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１．平成23年３月期の業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（１）経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 75,168 62.6 1,379 82.5 1,420 81.7 933 175.5

22年３月期 46,242 17.1 756 63.6 781 62.5 338 317.8

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年３月期 16,089 90 15,629 15 35.9 9.1 1.8

22年３月期 5,941 22 5,663 86 16.5 6.4 1.6

（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 17,953 3,061 17.1 52,602 08

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 3,061百万円 22年３月期 2,141百万円

（３）キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年３月期 2,518 △1,025 △13 6,765

22年３月期 1,798 △1,698 △172 5,285

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

22年３月期 ― 0 00 ― 1,000 00 1,000 00 56 16.8 2.8

23年３月期 ― 0 00 ― 1,000 00 1,000 00 58 6.2 2.2

24年３月期(予想) ― 0 00 ― 1,000 00 1,000 00 6.5

３．平成24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24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) 44,200 31.2 650 5.2 680 6.4 400 7.3 6,872 73

通 期 89,300 18.8 1,450 5.1 1,500 5.6 900 △3.6 15,463 65



  

 

 
  

   この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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、添
付資料２ページ「１.経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 当社は、平成23年５月13日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。 
その説明内容については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲
載する予定です。 

４．その他
（１）重要な会計方針の変更
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有
 ② ①以外の変更 ： 無

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

② 期末自己株式数 23年３月期 4,129株 22年３月期 4,129株

③ 期中平均株式数 23年３月期 58,039株 22年３月期 57,056株

※ 監査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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当事業年度のわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気低迷の影響は緩やかに改善の動きが

見られ、雇用環境、所得環境の改善や設備投資意欲の持ち直しが見られました。今後は、平成23年３月

11日に発生した東日本大震災により、生産活動、設備投資意欲、消費意欲などへの影響が懸念されま

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、オンラインゲーム市場が既存タイトル

の人気継続により堅調に推移し、携帯電話によるソーシャルゲーム市場が急成長いたしました。また、

スマートフォン普及に伴い、新たに電子書籍市場が注目を集めるなど、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。 

さらに、当社決済が、平成22年７月より携帯公式コンテンツの一部に導入されるなど、より多くの方

にご利用いただけるサービスとして広がりを見せております。 

こうしたデジタルコンテンツ市場での需要拡大に加え、加盟店や販売店と協力し販売促進活動に注力

したことにより、「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、当事業年度の売上高は75,168百万円（前事業年度比62.6％増）、営業利益は1,379

百万円（前事業年度比82.5％増）、経常利益は1,420百万円（前事業年度比81.7％増）となりました。

また、経常利益の増加に加え、繰延税金資産の回収可能額が増加し、評価性引当額を取崩したため、当

期純利益は933百万円（前事業年度比175.5％）となりました。 

  

（次期の見通し） 

平成24年３月期の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

デジタルコンテンツ市場における決済需要は、オンラインゲーム及びソーシャルゲームが牽引し、引

き続き拡大基調にあります。当社は、電子マネー「WebMoney」決済額の占有率の拡大を図りながら、今

後はスマートフォンの普及により、さらに拡大が見込まれるソーシャルゲームや電子書籍など成長著し

い分野を視野に入れたサービス展開に注力してまいります。 

以上により、平成24年３月期の業績見通しは、売上高は89,300百万円（当事業年度比18.8％増）、営

業利益は1,450百万円（当事業年度比5.1％増）、経常利益1,500百万円（当事業年度比5.6％増）、当期

純利益900百万円（当事業年度比3.6％減）を見込んでおります。 

  

（売上高） 

既存加盟店との積極的なキャンペーンにより、オンラインゲーム及びソーシャルゲームでの決済額の

拡大が想定されることから、売上高は89,300百万円（当事業年度比18.8％増）を見込んでおります。 

  

（売上原価及び売上総利益） 

売上原価には、売上高と期間対応させるため「WebMoney」の未使用残高に係る決済見積額を見積原価

として売上原価に計上しておりますが、販売後２年（統計的分析結果に基づく 終的な未使用状態の固

定化に要する年数）経過した「WebMoney」の未使用残高は使用される可能性が低いことから、当該見積

原価から控除しております。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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当社「WebMoney」利用の促進により、未使用率（販売額のうち未使用となる比率）が低下し、その結

