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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 39,479 21.9 462 △24.5 481 △17.1 81 △81.6

20年3月期 32,395 43.0 612 10.3 580 4.1 440 △46.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益 当期純利益率
自己資本

総資産経常利益率 売上高営業利益率

％％％銭 円銭 円

21年3月期 1,398.46 1,323.02 4.0 4.5 1.2
20年3月期 8,540.82 7,416.66 29.0 6.7 1.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △7百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
銭 円％円万百円万百

21年3月期 01.700,538.71479,1870,11
20年3月期 04.500,538.91930,2423,01

（参考） 自己資本   21年3月期  1,974百万円 20年3月期  2,039百万円

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

円万百円万百円万百円万百

21年3月期 888 541△428△ 5,357
20年3月期 2,028 △979 934,5665

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産
配当率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00 58 11.7 3.6
21年3月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00 56 71.5 2.9

22年3月期 
（予想）

― ― ― 1,000.00 1,000.00 15.9

3.  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）

 

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

19,100 6.1 160 △14.2 170 △11.6 130 ― 2,304.43

通期 43,000 8.9 500 8.2 515 7.0 355 337.6 6,292.87
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、16ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 58,830株 20年3月期 58,262株

株― 期月3年02株714,2 期月3年12数式株己自末期 ②

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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（１） 経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、世界的な金融不安に端を発したかつてない景気後退局面を迎え、厳しい状況で

推移しております。そのため、生産活動の縮小による雇用環境の悪化等に対する先行き不安から消費需要は著しく低

下しております。その一方で、電子マネー及び電子決済関連業界におきましては、平成20年12月末にブロードバンド

ネットワーク契約件数が3,011万件となり（総務省報道資料「ブロードバンドサービス等の契約件数（平成21年3月末

発表）」による）、当社決済サービスの主力分野であるＰＣや携帯電話でのオンラインゲーム・音楽配信・映像配

信・ＳＮＳ等のデジタルコンテンツの需要は拡大し、電子マネー及び電子決済市場も拡大基調にあります。しかしな

がら、景気後退の影響を受けるリスクはゼロではなく、慎重な経営判断が必要な状況にあります。 

このような経営環境において、当事業年度では、インターネット上で「かんたん・安全・便利」に使用することが

できる電子マネー「WebMoney」のユーザー拡大に注力いたしました。①クレジットカードの安全な利用を提案するた

めに、10月にはお得なポイントが還元される会員サービス「ウェブマネー ウォレット＋（プラス）」を開始、②国

内最大級の電子マネーインフラを生かし、９月には国内最大手ゲームポータルとのパートナーブランド電子マネー

「funcash WM」を販売、③ＥＣ物販市場を開拓するために、２月には決済代行サービス企業にWebMoney決済を提供い

たしました。 

さらに、決済額の拡大を狙い、新規加盟店の獲得、既存加盟店との共同キャンペーンに努め、12月の決済額は過去

最高を記録いたしました。加えて、デジタルコンテンツ市場の活性化を目的とし、同月にはその年最高のオンライン

ゲームを選出する祭典「WebMoney Award 2008」を開催いたしました。 

会員制サービスの拡大に努めたことにより、ＩＤとパスワードだけで決済可能な「ウェブマネー ウォレット」及

びお得なポイントが還元される「ウェブマネー ウォレット＋（プラス）」の登録者数は合わせて36.7万人拡大し、

全体で94.5万人となりました。契約加盟社数は、265社拡大し、1,885社となりました。WebMoney決済額は38,673百万

円（前事業年度比22.4％増）と好調に推移いたしました。 

なお、銀行口座を利用した即時決済サービス「Debit@」の利用状況を勘案し、当事業年度中に終了したことによる

事業整理損283百万円等の特別損失を計上いたしました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は39,479百万円（前事業年度比21.9％増）、営業利益は462百万円（前事業年度

比24.5%減）、経常利益は481百万円（前事業年度比17.1%減）、当期純利益は81百万円（前事業年度比81.6％減）と

なりました。 

  

