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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,445 11.4 509 13.3 512 13.0 291 8.6
21年3月期第2四半期 2,195 ― 449 ― 454 ― 268 ―

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2四半期 1,771.89 1,761.05
21年3月期第2四半期 1,618.09 1,572.19

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2四半期 4,117 2,313 56.2 14,205.80
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2四半期  2,313百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
22年3月期 0.00 0.00
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 5,000 13.6 1,050 11.5 620 10.4 3,769.82



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2四半期 170,382株 21年3月期  180,281株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  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2四半期 164,464株 21年3月期第2四半期 165,793株



 当第２四半期におけるわが国経済は、大企業において輸出・生産に一部持ち直しの動きがみられるものの、雇用・

収入環境の悪化等、依然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、家計防衛、節約志向の高まりから、価格比較を容

易に行える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２四半期の売上は、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２四半期における、決済処理サービス、収納代行サービスについては、当第１四半期末からの利用店舗数の純

増が124店舗あり（当第２四半期末において2,931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り、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２四半期の業績は、売上高1,217百万円、営業利益245百万円、経常利益247百万円、四半期純利益 

137百万円となりました。 

 なお、平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期

決算短信（平成21年７月23日開示）をご参照ください。  

  

 当第２四半期末の総資産額は4,117百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,183百万円減少いたしました。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現金及び預金の減少1,834百万円、立替金の増加588百万円が主な

要因となります。 

 負債総額は1,803百万円となり、前連結会計年度末と比較し945百万円減少いたしました。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収納代行預り金の減少1,422百万円及び短期借入金の増加500百万円が主な要因となり

ます。 

 純資産額は2,313百万円となり、前連結会計年度末と比較し238百万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２四半期 

（自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日） 

前第２四半期 

（自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日） 

（参考） 

平成21年３月期  

 決済処理サービス  244  232  942

 収納代行サービス  872  736  3,104

 情報セキュリティサービス  62  79  254

 広告関連サービス  30  20  77

 その他  7  6  24

 合計  1,217  1,075  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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,124,806 2,958,815

