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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 33,678 62.7 617 66.1 639 67.2 372 67.5

22年３月期第２四半期 20,703 15.0 371 99.4 382 98.8 222 ―

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２四半期 6,443 34 6,244 71

22年３月期第２四半期 3,916 84 3,723 73

 (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２四半期 15,778 2,500 15.8 42,964 66

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２四半期 2,500百万円 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  ― 0 00

23年３月期(予想)  ― 1,000 00 1,000 00

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、対前期増減率)

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

通期 68,700 48.6 920 21.7 960 22.8 580 71.1 9,993 28



  

 
(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。 

 
(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）P.３「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) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 62,330株 22年３月期 60,930株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 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２Ｑ 57,879株 22年３月期２Ｑ 56,845株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や新興国向けの輸出が好調であること

などを背景に、企業収益が改善基調を持続し、個人消費も持ち直しの動きがある等、一部回復の兆しが

みられております。しかしながら、海外景気の下振れ懸念、円高傾向が続く不安定な為替相場の影響に

より、景気を下押しするリスクが強まる等、先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の下、当社を取り巻く環境といたしましては、ソーシャルゲーム市場が急成長し、電

子書籍市場が注目を集める等、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。 

特に、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等の理由

から堅調に推移しております。さらに、携帯コンテンツではソーシャルゲームが新市場として台頭し、

本年７月より携帯公式コンテンツの一部で当社サービスの利用が可能になる等、広がりを見せておりま

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

も順調に増加いたしました。  

以上の結果から、当第２四半期累計期間の売上高は33,678百万円（前年同期比62.7％増）、営業利益

は617百万円（前年同期比66.1％増）、経常利益は639百万円（前年同期比67.2％増）、四半期純利益は

372百万円（前年同期比67.5％増）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15,778百万円となり、前事業年度末と比較して2,576百万

円増加しております。その主な要因は、現金及び預金、並びに売掛金の増加によるものであります。 

 負債合計は13,278百万円となり、前事業年度末と比較して2,216百万円増加しております。その主な

要因は、加盟店未払金及び利用原価引当金の増加、並びに未払金及び未払法人税等の減少によるもので

あります。 

 純資産は2,500百万円となり、前事業年度末と比較して359百万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0.4ポイント低

下して15.8％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、6,715百万円

（前年同四半期比4.5％増）と前第２四半期会計期間末と比較して289百万円増加となりました。 

 当第２四半期会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。 

  

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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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は1,453百万円（前年同四半期比27.1％増）となりました。その主な要

因は、税引前四半期純利益632百万円、売上債権の増加1,151百万円、仕入債務の増加1,528百万円、利

用原価引当金の増加929百万円、並びに法人税等の支払額379百万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10百万円（前年同四半期比84.6％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７百万円、並びに無形固定資産の取得による支出２百万円によるものであ

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13百万円（前年同四半期比42.9％増）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56百万円による

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22年３月期決算短信（平成22年５月12日）により公表いたしました平成23年３月期通期の業績予

想数値を修正しております。詳細につきましては、平成22年11月４日に公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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 

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行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 

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、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益が１百万円、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２四半期会計期間末
(平成22年９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 6,215,995 4,785,841

売掛金 5,795,021 4,641,224

有価証券 499,412 499,886

商品 924 863

貯蔵品 614 1,189

前払費用 20,837 17,596

繰延税金資産 55,587 55,587

その他 6,067 5,990

貸倒引当金 △13,232 △10,748

流動資産合計 12,581,229 9,997,431

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 10,141 11,204

工具、器具及び備品（純額） 51,013 57,143

有形固定資産合計 61,154 68,348

無形固定資産

ソフトウエア 13,539 15,018

その他 32,999 20,193

無形固定資産合計 46,539 35,211

投資その他の資産

投資有価証券 3,006,738 3,007,100

貸倒懸念債権 － 3,117

長期営業債権 29,219 28,219

敷金 41,757 52,733

繰延税金資産 41,530 41,530

貸倒引当金 △29,219 △31,187

投資その他の資産合計 3,090,025 3,101,512

固定資産合計 3,197,720 3,205,072

資産合計 15,778,950 13,202,504
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９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 1,203 1,615

加盟店未払金 8,380,898 6,851,833

未払金 95,350 217,078

未払費用 4,548 4,096

未払法人税等 261,299 381,402

未払消費税等 22,796 25,691

前受金 2,892 929

預り金 6,401 6,040

利用原価引当金 4,500,980 3,571,039

その他 1,992 1,723

流動負債合計 13,278,363 11,061,451

負債合計 13,278,363 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 1,932,067 1,615,934

自己株式 △286,635 △286,635

株主資本合計 2,500,586 2,141,053

純資産合計 2,500,586 2,141,053

負債純資産合計 15,778,950 13,202,504
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 20,703,145 33,678,530

売上原価 18,896,650 31,035,411

売上総利益 1,806,495 2,643,119

販売費及び一般管理費 1,434,544 2,025,336

営業利益 371,951 617,782

営業外収益

受取利息 9,941 21,062

その他 675 635

営業外収益合計 10,616 21,698

営業外費用

株式交付費 176 368

支払手数料 110 －

その他 44 49

営業外費用合計 331 418

経常利益 382,236 639,062

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 3,117

特別利益合計 － 3,117

特別損失

固定資産除却損 2,115 －

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 2,656 9,444

税引前四半期純利益 379,580 632,735

法人税等 156,927 259,801

四半期純利益 222,653 372,934
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 379,580 632,735

減価償却費 16,892 16,988

ソフトウエア償却費 3,638 3,880

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,128 516

利用原価引当金の増減額(△は減少) 134,520 929,940

固定資産除却損 2,115 －

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 176 368

受取利息 △9,941 △21,062

売上債権の増減額（△は増加） 977,043 △1,151,680

たな卸資産の増減額（△は増加） △943 513

仕入債務の増減額（△は減少） △315,332 1,528,652

未払金の増減額（△は減少） △54,131 △135,961

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,353 △2,895

その他 △971 △398

小計 1,135,961 1,811,041

利息の受取額 10,061 21,413

法人税等の支払額 △2,635 △379,315

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143,387 1,453,139

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 △50,009 △7,814

無形固定資産の取得による支出 △16,161 △2,402

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,171 △10,216

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 46,323 43,031

配当金の支払額 △55,594 △56,275

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,270 △13,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,067,945 1,429,679

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 6,425,745 6,715,407
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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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