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(百万円未満切捨て)

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

 (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 ％

23年３月期第１四半期 15,005 46.7 259 66.9 269 67.9 152 61.9
22年３月期第１四半期 10,229 18.4 155 122.4 160 125.3 93 127.2

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 2,641 18 2,546 71

22年３月期第１四半期 1,664 40 1,602 20

 (2) 財政状態

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 12,808 2,279 17.8 39,168 79

22年３月期 13,202 2,141 16.2 37,693 93

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期 2,279百万円 22年３月期 2,141百万円

2. 配当の状況

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 ― 1,000 00 1,000 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0 00 ― 1,000 00 1,000 00

（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月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％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 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) 25,000 20.8 330 △11.3 350 △8.4 170 △23.6 2,937 16

通期 55,500 20.0 770 1.8 810 3.6 440 29.8 7,581 11

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有  

 （注）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の有無となります。 

(2) 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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・本資料に記載されている業績見通し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条件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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「１．（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「２.その他の情報」をご覧ください。）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 62,330株 22年３月期 60,930株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 4,129株 22年３月期 4,129株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 57,554株 22年３月期１Ｑ 56,413株

(注意事項)
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当第１四半期におけるわが国経済は、新興国経済の拡大や、国内の景気対策効果に支えられて、緩や

かな回復の兆しとともに、企業の収益にも改善が見られたものの、雇用情勢、所得環境の厳しさは解消

されておらず、円高やデフレ傾向の強まりなど景気を下押しするリスクが残されており、中長期的な景

気の先行きはなお不透明で、予断を許さない状況にあります。 

このような状況の下、デジタルコンテンツの需要は引き続き拡大基調にあります。当社決済の主力分

野であるオンラインゲーム市場は、既存タイトルの人気が継続するなどを理由に、好調を続けておりま

す。さらに、ソーシャルゲームをはじめとする携帯コンテンツの分野は急成長しております。 

こうしたことから、「かんたん・安全・便利」な電子マネー「WebMoney」の利用が拡大し、売上高も

順調に増加しました。 

以上の結果から、当第１四半期累計期間の売上高は15,005百万円（前年同期比46.7％増）、営業利益

は259百万円（前年同期比66.9％増）、経常利益は269百万円（前年同期比67.9％増）、四半期純利益は

152百万円（前年同期比61.9％増）となりました。  

  

当第１四半期末における総資産は12,808百万円となり、前事業年度末と比較して393百万円減少して

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

 負債合計は10,529百万円となり、前事業年度末と比較して532百万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、未払金の減少、並びに未払法人税等の減少によるものであります。 

 純資産は2,279百万円となり、前事業年度末と比較して138百万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1.6ポイント上

昇して17.8％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、5,195百万円（前年同

期比13.9％減）と前第１四半期末と比較して840百万円減少となりました。 

 当第１四半期におけるキャッシュ・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） 

営業活動により使用した資金は82百万円（前年同四半期獲得した資金は767百万円）となりました。

その主な要因は、税引前四半期純利益262百万円、売上債権の減少299百万円、仕入債務の減少78百万

円、未払金の減少158百万円、並びに法人税等の支払額377百万円等によるものであります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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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（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３百万円（前年同四半期比93.6％減）となりました。その主な要因は、有

形固定資産の取得による支出２百万円等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） 

財務活動により使用した資金は４百万円（前年同四半期比86.6％減）となりました。その主な要因

は、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43百万円、配当金の支払額47百万円による

ものであります。なお、株式の発行による収入43百万円は、株式発行に伴う費用の支払額を控除してお

ります。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、当初予想通り順調に推移しており、平成22年５月12日に

公表しました業績予想に変更はありません。  

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。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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 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 

当第１四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。 

  

  資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より、「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が０百万円、税引前四半期純利益が10百万円それぞれ減少して

おります。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,695,790 4,785,841

売掛金 4,342,703 4,641,224

有価証券 499,471 499,886

商品 1,053 863

貯蔵品 888 1,189

前払費用 23,002 17,596

繰延税金資産 55,587 55,587

その他 6,167 5,990

貸倒引当金 △9,916 △10,748

流動資産合計 9,614,748 9,997,431

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 10,672 11,204

工具、器具及び備品（純額） 57,178 57,143

有形固定資産合計 67,851 68,348

無形固定資産

ソフトウエア 15,452 15,018

その他 19,966 20,193

無形固定資産合計 35,418 35,211

投資その他の資産

投資有価証券 3,006,920 3,007,100

貸倒懸念債権 2,214 3,117

長期営業債権 28,219 28,219

敷金 42,523 52,733

繰延税金資産 41,530 41,530

貸倒引当金 △30,433 △31,187

投資その他の資産合計 3,090,973 3,101,512

固定資産合計 3,194,243 3,205,072

資産合計 12,808,992 13,202,504
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,495 1,615

加盟店未払金 6,773,449 6,851,833

未払金 73,213 217,078

未払費用 5,502 4,096

未払法人税等 110,843 381,402

未払消費税等 16,541 25,691

前受金 734 929

預り金 10,254 6,040

利用原価引当金 3,535,500 3,571,039

その他 1,794 1,723

流動負債合計 10,529,329 11,061,451

負債合計 10,529,329 11,061,451

純資産の部

株主資本

資本金 466,334 444,634

資本剰余金 388,820 367,120

利益剰余金 1,711,143 1,615,934

自己株式 △286,635 △286,635

株主資本合計 2,279,662 2,141,053

純資産合計 2,279,662 2,141,053

負債純資産合計 12,808,992 13,202,504
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 10,229,781 15,005,291

売上原価 9,355,427 13,832,364

売上総利益 874,353 1,172,926

販売費及び一般管理費 718,930 913,450

営業利益 155,423 259,475

営業外収益

受取利息 5,027 10,286

その他 491 599

営業外収益合計 5,519 10,885

営業外費用

株式交付費 － 368

支払手数料 110 －

その他 42 30

営業外費用合計 152 399

経常利益 160,790 269,962

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1,585

特別利益合計 － 1,585

特別損失

固定資産除却損 32 －

投資有価証券評価損 541 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,444

特別損失合計 573 9,444

税引前四半期純利益 160,217 262,103

法人税等 66,323 110,093

四半期純利益 93,894 152,010
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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１四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 160,217 262,103

減価償却費 6,667 8,223

ソフトウエア償却費 1,497 1,967

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,319 △1,585

利用原価引当金の増減額(△は減少) △95,522 △35,539

固定資産除却損 32 －

投資有価証券評価損益（△は益） 541 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,444

株式交付費 － 368

受取利息 △5,027 △10,286

売上債権の増減額（△は増加） 893,795 299,423

たな卸資産の増減額（△は増加） △412 111

仕入債務の増減額（△は減少） △149,498 △78,504

未払金の増減額（△は減少） △57,982 △158,726

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,289 △9,150

その他 8,916 △3,139

小計 762,253 284,711

利息の受取額 8,140 10,455

法人税等の支払額 △3,330 △377,363

営業活動によるキャッシュ・フロー 767,062 △82,196

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 △1,400,000 －

定期預金の払戻による収入 1,400,000 －

有形固定資産の取得による支出 △35,928 △2,884

無形固定資産の取得による支出 △16,161 △435

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,089 △3,320

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 － 43,031

配当金の支払額 △36,903 △47,980

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,903 △4,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 678,069 △90,466

現金及び現金同等物の期首残高 5,357,800 5,285,728

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,035,869 5,195,261
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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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