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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 1,228 9.7 264 12.8 265 14.5 154 12.2
21年3月期第1四半期 1,119 ― 234 ― 231 ― 137 ―

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1四半期 927.87 921.68
21年3月期第1四半期 829.24 805.15

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1四半期 5,937 2,176 36.7 13,367.05
21年3月期 5,300 2,552 48.1 15,042.06

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,176百万円 21年3月期  2,552百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 700.00 700.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

2,310 5.2 460 1.3 270 0.6 1,625.17

通期 5,000 13.6 1,050 11.5 620 10.4 3,731.88



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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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1四半期 170,298株 21年3月期  180,281株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,500株 21年3月期  10,607株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 166,136株 21年3月期第1四半期 165,648株



 当第１四半期におけるわが国経済は、一部の景気指標で改善傾向が見られたものの、昨年からの世界的な金融危機

に端を発した景気後退による雇用環境の悪化、個人消費の落ち込みなど、依然として厳しい状況が続いております。

 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、景況感の悪化による節約志向の高まりをうけ、価

格比較が容易なインターネット通販が消費者へ広がっていることもあり、昨年度から引き続き成長を続けておりま

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の

純増が90店舗あり（当第１四半期末において2,807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いたしました。また、

広告関連サービスでは、レコメンドASPサービスが好調であることに加え、商品購入顧客の口コミを販売促進活動へ

利用する「バズトランス」サービス等を昨年度より開始し、高付加価値サービスの提供による新たな収益源の確立を

図っております。 

 この結果、当第１四半期の業績は、売上高1,228百万円、営業利益264百万円、経常利益265百万円、四半期純利益 

154百万円となりました。 

  

  

 当第１四半期末の総資産額は5,937百万円となり、前連結会計年度末と比較し636百万円増加いたしました。これは

収納代行サービスの早期入金サービス利用に伴う立替金の増加が主な要因となります。 

 負債総額は3,761百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,012百万円増加いたしました。これは短期借入金の増

加2,500百万円及び収納代行サービスの早期入金サービス利用に伴う収納代行預り金の減少1,369百万円の減少が主な

要因となります。 

 純資産額は2,176百万円となり、前連結会計年度末と比較し376百万円減少いたしました。これは、自己株式の取得

が主な要因となります。 

  

  

 現時点で、平成21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。   

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 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日） 

前第１四半期 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日） 

（参考） 

平成21年３月期  

 決済処理サービス  244  225  942

 収納代行サービス  857  803  3,104

 情報セキュリティサービス      65  64  254

 ＢＰＯサービス等  8  9  24

 広告関連サービス  51  16  77

 合計  1,228  1,119  4,402

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

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）

（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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,022,794 2,958,815

売掛金 473,715 522,183

有価証券 1,008,000 1,000,000

商品 24,247 15,120

立替金 756,022 －

その他 27,966 212,118

貸倒引当金 △3,974 △4,252

流動資産合計 5,308,771 4,703,984

固定資産   

有形固定資産 50,295 50,668

無形固定資産 416,962 389,480

投資その他の資産 161,542 156,785

固定資産合計 628,799 596,933

資産合計 5,937,571 5,300,918

負債の部   

流動負債   

買掛金 313,541 292,648

短期借入金 2,500,000 －

未払法人税等 96,664 236,853

収納代行預り金 715,018 2,084,225

その他 136,218 134,943

流動負債合計 3,761,443 2,748,671

負債合計 3,761,443 2,748,671

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,065,559 1,063,768

資本剰余金 73,383 753,368

利益剰余金 1,469,233 1,416,886

自己株式 △432,048 △681,775

株主資本合計 2,176,128 2,552,247

純資産合計 2,176,128 2,552,247

負債純資産合計 5,937,571 5,300,918



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,119,869 1,228,432

売上原価 751,712 797,981

売上総利益 368,156 430,450

販売費及び一般管理費 133,917 166,267

営業利益 234,239 264,182

営業外収益   

受取利息 4,986 5,751

その他 351 342

営業外収益合計 5,338 6,094

営業外費用   

支払利息 5,085 493

持分法による投資損失 2,350 1,941

自己株式取得費用 － 2,300

その他 295 32

営業外費用合計 7,731 4,767

経常利益 231,845 265,509

特別利益   

貸倒引当金戻入額 47 －

特別利益合計 47 －

特別損失   

固定資産除却損 － 4,694

特別損失合計 － 4,694

税金等調整前四半期純利益 231,893 260,814

法人税、住民税及び事業税 85,561 94,972

法人税等調整額 8,970 11,690

法人税等合計 94,532 106,662

四半期純利益 137,361 154,152



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 231,893 260,814

減価償却費 28,625 28,820

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47 △278

受取利息及び受取配当金 △4,986 △5,751

支払利息 5,085 493

持分法による投資損益（△は益） 2,350 1,941

固定資産除却損 － 4,694

売上債権の増減額（△は増加） 10,358 48,468

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,997 △9,127

仕入債務の増減額（△は減少） 10,671 20,892

収納代行預り金の増減額（△は減少） 150,549 △1,369,206

立替金の増減額（△は増加） － △581,792

その他 △57,210 △933

小計 364,292 △1,600,964

利息及び配当金の受取額 － 6

利息の支払額 △5,085 △594

法人税等の支払額 △192,398 △232,398

営業活動によるキャッシュ・フロー 166,808 △1,833,949

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △8,000

有形固定資産の取得による支出 △1,988 △824

無形固定資産の取得による支出 △35,824 △57,196

関係会社株式の取得による支出 － △6,958

貸付金の回収による収入 － 1,102

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,812 △71,876

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 6,400,000

短期借入金の返済による支出 △16,000,000 △3,900,000

株式の発行による収入 1,494 3,582

自己株式の取得による支出 － △432,048

配当金の支払額 △82,742 △101,727

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,248 1,969,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,747 63,979

現金及び現金同等物の期首残高 2,209,986 2,958,815

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,257,734 3,022,794



 該当事項はありません。 

  

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 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。 

  

  

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 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。 

  

   

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

①自己株式の取得 

 当社は、取締役会決議に基づき、平成21年５月11日から平成21年５月19日（約定ベース）に自己株式7,500株

を取得し、自己株式が432,048千円増加しております。 

②自己株式の消却 

 当社は、取締役会の決議に基づき、平成21年５月11日付で10,607株の自己株式を消却したことにより、資本剰

余金及び自己株式が681,775千円減少しております。 

 上記の結果、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が73,383千円、自己株式が△432,048千円となっ

ております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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