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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 1,119 ― 234 ― 231 ― 137 ―

20年3月期第1四半期 752 ― 151 ― 153 ― 91 ―

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1四半期 829.24 805.15
20年3月期第1四半期 528.89 506.90

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1四半期 4,424 2,105 47.6 12,703.37
20年3月期 4,349 2,049 47.1 12,384.57

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,105百万円 20年3月期  2,049百万円

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  
 

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 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 600.00 600.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ―

通期 4,800 29.5 950 24.4 560 24.7 3,380.66

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  無  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  176,381株 20年3月期  176,118株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  10,607株 20年3月期  10,607株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  165,648株 20年3月期第1四半期  172,827株
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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

　当第１四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界経済の減速懸念、原油価格や

原材料の高騰、急激な円高の進行等により、先行きの不透明感が強まる状況となりました。

　このような状況の下、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おります。その一方で、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以上に高まっております。

　当社では、「EC事業者様のコアビジネス（本業）への専念をサポート」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。

　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20年４月１日

　至　平成20年６月30日）

　前第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20年３月期

 決済処理サービス 225 181 784

 収納代行サービス 803 502 2,525

 情報セキュリティサービス 64 42 210

 ＢＰＯサービス等 9 13 62

 広告関連サービス 16 11 121

合計 1,119 752 3,705

 

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

比較的小規模なモール型店舗の減少等により、23店舗減少しているものの（当第１四半期末において2,475店舗、稼動

店舗数はサービス契約ごとに計上）、店舗当たりの売上が大きい収納代行サービスにおいて、各店舗の取扱高が堅調

に推移し、また、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及び電子マネー決済サービス

等を併用する店舗が増加した結果、売上高が増加しております。さらには業務のシステム化・合理化を徹底すること

で、取引が増加している中でも人員増加を抑制することができ、比較的高い利益率を維持する要因となっておりま

す。

　この結果、当第１四半期の業績は、売上高1,119百万円、営業利益234百万円、経常利益231百万円、四半期純利益

137百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産額は4,424百万円となり、前連結会計年度末と比較し75百万円増加いたしました。これは収

納代行サービスの増加に伴う現金及び預金の増加が主な要因となります。

　負債総額は2,318百万円となり、前連結会計年度末と比較し19百万円増加いたしました。これは収納代行預り金の増

加150百万円及び未払法人税等の減少108百万円が主な要因となります。

　純資産額は2,105百万円となり、前連結会計年度末と比較し56百万円増加いたしました。これは利益剰余金の増加が

主な要因となります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　現時点で、平成20年４月23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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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）

　該当事項はありません。

（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

　該当事項はありません。

（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

　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。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年６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 2,257,734 2,209,986

売掛金 527,842 538,201

有価証券 1,000,000 1,000,000

商品 38,521 25,524

その他 127,674 90,412

貸倒引当金 △16,445 △16,493

流動資産合計 3,935,328 3,847,630

固定資産   

有形固定資産 64,086 67,873

無形固定資産 269,697 275,898

投資その他の資産 155,227 157,817

固定資産合計 489,011 501,589

資産合計 4,424,339 4,349,220

負債の部   

流動負債   

買掛金 314,384 303,712

未払法人税等 87,692 195,885

収納代行預り金 1,814,187 1,663,638

引当金 5,000 5,000

その他 97,099 131,108

流動負債合計 2,318,363 2,299,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,052,695 1,051,947

資本剰余金 742,213 741,461

利益剰余金 992,755 938,149

自己株式 △681,775 △681,775

株主資本合計 2,105,889 2,049,783

新株予約権 87 92

純資産合計 2,105,976 2,049,875

負債純資産合計 4,424,339 4,349,220
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 1,119,869

売上原価 751,712

売上総利益 368,156

販売費及び一般管理費 133,917

営業利益 234,239

営業外収益  

受取利息 4,986

その他 351

営業外収益合計 5,338

営業外費用  

支払利息 5,085

持分法による投資損失 2,350

その他 295

営業外費用合計 7,731

経常利益 231,845

特別利益  

貸倒引当金戻入額 47

特別利益合計 47

税金等調整前四半期純利益 231,893

法人税、住民税及び事業税 85,561

法人税等調整額 8,970

法人税等合計 94,532

四半期純利益 137,361
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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) 

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 231,893

減価償却費 28,625

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47

受取利息及び受取配当金 △4,986

支払利息 5,085

持分法による投資損益（△は益） 2,350

売上債権の増減額（△は増加） 10,358

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,997

仕入債務の増減額（△は減少） 10,671

収納代行預り金の増減額（△は減少） 150,549

その他 △57,210

小計 364,292

利息の支払額 △5,085

法人税等の支払額 △192,398

営業活動によるキャッシュ・フロー 166,808

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 △1,988

無形固定資産の取得による支出 △35,824

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,812

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 16,000,000

短期借入金の返済による支出 △16,000,000

株式の発行による収入 1,494

配当金の支払額 △82,742

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,747

現金及び現金同等物の期首残高 2,209,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,257,734

- 3 -



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社グループは決済サービス事業者として、決済サービスの提供を行っており、当該事業以外に事業の種類が

ないため、該当事項はありません。　

ｂ．所在地別セグメント情報

　本邦以外の国又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。

ｃ．海外売上高

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 752,489

Ⅱ　売上原価 477,648

売上総利益 274,840

Ⅲ　販売費及び一般管理費 123,080

営業利益 151,760

Ⅳ　営業外収益 4,828

Ⅴ　営業外費用 2,883

経常利益 153,705

Ⅵ　特別利益 1,467

税金等調整前四半期純利益 155,173

税金費用 63,763

少数株主利益 2

四半期純利益 91,407
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 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利益 155,173

減価償却費　 19,727

新株発行費償却　 320

貸倒引当金の増加額 △1,677

受取利息及び受取配当金 △4,761

持分法による投資損失　 1,446

売上債権の減少額　 8,250

たな卸資産の減少額　 15,563

仕入債務の減少額　 △17,617

未払消費税の減少額　 △18,006

収納代行預り金の増加額　 229,535

その他　 △13,865

小計 374,087

利息及び配当金の受取額 87

法人税等の支払額　 △173,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,517

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

無形固定資産の取得による支出　 △32,524

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,279

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

財務活動によるキャッシュ・フロー △479,494

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △316,256

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,189,312

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,873,056
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　当社グループは決済サービス事業者として、決済サービスの提供を行っており、当該事業以外に事業の種類が

ないため、該当事項はありません。　

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　本邦以外の国又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。

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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