
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,383  12.6  280  6.3  282  6.5  164  6.8

22年３月期第１四半期  1,228  9.7  264  12.8  265  14.5  154  12.2

  
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 

23年３月期第１四半期  1,008  35  1,005  51

22年３月期第１四半期  927  87  921  68

  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 

23年３月期第１四半期  4,162  2,703  64.6  16,465  29

22年３月期  6,075  2,652  43.4  16,156  94

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,688百万円 22年３月期 2,638百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 700 00  700  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 800 00  800  00

   （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率） 

  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（累計）  2,700  10.4  520  1.4  300  2.9  1,837  22

通期  5,700  13.5  1,160  10.3  680  10.8  4,164  37



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       －社 （社名）      －                 、除外       －社  （社名）   － 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  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。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 170,790株 22年３月期 170,790株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 7,500株 22年３月期 7,500株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 163,290株 22年３月期１Ｑ 166,136株
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（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、欧州市場の先行き懸念などを受けた株式市場の下落や円高により、依然厳

しい状況にあるものの、雇用、所得環境に一部回復の兆しがあり、緩やかに回復しつつあります。  

 このような状況の中、当連結会計年度における日本国内のBtoCの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。 

 当連結会計年度の売上は、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21店舗あり（当第１四半期末において3,604店舗、稼動店舗数はサービス契約ごとに計上）、大型加盟店

を中心に店舗当たりの決済処理件数及び決済額は増加し順調に推移しております。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、当社グループ売上全体における比率が増加しております。 

 この結果、当第１四半期の業績は、売上高1,383百万円、営業利益280百万円、経常利益282百万円、四半期純利

益164百万円となりました。 

  

（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4,162百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,912百万円減少いたしました。こ

れは短期借入金の返済を主な要因とする現金及び預金の減少2,167百万円が主な要因となります。 

 負債総額は1,458百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,963百万円減少いたしました。これは短期借入金の

減少2,000百万円が主な要因となります。 

 純資産額は2,703百万円となり、前連結会計年度末と比較し51百万円増加いたしました。これは、当四半期純利

益164百万円の計上による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22年４月26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。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  

当第１四半期 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日） 

前第１四半期 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日） 

（参考） 

平成22年３月期  

 決済処理サービス  261  244  982

 収納代行サービス  948  857  3,617

 情報セキュリティサービス       79       65  219

 広告関連サービス  76  51  157

 その他  17  8  46

 合計  1,383  1,228  5,024
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は478千円減少し、税金等調整前四半期純利益は1,968千円減少しておりま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 649,848 2,817,506

売掛金 534,586 499,237

有価証券 1,000,000 1,000,000

商品 732 1,809

立替金 1,142,742 942,906

その他 29,568 30,671

貸倒引当金 △3,781 △3,342

流動資産合計 3,353,697 5,288,789

固定資産   

有形固定資産 72,087 64,665

無形固定資産   

ソフトウエア 539,178 531,728

その他 53,835 45,905

無形固定資産合計 593,014 577,634

投資その他の資産 143,519 143,997

固定資産合計 808,620 786,297

資産合計 4,162,317 6,075,086

負債の部   

流動負債   

買掛金 341,910 310,264

短期借入金 － 2,000,000

未払法人税等 100,723 229,066

収納代行預り金 829,181 696,930

その他 175,377 186,428

流動負債合計 1,447,193 3,422,689

固定負債   

資産除去債務 11,607 －

固定負債合計 11,607 －

負債合計 1,458,801 3,422,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,066,972 1,066,972

資本剰余金 74,795 74,795

利益剰余金 1,978,898 1,928,548

自己株式 △432,048 △432,048

株主資本合計 2,688,617 2,638,267

少数株主持分 14,899 14,130

純資産合計 2,703,516 2,652,397
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債純資産合計 4,162,317 6,075,086
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,228,432 1,383,325

売上原価 797,981 919,685

売上総利益 430,450 463,640

販売費及び一般管理費 166,267 182,749

営業利益 264,182 280,890

営業外収益   

受取利息 5,751 5,734

その他 342 594

営業外収益合計 6,094 6,328

営業外費用   

支払利息 493 2,202

持分法による投資損失 1,941 1,983

自己株式取得費用 2,300 －

その他 32 186

営業外費用合計 4,767 4,372

経常利益 265,509 282,846

特別損失   

固定資産除却損 4,694 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,489

特別損失合計 4,694 1,489

税金等調整前四半期純利益 260,814 281,356

法人税、住民税及び事業税 94,972 108,992

法人税等調整額 11,690 6,941

法人税等合計 106,662 115,934

少数株主損益調整前四半期純利益 － 165,422

少数株主利益 － 768

四半期純利益 154,152 164,653
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 260,814 281,356

減価償却費 28,820 46,677

のれん償却額 － 695

貸倒引当金の増減額（△は減少） △278 438

受取利息及び受取配当金 △5,751 △5,734

支払利息 493 2,202

持分法による投資損益（△は益） 1,941 1,983

固定資産除却損 4,694 －

売上債権の増減額（△は増加） 48,468 △35,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,127 1,076

仕入債務の増減額（△は減少） 20,892 31,646

収納代行預り金の増減額（△は減少） △1,369,206 132,251

立替金の増減額（△は増加） △581,792 △199,835

その他 △933 △13,596

小計 △1,600,964 243,812

利息及び配当金の受取額 6 0

利息の支払額 △594 △2,202

法人税等の支払額 △232,398 △233,769

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,833,949 7,840

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 △824 △4,253

無形固定資産の取得による支出 △57,196 △56,640

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 △71,876 △60,893

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 6,400,000 12,400,000

短期借入金の返済による支出 △3,900,000 △14,400,000

株式の発行による収入 3,582 －

自己株式の取得による支出 △432,048 －

配当金の支払額 △101,727 △114,603

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,969,805 △2,114,603

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,979 △2,167,658

現金及び現金同等物の期首残高 2,958,815 2,817,506

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,022,794 649,848
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 該当事項はありません。   

  

【事業の種類別セグメント情報】  

 前第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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第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。 

  

【海外売上高】 

 前第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。 

  

【セグメント情報】 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 当社グループは決済サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 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）セグメント情報

（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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