次期の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

インターネットの利用拡大とともにデジタルコンテンツ市場における決済需要も引き続き拡大しております。当社

は、オンラインゲーム市場における、電子マネー「WebMoney」決済額の占有率の拡大を図りながら、今後は携帯コン

テンツや、ＥＣ物販市場も視野に入れたサービス展開に注力してまいります。 

さらに、ＩＤとパスワードだけで決済可能な「ウェブマネー ウォレット」の機能拡充によるユーザーの利便性向

上や、お得なポイントが還元される「ウェブマネー ウォレット＋（プラス）」へのチャージ方法の多様化、新たな

販売チャネルの追加や販売形態の開発を行うことにより、会員数の増加と収益性の維持・向上を図ってまいります。

以上により、次期の業績見通しは、売上高は43,000百万円（前事業年度比8.9％増）、営業利益は500百万円（前事

業年度比8.2％増）、経常利益515百万円（前事業年度比7.0％増）、当期純利益355百万円（前事業年度比337.6％

増）を見込んでおります。 

  

（売上高） 

既存加盟店との積極的なキャンペーンによるオンラインゲームの決済額の伸びに加え、携帯コンテンツでの決済額

の拡大等により、売上高は43,000百万円（前事業年度比8.9％増）を見込んでおります。 

（売上原価及び売上総利益） 

売上原価には、売上高と期間対応させるため「WebMoney」の未使用残高に係る決済見積額を見積原価として売上原

価に計上しておりますが、販売後２年（統計的分析結果に基づく最終的な未使用状態の固定化に要する年数）経過し

た「WebMoney」の未使用残高は使用される可能性が低いことから、当該見積原価から控除しております。 

当社「WebMoney」加盟店の拡大や、運営会社におけるアイテム課金の普及により利用が促進され、未使用率（販売

額のうち未使用となる比率）が低下し、その結果原価率は増加する傾向があります。当事業年度においては、売上原

価は39,300百万円（前事業年度比9.0％増）、売上高比91.4％となり、売上総利益は3,700百万円（前事業年度比

8.3％増）、売上高比8.6％を見込んでおります。 

（販売費及び一般管理費） 

 販売費及び一般管理費は、3,200百万円（前事業年度比8.3％増）、売上高比7.4％を見込んでおります。 

（経常利益） 

 経常利益は、515百万円（前事業年度比7.0％増）、売上高比1.2％を見込んでおります。 

１．経営成績
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（当期純利益） 

当期純利益は、355百万円（前事業年度比337.6％増）、売上高比0.8％を見込んでおります。 

  

（２） 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債、純資産の状況 

当事業年度末の資産合計は11,078百万円となり、前事業年度末と比較して754百万円増加しております。これは主

に売上高の増加に伴う売掛金並びに現金及び預金の増加によるものであります。 

負債合計は9,103百万円となり、前事業年度末と比較して819百万円増加しております。これは主に加盟店への確定

債務である加盟店未払金、将来の加盟店への支払に備えるために計上した利用原価引当金の増加によるものでありま

す。 

純資産合計は1,974百万円となり、前事業年度末と比較して64百万円減少しております。これは主に自己株式の取

得105百万円、当期純利益81百万円を計上したことに伴う利益剰余金の増加、配当金58百万円を計上したことに伴う

利益剰余金の減少、ストックオプションの行使による増資17百万円によるものであります。また、自己資本比率は、

前事業年度末から2.0ポイント減少して17.8％となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、売上債権の増加、仕入債務の増加、利

用原価引当金の増加、定期預金の預入及び払戻等により、前事業年度末5,439百万円と比較して81百万円減少し、

5,357百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は888百万円（前事業年度比56.2％減）となりました。その主な要因は、税引前当期

純利益165百万円に対して、順調な取引の増加による売上債権の増加584百万円、仕入債務の増加466百万円、利用原

価引当金の増加442百万円、事業整理損失の計上283百万円等があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は824百万円（前事業年度は979百万円の使用）となりました。その主な要因は、定期