果原価率は増加する傾向があります。平成24年３月期においては、売上原価は82,500百万円（当事業年

度比19.0％増）、売上高比92.4％となり、売上総利益は6,800百万円（当事業年度比16.3％増）、売上

高比7.6％を見込んでおります。 

  

（販売費及び一般管理費） 

販売費及び一般管理費は、5,340百万円（当事業年度比19.6％増）、売上高比6.0％を見込んでおりま

す。 

  

（営業利益） 

営業利益は、1,450百万円（当事業年度比5.1％増）、売上高比1.6％を見込んでおります。 

  

（経常利益） 

経常利益は、1,500百万円（当事業年度比5.6％増）、売上高比1.7％を見込んでおります。 

  

（当期純利益） 

当期純利益は、900百万円（当事業年度比3.6％減）、売上高比1.0％を見込んでおります。 

  

①資産、負債、純資産の状況 

当事業年度末における資産合計は17,953百万円となり、前事業年度末と比較して4,750百万円増加し

ております。その主な要因は、有価証券が減少したものの、現金及び預金並びに売掛金が増加したこと

によるものであります。 

負債合計は14,891百万円となり、前事業年度末と比較して3,830百万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が増加したことによるものであります。 

純資産は3,061百万円となり、前事業年度末と比較して920百万円増加しております。その主な要因

は、利益剰余金が増加したこと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0.9ポ

イント上昇して17.1％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度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1,479

百万円増加し、6,765百万円となりました。 

当事業年度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2,518百万円（前事業年度比40.0％増）となりました。その主な要因

は、税引前当期純利益1,421百万円、売上債権の増加2,223百万円、仕入債務の増加2,677百万円及び利

用原価引当金の増加1,264百万円、法人税等の支払額565百万円等によるものであります。 

（２）財政状態に関する分析
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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1,025百万円（前事業年度比39.6％減）となりました。その主な要因は、

定期預金の預入による支出1,000百万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） 

財務活動に使用した資金は13百万円（前事業年度比92.2％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。

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注）1 各指標は以下の算式に基づき算出しております。 

       自己資本比率：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（期末自己株式数控除後）により算出しております。

    3 有利子負債及び利払いがないため、「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバ

       レッジ・レシオ」については記載を省略しております。 

  

当社は、将来の持続的な成長に必要な設備投資等や経営基盤の強化も重要な経営目標に掲げるととも

に、株主に対する利益配分も重要な経営目標と認識しており、財政状態及び経営成績を勘案して弾力的

な利益配分を実施する方針であります。当期の配当につきましては、期末配当として１株につき1,000

円を予定しております。次期の配当につきましても、期末配当として１株につき1,000円を予定してお

ります。  

  

当社の事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。ただし、以下の記載事項は、当事業年度末現在において当社が判断した

ものであり、当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありません。    

  

①当社の収益構造について 

当社は、販売店（代理店を含む）より「WebMoney」の販売額から販売手数料を控除した金額を受け取

っており、「WebMoney」の販売額を売上高に計上するとともに、販売手数料を販売費及び一般管理費に

計上しております。また、加盟店へは、決済額から決済手数料を控除した金額を支払っており、この支

払額を売上原価に計上しております。したがって、当社の業績は、販売店に対する販売手数料率及び加

盟店に対する決済手数料率の影響を受けることとなります。 

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率（％） 14.4 19.8 17.8 16.2 17.1

時価ベースの自己資本比率（％） ─ 98.8 17.8 74.9 65.5

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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加盟店に対する決済手数料率は各加盟店との交渉の上で、決定、更新しておりますが、加盟店の決済

額が増加することに伴い、引き下げられる傾向にあります。一方、販売手数料率についても各販売店と

の交渉の上で決定、更新しており、販売額の増加に伴い、低下傾向にあります。 

当社は、決済手数料率が低下した場合には、販売手数料率が平均的に低下するように努めております

が、決済手数料率の低下に応じて、販売手数料率が平均的に低下しない場合には、当社の財政状態及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。    

  

