増減額 △18,006 7,583

収納代行預り金の増加額 229,535 350,647

その他 △13,865 22,270

小計 374,087 1,008,214

利息および配当金の受取額 87 2,519

法人税等の支払額 △173,657 △174,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,517 836,392

 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 △4,755 △7,100

 　　　無形固定資産の取得による支出 △32,524 △136,013

　　　 投資有価証券の取得による支出 － △1,055,500

 　　　新規連結子会社の取得による収入　　　※２ － 20,000

 　　　保証金の差入による支出 － △2,267

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,279 △1,180,881

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

 　　自己株式の取得による支出 △482,711 －

 　　株式の発行による収入 3,216 10,186

財務活動によるキャッシュ・フロー △479,494 10,186

Ⅳ　現金および現金同等物の減少額 △316,256 △334,302

 Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,189,312 2,523,615

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高　
※１

1,873,056 2,189,312
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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

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

eCURE株式会社

 

 

 

(2)非連結子会社の数　１社

非連結子会社の名称

有限会社バイスマート

（連結の範囲から除いた理由）

  非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純利

益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

(1)連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

eCURE株式会社

平成18年11月１日に設立したこ

とにより、連結の範囲に含めて

おります。

(2)        　同左

 

２．持分法の適用に関する

事項

(1）持分法適用の関連会社数

１社

持分法適用の関連会社の名称

株式会社エフカフェ　

(1)　　　　　同左

 

 

 

(2）  非連結子会社（有限会社バイ

スマート）は小規模であり、当

期純損益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等の連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であるため、

持分法を適用しておりません。

(2)        　同左

３．連結子会社の第１四半期

決算日等に関する事項

  すべての連結子会社の第１四半期

の末日は、第１四半期連結決算日と

一致しております。

  すべての連結子会社の事業年度は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する

事項

(1)重要な資産の評価基準および評

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

②たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

(1)重要な資産の評価基準および評

価方法　

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

同左

(2)重要な減価償却資産の減価償却

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。

建物　　　　　　　６～15年

器具及び備品　　　４～６年

②無形固定資産

  定額法によっております。

  ただし、ソフトウェアのう

ち自社利用目的のソフトウェ

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)重要な減価償却資産の減価償却

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。

建物　　　　　　　　　15年

器具及び備品　　　４～６年

②無形固定資産

同左

 

－ 9 －



項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3)重要な引当金の計上基準

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。

(3)重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

５．その他四半期財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜き方式

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。

消費税等の会計処理

同左

６．四半期連結キャッシュ・

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

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の変更

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (減価償却の方法）

　当連結会計年度から、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降取得の固定資産に

ついては、改正法人税法に規定する償却方法

により、減価償却費を計上しております。な

お、この変更に伴う営業利益、経常利益、税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽微で

あります。

 

 

―――――
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(5）注記事項

（第１四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日現在）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※有形固定資産の減価償却累計額

71,044千円

※有形固定資産の減価償却累計額

68,468千円

（第１四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

報酬・給与　　　　　　　　　 53,873千円

 業務委託費                   19,224千円

 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

報酬・給与及び賞与　　　　　185,795千円

 業務委託費                   47,282千円

 貸倒引当金繰入額　　　　　　　2,763千円

 

 

※２．前期損益修正損は、一部売上の月ずれ計

上によるものであります。

 

 

 

※３．固定資産除却損の主な内容は次のとおり

になります。

器具及び備品  　　127千円

ソフトウェア  　　575千円

　　計  　　703千円

（第１四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

 　　前第１四半期連結株主資本等変動計算書については、連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

 

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当第１四半期連結
会計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結
会計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結
会計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 173,580 563 － 174,143

合計 173,580 563 － 174,143

自己株式

普通株式 － 6,462 － 6,462

合計 － 6,462 － 6,462

 　（注）1.普通株式の発行済株式総数の増加563株は、新株予約権の行使による増加であります。

 　（注）2.普通株式の自己株式数の増加6,462株は、自己株式の取得による増加であります。

 

新株予約権に関する事項

区分 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
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

ストックオプションとしての

新株予約権
－ － － － － 136

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 136
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末
株式数
（株）

当連結会計年度増加
株式数
（株）

当連結会計年度減少
株式数
（株）

 当連結会計年度末　
株式数
（株）

発行済株式

普通株式 57,262 116,318 － 173,580

合計 57,262 116,348 － 173,580

（注)１．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い、発行済株式総数が114,524株増加しており

ます。　　　　

  　 ２．新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,794株増加しております。

 

新株予約権に関する事項

区分 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） 
当連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
期間増加

当連結会計
期間減少

当連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

ストックオプションとしての

新株予約権
－ － － － － 141

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 141

（第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．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