預金への預入1,900百万円、定期預金からの払戻1,300百万円、前事業年度取得分を含む有形・無形固定資産の支払

224百万円等があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は145百万円（前事業年度は566百万円の収入）となりました。その主な要因は、自己

株式の取得105百万円、配当金の支払57百万円、ストックオプションの行使による増資16百万円があったことによる

ものであります。なお、ストックオプションの行使による増資16百万円は、株式発行に伴う費用の支払額を控除して

おります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（期末自己株式数控除後）により算出しておりま

す。 

２.キャッシュ・フロー対有利子負債比率につきましては、当社が有利子負債を有していないため記載して

おりません。 

   ３.インタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、平成19年３月期、平成20年３月期、平成21年３月

期において、利払いがありませんので記載しておりません。 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）  14.4  19.8  17.8

  ）％（率比本資己自のスーベ価時 －  98.8  17.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －  －
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（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、将来の持続的な成長に必要な設備投資等や経営基盤の強化も重要な経営目標に掲げるとともに、株主に対

する利益配分も重要な経営目標と認識しており、財政状態及び経営成績を勘案して弾力的な利益配分を実施する方針

であります。当期の配当につきましては、期末配当として１株につき1,000円を予定しております。次期の配当につ

きましては、期末配当として１株につき1,000円を予定しております。  

  

（４）事業等のリスク 

当社の事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のような

ものがあります。ただし、以下の記載事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、当社株式への

投資に関連するリスクを全て網羅するものではありません。 

  

①当社の収益構造について 

電子マネー「WebMoney」の販売および決済について 

当社は、販売店（代理店を含む）より「WebMoney」の販売額から販売手数料を控除した金額を受け取っており、

「WebMoney」の販売額を売上高に計上するとともに、販売手数料を販売費及び一般管理費に計上しております。ま

た、加盟店へは、決済額から決済手数料を控除した金額を支払っており、この支払額を売上原価に計上しておりま

す。したがって、当社の業績は、販売店に対する販売手数料率及び加盟店に対する決済手数料率の影響を受けること

となります。 

加盟店に対する決済手数料率は各加盟店との交渉の上で、決定、更新しておりますが、加盟店の決済額が増加する

ことに伴い、引き下げられる傾向にあります。一方、販売手数料率についても各販売店との交渉の上で決定、更新し

ており、販売額の増加に伴い、低下傾向にあります。 

当社は、決済手数料率が低下した場合には、販売手数料率が平均的に低下するように努めておりますが、決済手数

料率の低下に応じて、販売手数料率が平均的に低下しない場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可

能性もあります。 

  

②見積原価について 

当社は、「WebMoney」の販売時に販売額全額を売上高計上しております。当該売上高と売上原価を期間対応させる

ため、「WebMoney」の未使用残高に係る決済見積額を見積原価として売上原価に計上しておりますが、販売後２年

（統計的分析結果に基づく最終的な未使用状態の固定化に要する年数）経過した「WebMoney」の未使用残高は使用さ

れる可能性が低いことから、当該見積原価から控除しております。 

今後、未使用率（販売額のうち未使用となる比率）が低下した場合または未使用状態の固定化に要する期間が長期

化した場合には、見積原価から控除する金額が減少し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性もありま

す。 

  

③新規参入及び競合について 

当社を取り巻く事業環境は、インターネット上の消費者向け（ＢtoＣ）電子商取引（ＥＣ）市場の拡大に伴い、そ

の電子決済システムを提供する事業者が増加するなど、競争が激しくなっております。競合他社としては、サーバー

管理型電子マネー発行会社、ＩＣカード型電子マネー発行会社、クレジットカード決済代行会社、クレジットカード

会社、オンラインバンキングなどの多数の事業者が存在します。当社は、デジタルコンテンツ市場のニーズに対応し

たビジネスモデルを構築し、デジタルコンテンツ配信会社を中心とした多数のＥＣ事業者との加盟店契約実績と決済

実績があり、競合他社に対して相対的に優位な状況にあると認識しております。今後、さらなる決済提供機能の向上

とユーザー向けのサービスを充実させることにより、現状のビジネスモデルの優位性を維持できるものと考えており

ます。 

しかしながら、既存の競合他社の動向や新規参入の結果、当社ビジネスモデルの優位性を維持することが難しくな

る可能性が生じるとともに、価格競争の激化を余儀なくされることなどにより、当社の財政状態及び経営成績に影響

を及ぼす可能性もあります。 

  