売掛金 443,338 522,183

有価証券 1,000,000 1,000,000

商品 16,795 15,120

立替金 762,278 －

その他 30,990 212,118

貸倒引当金 △4,019 △4,252

流動資産合計 3,374,190 4,703,984

固定資産   

有形固定資産 79,221 50,668

無形固定資産 491,315 389,480

投資その他の資産 172,567 156,785

固定資産合計 743,103 596,933

資産合計 4,117,294 5,300,918

負債の部   

流動負債   

買掛金 268,991 292,648

短期借入金 500,000 －

未払法人税等 203,874 236,853

収納代行預り金 662,196 2,084,225

その他 168,363 134,943

流動負債合計 1,803,425 2,748,671

負債合計 1,803,425 2,748,671

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,065,800 1,063,768

資本剰余金 73,624 753,368

利益剰余金 1,606,493 1,416,886

自己株式 △432,048 △681,775

株主資本合計 2,313,869 2,552,247

純資産合計 2,313,869 2,552,247

負債純資産合計 4,117,294 5,300,918



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,195,260 2,445,830

売上原価 1,455,791 1,597,748

売上総利益 739,469 848,082

販売費及び一般管理費 289,854 338,591

営業利益 449,614 509,490

営業外収益   

受取利息 12,968 12,294

その他 2,677 3,712

営業外収益合計 15,646 16,006

営業外費用   

支払利息 6,765 4,299

持分法による投資損失 4,014 5,402

自己株式取得費用 － 2,300

その他 338 521

営業外費用合計 11,118 12,524

経常利益 454,142 512,972

特別利益   

貸倒引当金戻入額 651 －

償却債権取立益 7 2

特別利益合計 658 2

特別損失   

固定資産除却損 － 4,694

本社移転費用 － 11,617

特別損失合計 － 16,311

税金等調整前四半期純利益 454,801 496,662

法人税、住民税及び事業税 185,308 202,765

法人税等調整額 1,224 2,486

法人税等合計 186,532 205,251

四半期純利益 268,268 291,411



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,075,391 1,217,398

売上原価 704,079 799,766

売上総利益 371,312 417,632

販売費及び一般管理費 155,937 172,324

営業利益 215,375 245,308

営業外収益   

受取利息 7,982 6,542

開発負担金収入 － 2,854

その他 2,325 675

営業外収益合計 10,308 10,072

営業外費用   

支払利息 1,679 3,806

持分法による投資損失 1,664 3,461

その他 42 649

営業外費用合計 3,386 7,917

経常利益 222,296 247,462

特別利益   

貸倒引当金戻入額 603 －

償却債権取立益 7 2

特別利益合計 610 2

特別損失   

本社移転費用 － 11,617

特別損失合計 － 11,617

税金等調整前四半期純利益 222,907 235,847

法人税、住民税及び事業税 99,746 107,792

法人税等調整額 △7,746 △9,204

法人税等合計 92,000 98,588

四半期純利益 130,907 137,259



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 454,801 496,662

減価償却費 58,590 59,377

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,610 △233

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 －

受取利息及び受取配当金 △12,968 △12,294

支払利息 6,765 4,299

持分法による投資損益（△は益） 4,014 5,402

固定資産除却損 － 4,694

売上債権の増減額（△は増加） 48,602 78,844

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,598 △1,675

立替金の増減額（△は増加） － △588,048

仕入債務の増減額（△は減少） △30,976 △23,657

収納代行預り金の増減額（△は減少） 340,323 △1,422,028

その他 △60,680 △12,966

小計 799,260 △1,411,623

利息及び配当金の受取額 12,968 12,294

利息の支払額 △6,765 △4,299

法人税等の支払額 △194,992 △234,855

営業活動によるキャッシュ・フロー 610,472 △1,638,484

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

有価証券の償還による収入 － 8,000

有形固定資産の取得による支出 △5,667 △35,095

無形固定資産の取得による支出 △61,933 △122,943

貸付けによる支出 △2,315 －

貸付金の回収による収入 － 1,102

関係会社株式の取得による支出 － △13,930

敷金及び保証金の差入による支出 △4,697 －

差入保証金の回収による収入 － 2,579

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,614 △168,287

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 21,900,000 22,200,000

短期借入金の返済による支出 △21,900,000 △21,700,000

株式の発行による収入 9,474 4,064

自己株式の取得による支出 － △432,048

配当金の支払額 △80,237 △99,252

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,763 △27,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 465,094 △1,834,008

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 2,675,081 1,124,806



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結会計期間末において資本剰余金が73,624千円、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



（重要な後発事象） 

 当社は、平成21年10月22日開催の取締役会において、中国のインターネット調査会社である上海アイリサーチコン

サルティング有限公司の創業者社長である楊偉慶と共同で、合弁会社を設立することを決議いたしました。 

  

（1）合弁会社設立の目的 

 当社は現在、国内事業者の中国進出をインターネットビジネスを通じてトータルサポートを行っております。中国

国内で発表している各種インターネット白書の翻訳販売や、各企業向けにカスタマイズした中国市場調査事業を中心

に行うことにより、中国事業を展開する、もしくは今後中国でのビジネス展開を考えている事業者の、潜在的なニー

ズの開拓を図ることを目的として、中国最大手のインターネット調査会社である中国アイリサーチ社と共同で合弁会

社を設立することといたしました。 

  

（2）新会社の概要 

・商号      SBIリサーチ株式会社 

・代表者     代表取締役 執行役員Co-CEO: 沖田 貴史 

         取締役 執行役員Co-CEO: 楊 偉慶 

・所在地     東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー28階 

・事業内容    ①インターネットを活用した中国市場調査 

         ②各種ソリューションの代理販売       

・資本金     30百万円 

・出資比率    当社 66.7％ 

         楊 偉慶（中国アイリサーチ社 代表取締役）（予定） 33.3% 

・決算期     3月31日  

・設立年月日   平成21年11月5日（予定） 

  

６．その他の情報
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