②見積原価について 

当社は、「WebMoney」の販売時に販売額全額を売上高計上しております。当該売上高と売上原価を期

間対応させるため、「WebMoney」の未使用残高に係る決済見積額を見積原価として売上原価に計上して

おりますが、販売後２年（統計的分析結果に基づく 終的な未使用状態の固定化に要する年数）経過し

た「WebMoney」の未使用残高は使用される可能性が低いことから、当該見積原価から控除しておりま

す。 

今後、未使用率（販売額のうち未使用となる比率）が低下した場合または未使用状態の固定化に要す

る期間が長期化した場合には、見積原価から控除する金額が減少し、当社の財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

③新規参入及び競合について 

当社を取り巻く事業環境は、インターネット上の消費者向け（ＢtoＣ）電子商取引（ＥＣ）市場の拡

大に伴い、その電子決済システムを提供する事業者が増加するなど、競争が激しくなっております。競

合他社としては、サーバー管理型電子マネー発行会社、ＩＣカード型電子マネー発行会社、クレジット

カード決済代行会社、クレジットカード会社、オンラインバンキングなどの多数の事業者が存在しま

す。当社は、デジタルコンテンツ市場のニーズに対応したビジネスモデルを構築し、デジタルコンテン

ツ配信会社を中心とした多数のＥＣ事業者との加盟店契約実績と決済実績があり、競合他社に対して相

対的に優位な状況にあると認識しております。今後、さらなる決済提供機能の向上とユーザー向けのサ

ービスを充実させることにより、現状のビジネスモデルの優位性を維持できるものと考えております。

しかしながら、既存の競合他社の動向や新規参入の結果、当社ビジネスモデルの優位性を維持するこ

とが難しくなる可能性が生じるとともに、価格競争の激化を余儀なくされることなどにより、当社の財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。    

  

④特定事業への依存について 

当社は、電子マネーの発行・販売及び電子決済サービスの提供を主たる事業としており、当社の売上

高のすべてがこの事業から生じております。当社は、今後もインターネット上のＢtoＣのＥＣ市場のさ

らなる拡大を見込み、電子マネーの発行・販売及び電子決済サービスの提供を事業の中核に据えて、シ

ステム開発・運用管理の強化、内部管理体制の強化並びにＥＣ事業者及び消費者のニーズに合わせた電

子マネーの発行・販売及び電子決済サービスの提供を行う予定であります。 

しかしながら、このような特定事業に依存している現在の状況は、当社ビジネスモデルの優位性が維

持できず、「WebMoney」販売額及び「WebMoney」決済額が当社予測を下回り伸び悩んだ場合には、当該

事業の戦略及び当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。    
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⑤法規制への対応について 

当社の事業は「前払式証票の規制等に関する法律（平成元年法律第92号）」では適用対象外となって

おりましたが、平成22年４月１日に施行された新たな法律「資金決済に関する法律（平成21年法律第59

号）」では適用対象となりました。当社は同法律に基づく前払式支払手段の発行事業者として登録を完

了しており、引き続き事業の拡大を図る考えであります。 

しかしながら、当社は「資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）」関連法令・規則、ガイドラ

イン等による規制を受けております。これらの規制が強化され、または監督官庁による行政処分、登録

の取消等が行われた場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  
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近の有価証券報告書（平成22年６月28日提出）における【事業の内容】及び【関係会社の状況】か

ら重要な変更がありません。 

  

電子マネー事業につきましては、国内のＢtoＣのＥＣ市場が引き続き拡大することが予想されており

ます。このような経営環境の中、当社は「独自の決済インフラを構築し、安全で利便性の高い電子決済

サービスを提供することにより、インターネット上（オンライン・リアルタイム決済）での価値交換の

媒体としてのデファクトスタンダードの地位を確立すること」というビジョンを掲げ、日々事業活動に

注力しております。このビジョンの実践として、電子決済サービスをインターネット利用者に提供する

ため、サービスの企画及び開発に取り組んでおります。       

  

当社の売上高は、基本的に当社加盟店の決済額と連動関係があり、決済額の増減にしたがって売上高

が増減することから、「WebMoney」決済額の事業年度間における伸び率は、売上高を予測する上でも重

要な経営指標となっております。収益面においては売上高から利用された決済額等を控除して求められ

る売上総利益に関する対売上高比率を収益性の要として重視しております。       

  