④特定事業への依存について 

当社は、電子マネーの発行・販売及び電子決済サービスの提供を主たる事業としており、当社の売上高のすべてが

この事業から生じております。当社は、今後もインターネット上のＢtoＣのＥＣ市場のさらなる拡大を見込み、電子

マネーの発行・販売及び電子決済サービスの提供を事業の中核に据えて、システム開発・運用管理の強化、内部管理

体制の強化並びにＥＣ事業者及び消費者のニーズに合わせた電子マネーの発行・販売及び電子決済サービスの提供を

行う予定であります。 
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しかしながら、このような特定事業に依存している現在の状況は、当社ビジネスモデルの優位性が維持できず、

「WebMoney」販売額及び「WebMoney」決済額が当社予測を下回り伸び悩んだ場合には、当該事業の戦略及び当社の財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性もあります。 

  

⑤法規制への対応について 

当社の事業は「前払式証票の規制等に関する法律（平成元年法律第92号）」では適用対象外となっておりました

が、現在審議中の新たな法律案「資金決済に関する法律案」では適用対象となる可能性があります。当社はその法律

案に沿った運用を行うべく対応を進めておりますが、同法律案が施行された場合には、当社の財政状態及び経営成績

に影響を及ぼす可能性もあります。  

  

該当事項はありません。  

   

（１）会社の経営の基本方針 

電子マネー事業につきましては、国内のＢtoＣのＥＣ市場が引き続き拡大することが予想されております。このよ

うな経営環境の中、当社は「独自の決済インフラを構築し、安全で利便性の高い電子決済サービスを提供することに

より、インターネット上（オンライン・リアルタイム決済）での価値交換の媒体としてのデファクトスタンダードの

地位を確立すること」というビジョンを掲げ、日々事業活動に注力しております。このビジョンの実践として、電子

決済サービスをインターネット利用者に提供するため、サービスの企画及び開発に取り組んでおります。 

  

（２） 目標とする経営指標 

 当社の売上高は、基本的に当社加盟店の決済額と連動関係があり、決済額の増減にしたがって売上高が増減するこ

とから、「WebMoney」決済額の事業年度間における伸び率は、売上高を予測する上でも重要な経営指標となっており

ます。収益面においては売上高から利用された決済額等を控除して求められる売上総利益に関する対売上高比率を収

益性の要として重視しております。 

  

（３） 中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、拡大の続くデジタルコンテンツ市場を電子マネー事業拡大の基盤と考えており、オンラインゲームととも

に音楽配信や映像配信、携帯コンテンツなどのデジタルコンテンツについても、今後成長が見込まれるものと考えて

おります。オンラインゲーム市場においては、当社「WebMoney」決済額の占有率の維持及び拡大を図ることにより

「WebMoney」決済額の増加を図る方針であります。 

 また、ＩＤとパスワードだけで決済可能な「ウェブマネー ウォレット」の機能拡充によるユーザーの利便性向上

や、お得なポイントが還元される「ウェブマネー ウォレット＋（プラス）」へのチャージ方法の多様化、新たな販

売チャネルの追加や販売形態の開発を行うことにより、会員数の増加と収益性の維持・向上を図ってまいります。 

  

（４） 会社が対処すべき課題 

 ブロードバンドネットワークの普及によるインターネット利用者の増加に伴い、ＥＣ市場は急速に拡大しており、

電子マネー及び電子決済関連業界においても拡大していくことが予想されております。 

 当社の「WebMoney」決済システムの主な提供先は、主にオンラインゲーム等のデジタルコンテンツ配信会社であり

ます。オンラインゲーム市場は、ブロードバンド市場の拡大に伴いサービスの提供環境が急速に整備されてきたた

め、急激に拡大を続けており成長著しい競争状態の市場となっております。 

 このような状況を踏まえ、当社は対処すべき課題として以下の点を認識し、戦略的な取り組みを進めております。

  

