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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）平成21年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であ
るため、記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 20,703 15.0 371 99.4 382 98.8 222 ―
21年3月期第2四半期 18,001 ― 186 ― 192 ― △89 ―

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 3,916.84 3,723.73
21年3月期第2四半期 △1,521.74 ―

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 11,202 2,187 19.5 37,773.83
21年3月期 11,078 1,974 17.8 35,007.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,187百万円 21年3月期  1,974百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 43,000 8.9 500 8.2 515 7.0 355 337.6 6,187.14

－ －



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４.その他をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 60,330株 21年3月期  58,830株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,417株 21年3月期  2,417株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 56,845株 21年3月期第2四半期 58,724株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 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。 
２. 「３. 平成22年３月期の業績予想」に記載の通期の１株当たり予想当期純利益は、新株予約権の行使による増加分を含めて計算した予想期中平均株
式数により算出しており、当該株式数は57,377株であります。 

－ －
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響が続く中、一部では生産の持ち直しの兆

しや、株価回復の動きが見られたものの、雇用環境は一層厳しさを増しており、所得の減少により個人消費は低調

に推移するなど、厳しい状況が続いております。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21年３月末にブロードバンドネットワーク契約件数が3,033万件となり（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６月19日発表）」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基調にあります。しかしな

がら、景気後退の影響を受ける可能性もあり、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、有力加盟店が提供するデジタルコンテンツサービスの売上高が拡大したことに加

え、当社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」の利用

促進に注力いたしました。加盟店との連携を強め、決済額の拡大を図るため、有力加盟店との共同キャンペーンを

積極的に実施いたしました。また、加盟店の新規開拓においては、携帯コンテンツサービスを中心として178社獲得

し、加盟店総数は2,063社となりました。 

さらに、ユーザーの利便性を向上させるため、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）」の会員制サービスの普及に努めまし

た。特に、加盟店と連携し、会員向け専用ポイントによって交換できる限定商品の拡充を図ったことにより、登録

者数は19.6万人拡大し、全体で113.6万人となりました。デジタルコンテンツの需要拡大と、キャンペーンによる利

用促進、会員制サービスの普及により、WebMoney決済額は20,335百万円（前年同期比13.8％増）と好調に推移しま

した。 

新たな動きとして、デジタルコンテンツの市場活性化施策においては、６月には、個人のクリエイティブな活動

を支援する個人間電子マネー取引サービスとして、「ぷちカンパ」と「速フリ」の提供を開始し、オンラインゲー

ムの楽しさをユーザーが共有できる共感型サイト「ONLINE GAME messe.（オンラインゲームメッセ）」を開設いた

しました。８月にはオンラインゲームファンのライブイベント「夏messe.2009（なつメッセ）」を秋葉原で開催、

９月には国内最大級オンラインゲーム向けに専用電子マネーの販売を開始、さらに、インターネット広告企業と提

携し、映像を見るだけで「WebMoney」と交換できるポイントが貯まる映像広告ソリューションサービス「manna（マ

ナ）」の提供を開始しました。 

以上の結果、WebMoney決済額が伸長したことにより、売上高は順調に拡大し、当第２四半期累計期間の売上高は

20,703百万円（前年同期比15.0％増）、営業利益は371百万円（前年同期比99.4％増）、経常利益は382百万円（前

年同期比98.8％増）、四半期純利益は222百万円（前年同期は89百万円の四半期純損失）となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における総資産は11,202百万円となり、前事業年度末と比較して123百万円増加しており

ます。その主な要因は、現金及び預金の増加、売掛金の減少によるものであります。 

 負債は9,014百万円となり、前事業年度末と比較して88百万円減少しております。その主な要因は、加盟店未払金

の減少によるものであります。 

 純資産は2,187百万円となり、前事業年度末と比較して212百万円増加しております。その主な要因は、利益剰余金

の増加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1.7ポイント増加して19.5％となりまし

た。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末より1,067百

万円増加し、6,425百万円となりました。 

当第２四半期累計期間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） 

営業活動により得られた資金は1,143百万円（前年同期比595.4％増）となりました。その主な要因は、税引前四半

期純利益379百万円、売上債権の減少977百万円及び仕入債務の減少315百万円、利用原価引当金の増加134百万円等に

よるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は66百万円（前年同期比79.6％減）となりました。その要因は、有形及び無形固定資産の

取得による支出66百万円であります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

－ －
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は９百万円（前年同期比76.9％減）となりました。その要因は、配当金の支払額55百万

円、ストックオプションの行使に伴う株式の発行による収入46百万円によるものであります。なお、株式の発行によ

る収入46百万円は、株式発行に伴う費用の支払額を控除しております。 

  