当社は、成長著しいデジタルコンテンツ市場を電子マネー事業拡大の基盤と考えており、オンライン

ゲームとともに携帯コンテンツ、音楽配信や映像配信などのデジタルコンテンツについても、今後成長

が見込まれるものと考えております。オンラインゲーム市場においては、当社「WebMoney」決済額の占

有率の維持及び拡大を図ることに注力してまいります。 

  

ブロードバンドネットワークの普及によるインターネット利用者の増加に伴い、ＥＣ市場は急速に拡

大しており、電子マネー及び電子決済関連業界においても拡大していくことが予想されております。 

当社の「WebMoney」決済システムの主な提供先は、主にオンラインゲーム等のデジタルコンテンツ配

信会社であります。オンラインゲーム市場及びソーシャルゲーム市場は、ネットワーク普及拡大に伴い

サービスの提供環境が急速に整備されてきたため、成長著しい競争状態の市場となっております。 

このような状況を踏まえ、当社は対処すべき課題として以下の点を認識し、戦略的な取り組みを進め

ております。    

  

２．企業集団の状況

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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①有力デジタルコンテンツ加盟店との関係強化 

既存加盟店であるオンラインゲーム運営会社や携帯コンテンツ運営会社に対して積極的なプロモーシ

ョンを提案・実行することにより、加盟店との関係を強化してまいります。 

  

②収益基盤の強化 

「WebMoney」の販売方法において、新たな販売チャネルの開拓や多様な販売形態の開発・構築を行

い、販売コストの低減を図ってまいります。また、システム開発・保守費用や効率的なプロモーション

の展開等、販売費及び一般管理費の合理的な抑制に努め、当社収益基盤の強化を図ってまいります。 

  

③システムの強化 

市場の拡大に伴う決済件数の大幅な増加にも対応できるよう既存システムの増強を図るとともに、加

盟店ニーズの多様化に対応するため、新機能を投入し、さらにユーザー利便性向上策の実施、新サービ

スの提供のためのシステム機能強化を図ってまいります。 

  

④情報セキュリティの強化 

当社の電子決済サービスは、情報通信事業者が提供する公衆回線、専用回線及びインターネット網を

利用しているため、外部からの不正な手段によるコンピュータシステムへの侵入、通信システムの障

害、コンピュータソフトウェアの動作不良や誤作動等のリスクを 大限に防ぐため、常に 新のセキュ

リティ対策を講じてまいります。 

  

⑤内部管理体制の強化 

事業規模の拡大に伴い、電子マネーの発行・販売及び電子決済サービスの提供に関する情報管理体制

を強化するとともに、金融商品取引法に適切に対応し、有効な内部統制を実施できる体制を構築するた

め、当社管理部門を中心にプロジェクトチームを発足させ、その対応に当たっております。 

  

⑥優秀な人材の確保と育成 

当社は、平成23年３月31日現在、従業員50名と小規模組織であるため、事業の拡大を行うためにも、

教育・研修制度を整備し継続的に人材の育成を行うとともに、優秀な人材の確保にも努めてまいりま

す。 

  

⑦新たな市場への参入 

当社は、主にデジタルコンテンツを提供するＥＣ事業者へ決済サービスの提供を行っておりますが、

オンラインゲームとソーシャルゲームを提供する事業者向けの決済が、当社決済額の約９割を占めてお

ります。今後は、電子書籍やＥＣ物販など新たな市場を対象とした決済サービスの提供にも注力いたし

ます。 
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４．財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,785,841 7,765,342

売掛金 4,641,224 6,867,738

有価証券 499,886 －

商品 863 1,121

貯蔵品 1,189 317

前払費用 17,596 22,742

繰延税金資産 55,587 65,611

その他 5,990 6,011

貸倒引当金 △10,748 △15,700

流動資産合計 9,997,431 14,713,186

固定資産

有形固定資産

建物 16,745 16,745

減価償却累計額 △5,540 △7,667

建物（純額） 11,204 9,077

工具、器具及び備品 161,946 172,935

減価償却累計額 △104,802 △132,919

工具、器具及び備品（純額） 57,143 40,015

有形固定資産合計 68,348 49,093

無形固定資産

特許権 286 175

商標権 3,261 1,355

ソフトウエア 15,018 10,884

ソフトウエア仮勘定 16,087 32,235

その他 558 558

無形固定資産合計 35,211 45,208

投資その他の資産

投資有価証券 3,007,100 ※1 3,006,378

貸倒懸念債権 3,117 －

長期営業債権 28,219 28,219

敷金 52,733 40,225

繰延税金資産 41,530 99,393

貸倒引当金 △31,187 △28,219

投資その他の資産合計 3,101,512 3,145,997

固定資産合計 3,205,072 3,240,299

資産合計 13,202,504 17,953,485
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,615 1,692