①有力デジタルコンテンツ加盟店との関係強化 

 既加盟店であるオンラインゲーム運営会社や携帯コンテンツ運営会社に対して積極的なプロモーションを提案・実

行することにより、加盟店との関係を強化してまいります。 

  

②収益基盤の強化 

 「WebMoney」の販売方法において、新たな販売チャネルの開拓や多様な販売形態の開発・構築を行い、販売コスト

の低減を図ってまいります。また、システム開発・保守費用や効率的なプロモーションの展開等、販売費及び一般管

理費の合理的な抑制に努め、当社収益基盤の強化を図ってまいります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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③システムの強化 

 市場の拡大に伴う決済件数の大幅な増加にも対応できるよう既存システムの増強を図るとともに、加盟店ニーズの

多様化に対応するため、新機能を投入し、さらにユーザー利便性向上策の実施、新サービスの提供のためのシステム

機能強化を図ってまいります。 

  

④情報セキュリティの強化 

 当社の電子決済サービスは、情報通信事業者が提供する公衆回線、専用回線及びインターネット網を利用している

ため、外部からの不正な手段によるコンピュータシステムへの侵入、通信システムの障害、コンピュータソフトウェ

アの動作不良や誤作動等のリスクを最大限に防ぐため、常に最新のセキュリティ対策を講じてまいります。 

  

⑤内部管理体制の強化 

 事業規模の拡大に伴い、電子マネーの発行・販売及び電子決済サービスの提供に関する情報管理体制を強化すると

ともに、金融商品取引法に適切に対応し、有効な内部統制を実施できる体制を構築するため、当社管理部門を中心に

プロジェクトチームを発足させ、その対応に当たっております。 

  

⑥優秀な人材の確保と育成 

 当社は、平成21年３月31日現在、従業員42名と小規模組織であるため、事業の拡大を行うためにも、教育・研修制

度を整備し継続的に人材の育成を行うとともに、優秀な人材の確保にも努めてまいります。 

  

⑦新たな市場への参入 

 当社は、主にデジタルコンテンツを提供するＥＣ事業者へ決済サービスの提供を行っておりますが、特にオンライ

ンゲームを提供する事業者向けの決済が、当社の全決済額に占める割合は８割を超えております。今後は、デジタル

コンテンツだけではなく、ＥＣ物販事業者等デジタルコンテンツ以外の市場を対象とした決済サービスの提供にも注

力いたします。   
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,239,693 6,757,800

売掛金 3,522,921 4,107,334

商品 1,221 549

貯蔵品 57 76

前払費用 9,083 15,914

繰延税金資産 133,683 59,189

その他 9,014 7,381

貸倒引当金 △104 △122

流動資産合計 9,915,571 10,948,122

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,388 11,256

減価償却累計額 △1,703 △3,312

建物（純額） 8,685 7,943

工具、器具及び備品 202,996 157,566

減価償却累計額 △111,151 △105,207

工具、器具及び備品（純額） 91,845 52,359

有形固定資産合計 100,530 60,303

無形固定資産   

特許権 507 397

商標権 4,853 4,057

ソフトウエア 209,021 9,583

その他 558 558

無形固定資産合計 214,941 14,596

投資その他の資産   

投資有価証券 0 －

関係会社株式 30,000 541

長期営業債権 28,519 28,279

繰延税金資産 10,135 2,287

敷金 52,922 52,733

貸倒引当金 △28,519 △28,279

投資その他の資産合計 93,057 55,561

固定資産合計 408,528 130,460

資産合計 10,324,099 11,078,583
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,877 2,115

加盟店未払金 ※1  5,072,748 ※1  5,538,884

未払金 314,180 214,042

未払費用 2,883 3,002

未払法人税等 5,975 3,025

未払消費税等 － 15,141

前受金 6,709 3,867

預り金 7,005 7,167

利用原価引当金 2,873,200 3,316,085

その他 33 394

流動負債 8,284,614 9,103,727

負債合計 8,284,614 9,103,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 403,252 412,084