※１．現金及び現金同等物の前連結会計年度末

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19年6月30日） （平成19年3月31日）

（千円）

現金及び預金勘定 1,769,547

有価証券 103,509

現金及び現金同等物 1,873,056

（千円）

現金及び預金勘定 2,085,873

有価証券 103,439

現金及び現金同等物 2,189,312

 

 

※２．株式の取得により連結子会社となった

 会社の資産及び負債の内訳

 eCURE株式会社を合弁で設立したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得と取得に伴う収入との関

係は次のとおりであります。

（千円）

流動資産 75,000

少数株主持分 △20,000

株式の取得価格 55,000

現金及び現金同等物 75,000

差引：新規連結子会社の

取得による収入
20,000
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６．四半期個別財務諸表

(1）第１四半期貸借対照表

前第１四半期末
（平成18年６月30日）

当第１四半期末
（平成19年６月30日）

 増減
(参考）

平成19年３月31日

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率 金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,474,764 1,699,264 △775,500 △31.3 2,016,294

２．売掛金 349,663 380,795 31,132 8.9 389,449

３．有価証券 103,295 1,103,509 1,000,213 968.3 1,103,439

４．商品 25,477 10,260 △15,217 △59.7 24,656

５．繰延税金資産 11,329 9,019 △2,309 △20.4 18,223

６．その他 68,402 54,213 △14,189 △20.7 39,232

貸倒引当金 △19,314 △15,163 4,150 △21.5 △16,841

流動資産合計 3,013,618 3,241,899 228,280 7.6 3,574,454

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産　※ 34,453 34,292 △160 △0.5 36,123

(2)無形固定資産　

   １．ソフトウェア 204,558 227,855 23,296 11.4 232,709

   ２．その他 12,498 28,483 15,984 127.9 14,057

 　無形固定資産合計　 217,057 256,339 39,281 18.1 246,766

(3)投資その他の資産 111,912 222,087 110,175 98.4 222,293

 　　固定資産合計 363,423 512,719 149,296 41.1 505,183

Ⅲ　繰延資産 7,158 959 △6,198 △86.6 1,279

資産合計 3,384,200 3,755,578 371,378 11.0 4,080,918

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 180,023 217,088 37,065 20.6 234,706

 ２．未払法人税等 49,654 56,513 6,859 13.8 177,941

３．収納代行預り金 1,057,760 1,501,245 443,484 41.9 1,271,710

４．その他 87,927 91,872 3,944 4.5 121,054

流動負債合計 1,375,366 1,866,720 491,353 35.7 1,805,412

負債合計 1,375,366 1,866,720 491,353 35.7 1,805,412

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 1,039,867 1,046,329 6,462 0.6 1,044,721

２．資本剰余金      

　 資本準備金 729,306 735,809 6,503 0.9 734,195

３．利益剰余金      

　その他利益剰余金      

繰越利益剰余金 239,479 589,294 349,814 146.1 496,447

４．自己株式 － △482,711 △482,711 － －

株主資本合計 2,008,653 1,888,721 △119,931 △6.0 2,275,364

Ⅱ　新株予約権 180 136 △44 △24.5 141

純資産合計 2,008,833 1,888,857 △119,975 △6.0 2,275,505

負債・純資産合計 3,384,200 3,755,578 371,378 11.0 4,080,918
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(2）第１四半期損益計算書

前第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

 　　　　増減
（参考）

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 　増減率 金額（千円）

Ⅰ　売上高 669,756 751,055 81,299 12.1 2,812,586

Ⅱ　売上原価　　　　　　　
※３

421,778 476,775 54,996 13.0 1,782,177

売上総利益 247,977 274,280 26,302 10.6 1,030,408

Ⅲ　販売費及び一般管理費　
※３

114,875 122,528 7,652 6.7 437,896

営業利益 133,101 151,751 18,650 14.0 592,512

Ⅳ　営業外収益　　　　　　
※１

3,132 4,828 1,696 54.2 6,812

Ⅴ　営業外費用　　　　　　
※２

2,039 1,437 △601 △29.5 10,394

経常利益 134,194 155,143 20,948 15.6 588,931

Ⅵ　特別利益　　　　　　　 － 1,467 1,467 － －

Ⅶ　特別損失　　　　　　 － － － － 20,340

税引前第１四半期
（当期）純利益

134,194 156,610 22,416 16.7 568,590

法人税、住民税及び事
業税

52,075 54,354 2,279 4.4 236,277

法人税等調整額 2,398 9,409 7,010 292.2 △4,375

第１四半期（当期）純
利益

79,720 92,846 13,126 16.5 336,688
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(3）第１四半期株主資本等変動計算書

前第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

前第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前第

1四半期会計期間中の変動額

（純額）（千円）

      － －

　前第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

当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
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19年３月31日　残高