  

平成22年３月期第２四半期累計期間の業績予想を平成21年11月６日に変更いたしました。 

通期の業績予想につきましては、今後のオンラインゲームを中心としたデジタルコンテンツ需要の拡大を踏まえ、

当社決済額の伸びに連動した「WebMoney」の販売拡大や、営業促進活動及びシステム改善等の個別施策の実施動向等

を勘案した結果、現時点では平成21年５月13日公表数値は変更しないことといたしました。 

  

 なお、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。 

  

  

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

－ －
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,825,745 6,757,800

売掛金 3,130,291 4,107,334

商品 1,209 549

貯蔵品 360 76

前払費用 22,274 15,914

繰延税金資産 59,189 59,189

その他 4,904 7,381

貸倒引当金 △7,250 △122

流動資産合計 11,036,724 10,948,122

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,053 7,943

工具、器具及び備品（純額） 77,286 52,359

有形固定資産合計 88,339 60,303

無形固定資産   

ソフトウエア 17,908 9,583

その他 4,559 5,012

無形固定資産合計 22,467 14,596

投資その他の資産   

関係会社株式 － 541

長期営業債権 28,279 28,279

繰延税金資産 2,287 2,287

敷金 52,733 52,733

その他 0 －

貸倒引当金 △28,279 △28,279

投資その他の資産合計 55,020 55,561

固定資産合計 165,827 130,460

資産合計 11,202,552 11,078,583

－ －
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,301 2,115

加盟店未払金 5,223,366 5,538,884

未払金 153,566 214,042

未払費用 3,011 3,002

未払法人税等 159,098 3,025

未払消費税等 10,787 15,141

前受金 4,889 3,867

預り金 6,135 7,167

利用原価引当金 3,450,606 3,316,085

その他 1,192 394

流動負債合計 9,014,956 9,103,727

負債合計 9,014,956 9,103,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 435,334 412,084

資本剰余金 357,820 334,570

利益剰余金 1,499,604 1,333,364

自己株式 △105,163 △105,163

株主資本合計 2,187,595 1,974,855

純資産合計 2,187,595 1,974,855

負債純資産合計 11,202,552 11,078,583

－ －
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 18,001,081 20,703,145

売上原価 16,373,873 18,896,650

売上総利益 1,627,207 1,806,495

販売費及び一般管理費 1,440,675 1,434,544

営業利益 186,532 371,951

営業外収益   

受取利息 5,621 9,941

その他 659 675

営業外収益合計 6,280 10,616

営業外費用   

株式交付費 392 176

支払手数料 － 110

その他 108 44

営業外費用合計 500 331

経常利益 192,311 382,236

特別利益   

貸倒引当金戻入額 127 －

特別利益合計 127 －

特別損失   

事業整理損 286,989 －

関係会社株式評価損 24,690 －

固定資産除却損 2,916 2,115

投資有価証券評価損 － 541

特別損失合計 314,597 2,656

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △122,158 379,580

法人税等 △32,796 156,927

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89,362 222,653

－ －
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△122,158 379,580

減価償却費 26,804 16,892

ソフトウエア償却費 22,441 3,638

貸倒引当金の増減額（△は減少） △127 7,128

利用原価引当金の増減額（△は減少） △55,557 134,520

受取利息 △5,621 △9,941

為替差損益（△は益） △94 －

事業整理損失 286,989 －

関係会社株式評価損 24,690 －

固定資産除却損 2,916 2,115

投資有価証券評価損益（△は益） － 541

売上債権の増減額（△は増加） 245,776 977,043

たな卸資産の増減額（△は増加） 547 △943

仕入債務の増減額（△は減少） △284,140 △315,332

未払金の増減額（△は減少） 17,043 △54,131

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,316 △4,353

未収消費税等の増減額（△は増加） 7,056 －

株式交付費 392 176

その他 △12,774 △971

小計 162,503 1,135,961

利息の受取額 4,264 10,061

法人税等の支払額 △2,350 △2,635

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,417 1,143,387

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 △500,000 △1,400,000

定期預金の払戻による収入 400,000 1,400,000

有形固定資産の取得による支出 △84,245 △50,009

無形固定資産の取得による支出 △139,740 △16,161

敷金の回収による収入 189 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △323,796 △66,171

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 16,952 46,323

配当金の支払額 △57,138 △55,594

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,185 △9,270

現金及び現金同等物に係る換算差額 94 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △199,470 1,067,945

現金及び現金同等物の期首残高 5,439,693 5,357,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,240,223 6,425,745

－ －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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