資本剰余金   

資本準備金 325,738 334,570

資本剰余金合計 325,738 334,570

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,310,493 1,333,364

利益剰余金合計 1,310,493 1,333,364

自己株式 － △105,163

株主資本合計 2,039,484 1,974,855

純資産合計 2,039,484 1,974,855

負債純資産合計 10,324,099 11,078,583
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 32,395,746 39,479,507

売上原価 29,299,273 36,062,810

売上総利益 3,096,473 3,416,697

販売費及び一般管理費   

役員報酬 57,000 64,078

給料及び手当 237,624 237,760

法定福利費 26,377 30,266

退職給付費用 7,109 7,510

販売手数料 1,480,157 1,780,064

販売促進費 296,503 273,419

研究開発費 ※1  2,000 ※1  2,000

システム運用費 112,415 198,058

支払報酬 54,814 74,408

地代家賃 63,360 63,738

減価償却費 23,459 46,735

ソフトウェア償却費 7,120 24,839

貸倒引当金繰入額 104 18

その他 116,239 151,600

販売費及び一般管理費合計 2,484,287 2,954,498

営業利益 612,186 462,199

営業外収益   

受取利息 2,068 8,426

有価証券利息 － 9,431

没収金等 1,406 824

為替差益 － 82

雑収入 1,506 1,581

営業外収益合計 4,980 20,347

営業外費用   

株式交付費 21,754 392

自己株式買付手数料 － 844

上場関連費用 10,628 －

為替差損 150 －

雑損失 3,997 199

営業外費用合計 36,530 1,436

経常利益 580,636 481,110

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,707 240

特別利益合計 5,707 240
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※2  713 ※2  2,916

減損損失 ※3  11,000 －

事業整理損 － ※4  283,210

関係会社株式評価損 － 29,458

貸倒引当金繰入額 8,706 －

特別損失合計 20,419 315,585

税引前当期純利益 565,923 165,765

法人税、住民税及び事業税 2,066 2,290

法人税等調整額 123,663 82,342

法人税等合計 125,729 84,632

当期純利益 440,194 81,133
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 104,000 403,252

当期変動額   

新株の発行（公募増資及び新株予約権等の
行使）

299,252 8,831

当期変動額合計 299,252 8,831

当期末残高 403,252 412,084

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 26,000 325,738

当期変動額   

新株の発行（公募増資及び新株予約権等
の行使）

299,738 8,831

当期変動額合計 299,738 8,831

当期末残高 325,738 334,570

資本剰余金合計   

前期末残高 26,000 325,738

当期変動額   

新株の発行（公募増資及び新株予約権等
の行使）

299,738 8,831

当期変動額合計 299,738 8,831

当期末残高 325,738 334,570

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 870,299 1,310,493

当期変動額   

剰余金の配当 － △58,262

当期純利益 440,194 81,133

当期変動額合計 440,194 22,871

当期末残高 1,310,493 1,333,364

利益剰余金合計   

前期末残高 870,299 1,310,493

当期変動額   

剰余金の配当 － △58,262

当期純利益 440,194 81,133

当期変動額合計 440,194 22,871

当期末残高 1,310,493 1,333,364

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △105,163
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 － △105,163

当期末残高 － △105,163

株主資本合計   

前期末残高 1,000,299 2,039,484

当期変動額   

新株の発行（公募増資及び新株予約権等の
行使）

598,991 17,662

剰余金の配当 － △58,262

当期純利益 440,194 81,133

自己株式の取得 － △105,163

当期変動額合計 1,039,185 △64,629

当期末残高 2,039,484 1,974,855

新株予約権   

新株引受権   

前期末残高 487 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △487 －

当期変動額合計 △487 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 1,000,786 2,039,484

当期変動額   

新株の発行（公募増資及び新株予約権等の行
使）

598,991 17,662

剰余金の配当 － △58,262

当期純利益 440,194 81,133

自己株式の取得 － △105,163

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △487 －

当期変動額合計 1,038,698 △64,629

当期末残高 2,039,484 1,974,855
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 565,923 165,765