　（千円）
1,044,721 734,195 734,195 496,447 496,447 － 2,275,364 141 2,275,505

第１四半期会計期間中の

変動額

新株の発行（千円） 1,608 1,613 1,613    3,222 △5 3,216

第１四半期純利益（千円）    92,846 92,846  92,846  92,846

 自己株式の取得 (千円）      △482,711 △482,711  △482,711

株主資本以外の項目の

第１四半期会計期間中の

変動額（純額）

（千円）

       － －

第１四半期会計期間中の変

動額合計（千円）
1,608 1,613 1,613 92,846 92,846 △482,711 △386,642 △5 △386,647

平成19年６月30日　残高

（千円）
1,046,329 735,809 735,809 589,294 589,294 △482,711 1,888,721 136 1,888,857
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

新株予約権 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

当事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 5,094 5,130 5,130   10,225 △38 10,186

当期純利益（千円）    336,688 336,688 336,688  336,688

株主資本以外の項目の

当事業年度中の変動額

(純額）（千円）

      － －

当事業年度中の変動額合計

（千円）
5,094 5,130 5,130 336,688 336,688 346,913 △38 346,875

平成19年3月31日　残高

（千円）
1,044,721 734,195 734,195 496,447 496,447 2,275,364 141 2,275,505
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(4）第１四半期キャッシュ・フロー計算書

 当第１四半期及び前事業年度のキャッシュ・フロー計算書については、連結財務諸表を作成しているため、記載しており

ません。

前第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

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 － －

減価償却費 16,809 － －

新株発行費償却 1,959 － －

貸倒引当金の増加額 3,638 － －

受取利息及び受取配当金 △20 － －

売上債権の増加額 △55,891 － －

たな卸資産の増加額 △6,975 － －

仕入債務の増加額 29,103 － －

未払消費税等の減少額 △16,515 － －

収納代行預り金の増加額 136,698 － －

その他 △1,407 － －

小計 241,593 － －

利息及び配当金の受取額 20 － －

法人税等の支払額 △119,966 － －

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,648 － －

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 － －

無形固定資産の取得による支出 △67,059 － －

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,685 － －

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 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー 482 － －

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 54,444 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,523,615 － －

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末　
（期末)残高

2,578,060 － －
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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
前第１四半期

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）
平成19年３月期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

建物　　　　　　10～18年

器具及び備品　　４～６年

(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。

建物　　　　　　６～15年

器具及び備品　　４～６年

(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。

建物　　　　　　　　15年

器具及び備品　　４～６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。

 

 

 

―――――

 

 

 

―――――

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。

(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。

(1）消費税等の処理方法

同左

 

 

 

 

 

(2）繰延資産の処理方法

新株発行費

旧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。

(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

同左
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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の変更

前第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）
平成19年３月期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。　

 

 

 

 

―――――

（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等の

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、

2,275,364千円であります。

 

 

―――――

 (減価償却の方法）

　当事業年度から、法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得の固定資産につい

ては、改正法人税法に規定する償却方法によ

り、減価償却費を計上しております。なお、

この変更に伴う営業利益、経常利益、税金等

調整前当期純利益に与える影響は軽微であり

ます。

 

 

―――――
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(5）注記事項

（第１四半期貸借対照表関係）

前第１四半期末
（平成18年６月30日現在）

当第１四半期末
（平成19年６月30日現在）

前事業年度
（平成19年３月31日）

※有形固定資産の減価償却累計額

59,662千円

※有形固定資産の減価償却累計額

　　71,044千円

※有形固定資産の減価償却累計額

68,468千円

（第１四半期損益計算書関係）

前第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

消費税還付金収入　　　　　3,111千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

有価証券利息　 　  　　　4,761千円

 

※１．営業外収益のうち主要なもの

消費税還付金収入　　　　 2,860千円

受取利息　　　　　　     2,305千円

※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

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払手数料　　　　　 　　　965千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

新株発行費償却　　　  　 7,837千円

※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

※３．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　 2,576千円

無形固定資産　　　　　　17,150千円

※３．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　12,476千円

無形固定資産　　　　　　62,909千円

（第１四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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）

 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。

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び総数に関する事項

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）

自己株式

普通株式 － 6,462 － 6,462

合計 － 6,462 － 6,462

 　（注）普通株式の自己株式数の増加6,462株は、自己株式の取得による増加であります。

 

－ 20 －



前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 該当事項はありません。

 

（第１四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期及び前事業年度のキャッシュ・フロー計算書関係については、連結財務諸表を作成しているため、記載して

おりません。

前第１四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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

 

（平成18年６月30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

――――― ―――――

（重要な後発事象）

 　　　該当事項はありません。
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