減価償却費 23,459 46,735

ソフトウエア償却費 7,120 24,839

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57,597 △222

利用原価引当金の増減額(△は減少) 361,353 442,884

固定資産除却損 713 2,916

事業整理損失 － 283,210

関係会社株式評価損 － 29,458

減損損失 11,000 －

貸倒引当金繰入額 8,706 －

株式交付費 21,754 392

上場関連費用 10,628 －

受取利息 △2,068 △17,858

為替差損益（△は益） 194 △94

売上債権の増減額（△は増加） △771,089 △584,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △67 653

仕入債務の増減額（△は減少） 1,773,962 466,374

未払金の増減額（△は減少） 57,418 43,675

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,521 15,141

未収消費税等の増減額（△は増加） △7,056 7,056

その他 42,662 △50,303

小計 2,029,496 876,452

利息の受取額 205 14,848

法人税等の支払額 △926 △3,108

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,028,775 888,191

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △800,000 △1,900,000

定期預金の払戻による収入 － 1,300,000

有形固定資産の取得による支出 △58,759 △85,165

無形固定資産の取得による支出 △73,531 △139,740

関係会社株式の取得による支出 △30,000 －

敷金の支払による支出 △37,102 －

敷金の回収による収入 18,388 189

その他 1,293 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △979,712 △824,715
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 577,052 16,967

上場関連費用の支出 △10,628 －

自己株式の取得による支出 － △105,163

配当金の支払額 － △57,268

財務活動によるキャッシュ・フロー 566,423 △145,463

現金及び現金同等物に係る換算差額 △194 94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,615,292 △81,893

現金及び現金同等物の期首残高 3,824,400 5,439,693

現金及び現金同等物の期末残高 ※  5,439,693 ※  5,357,800
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 該当事項はありません。 

   

  

（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

（６）重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)       － 

  

  

(2)関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1)満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

(2)関連会社株式 

同左  

   券証価有他のそ)3( 券証価有他のそ)3(

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しておりま

す。 

  

（会計方針の変更） 

従来、移動平均法による原価法によっ

ておりましたが、当事業年度より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、移動平均法による

原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。  

なお、これによる影響額はありませ

ん。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物       ８～15年 

工具器具備品   ４～20年 

(1)有形固定資産 

同左  

  (2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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

(３～５年)に基づいております。 

(2)無形固定資産 

同左  

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

株式交付費 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるた

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)利用原価引当金 

将来の加盟店への支払に備えるた

め、発行済「WebMoney」未利用残高に

対 す る 費 用 見 積 額 を ユ ー ザ ー の

「WebMoney」利用実績率に基づいて計

上しております。 

(2)利用原価引当金 

同左 

７．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か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 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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（７）会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （固定資産の減価償却方法の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 － 

  

追加情報

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年３

月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年度より取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

－ 

（８）注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１.加盟店未払金は、加盟店決済による決済精算金額の

うち加盟店に対する未払金残高であります。 

※１.         同左 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１.研究開発費の総額   

一般管理費に含まれる研究開発費    2,000千円  

  

※２.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

※１.研究開発費の総額   

一般管理費に含まれる研究開発費      2,000千円 

  

※２.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

工具器具備品            713千円  工具器具備品            2,916千円 

※３.減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

※３．          －  

       

場所 用途 種類

本社 
（東京都 
港区） 

遊休資産  ソフトウェア

  

当社は、主に継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分を基礎として、資産のグルーピングを行

っております。ただし、事業の用に供していない遊休

資産については個別に取り扱っております。 

当事業年度において、事業計画が変更となり、今後

利用する可能性が低くなった資産につき、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失

（11,000千円）として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値

を零として減損損失を測定しております。 

  

  

※４.          －  

  

※４.事業整理損の内容は、次のとおりであります。 

事業用資産の減損損失        215,502千円 

解約に伴って発生した費用等     67,707千円 

  

当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

当社は、主に継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分を基礎として、資産のグルーピングを行

っております。ただし、事業の用に供していない遊休

資産については個別に取り扱っております。 

当事業年度において、銀行口座を利用した即時決済

サービス「Debit@」を終了したことにより、当該サー

ビスの資産につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し当該減少額を事業整理損（215,502千円）として特別

損失に計上しました。その内訳は、工具、器具及び備

品35,182千円、ソフトウェア180,320千円であります。

なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値

を零として減損損失を測定しております。 

  

場所 用途 種類

本社
（東京都 
港区） 

事業用資産 
工具、器具及び備品 

ソフトウェア 
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前事業年度（自  平成19年４月１日 至  平成20年３月31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(注)普通株式増加の5,200株は公募増資等によるものであり、3,462株は新株予約権等の権利行使によるものであり 

ます。 

２. 配当に関する事項 

(1)配当金支払額  

 該当事項はありません。 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

当事業年度（自  平成20年４月１日 至  平成21年３月31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(注)１．普通株式増加の568株は新株予約権の権利行使によるものであります。 

  ２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,417株は、平成20年11月14日開催の当社取締役会での取得決議に基づ

    く取得によるものであります。  

２. 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

  

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

平成21年６月25日開催の第22期定時株主総会において、次の議案を付議いたします。  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度
増加株式数（株） 

当事業年度
減少株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式   006,94 8,662  －  58,262

合計   006,94 8,662  －  58,262

  
（決議） 

株式の種類  
配当金の総額
 （千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

 基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

定時株主総会 
 普通株式  58,262 利益剰余金  1,000

 平成20年 

 ３月31日 

 平成20年 

 ６月27日 

  
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度
増加株式数（株） 

当事業年度
減少株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

発行済株式                         

普通株式（注）１   262,85 568  －  58,830

合計   262,85 568  －  58,830

  自己株式                        

  ２）注（式株通普 －  2,417  －  2,417

  計合 －  2,417  －  2,417

  
（決議） 

株式の種類  
配当金の総額
 （千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

定時株主総会 
 普通株式  58,262 利益剰余金  1,000

 平成20年 

 ３月31日 

 平成20年 

 ６月27日 

  
（決議） 

株式の種類  
配当金の総額
 （千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
 普通株式  56,413 利益剰余金  1,000

 平成21年 

 ３月31日 

 平成21年 

 ６月26日 
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リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、関連当事者との取引関係、税効果会計関係、退職給

付関係、ストック・オプション等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。  

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 関連会社につきましては、当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分

法の適用範囲から除いております。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）                 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※ 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20年３月31日現在）

※ 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21年３月31日現在）

）円千（）円千（

  

現金及び預金勘定 6,239,693

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△800,000

現金及び現金同等物 5,439,693

現金及び預金勘定 6,757,800

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△1,400,000

現金及び現金同等物 5,357,800

（開示の省略）

（持分法損益等）

関連会社に対する投資の金額（千円）  541

持分法を適用した場合の投資の金額（千円）  541

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円）  7,329
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 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

(1）役員の異動 

決定次第、速やかにお知らせいたします。  

  

(2）その他 

該当事項はありません。  

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 35,005円40銭 

１株当たり当期純利益金額 8,540円82銭 

１株当たり純資産額     35,007円10銭 

１株当たり当期純利益金額     1,398円46銭 

 後整調式株在潜 後整調式株在潜

１株当たり当期純利益金額   7,416円66銭 １株当たり当期純利益金額        1,323円02銭 

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）   491,044 81,133

  ）円千（額金いなし属帰に主株通普  － －

普通株式に係る当期純利益（千円）   491,044 81,133

期中平均株式数（株）   045,15 58,016

              

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

  ）円千（額整調益利純期当  － －

 普通株式増加数（株）   218,7 3,308

  （うち新株予約権等）   )218,7( (3,308)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 － －

（重要な後発事象）

５．その他

 22

株式会社ウェブマネー（2167）　平成21年３月期決算短信（非連結）


	20090513提出 決算短信（サマリー）
	20090513提出 決算短信（定性・定量）