加盟店未払金 ※2 6,851,833 ※2 9,528,772

未払金 217,078 89,842

未払費用 4,096 6,796

未払法人税等 381,402 370,945

未払消費税等 25,691 44,191

前受金 929 1,265

預り金 6,040 11,404

利用原価引当金 3,571,039 4,835,100

その他 1,723 1,982

流動負債合計 11,061,451 14,891,991

負債合計 11,061,451 14,891,991

純資産の部

株主資本

資本金 444,634 466,334

資本剰余金

資本準備金 367,120 388,820

資本剰余金合計 367,120 388,820

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,615,934 2,492,974

利益剰余金合計 1,615,934 2,492,974

自己株式 △286,635 △286,635

株主資本合計 2,141,053 3,061,493

純資産合計 2,141,053 3,061,493

負債純資産合計 13,202,504 17,953,485
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 46,242,064 75,168,242

売上原価 42,370,306 69,322,043

売上総利益 3,871,757 5,846,198

販売費及び一般管理費

役員報酬 60,366 63,825

給料及び手当 273,381 292,008

法定福利費 31,754 42,534

退職給付費用 8,938 8,246

販売手数料 2,047,712 3,270,249

販売促進費 249,681 331,835

システム運用費 140,363 121,083

支払報酬 57,306 76,930

地代家賃 58,264 58,006

減価償却費 39,349 35,247

ソフトウエア償却費 8,668 7,749

貸倒引当金繰入額 13,593 5,101

その他 126,252 153,414

販売費及び一般管理費合計 3,115,633 4,466,233

営業利益 756,124 1,379,965

営業外収益

受取利息 8,184 12

有価証券利息 17,360 40,780

雑収入 1,176 669

営業外収益合計 26,720 41,462

営業外費用

株式交付費 612 368

自己株式買付手数料 245 －

支払手数料 110 －

為替差損 78 33

雑損失 66 445

営業外費用合計 1,113 848

経常利益 781,731 1,420,579

特別利益

貸倒引当金戻入額 60 3,117

投資有価証券売却益 － 7,499

特別利益合計 60 10,617

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,444

固定資産除却損 ※ 5,880 ※ 225

投資有価証券評価損 541 －

特別損失合計 6,421 9,669

税引前当期純利益 775,370 1,421,527

法人税、住民税及び事業税 369,522 555,572

過年度法人税等 102,506 －

法人税等調整額 △35,641 △67,887

法人税等合計 436,388 487,685

当期純利益 338,982 933,841
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 412,084 444,634

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 32,550 21,700

当期変動額合計 32,550 21,700

当期末残高 444,634 466,334

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 334,570 367,120

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 32,550 21,700

当期変動額合計 32,550 21,700

当期末残高 367,120 388,820

資本剰余金合計

前期末残高 334,570 367,120

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 32,550 21,700

当期変動額合計 32,550 21,700

当期末残高 367,120 388,820

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 1,333,364 1,615,934

当期変動額

剰余金の配当 △56,413 △56,801

当期純利益 338,982 933,841

当期変動額合計 282,569 877,040

当期末残高 1,615,934 2,492,974

利益剰余金合計

前期末残高 1,333,364 1,615,934

当期変動額

剰余金の配当 △56,413 △56,801

当期純利益 338,982 933,841

当期変動額合計 282,569 877,040

当期末残高 1,615,934 2,492,974

自己株式

前期末残高 △105,163 △286,635

当期変動額

自己株式の取得 △181,472 －

当期変動額合計 △181,472 －

当期末残高 △286,635 △286,635
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 1,974,855 2,141,053

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 65,100 43,400

剰余金の配当 △56,413 △56,801

当期純利益 338,982 933,841

自己株式の取得 △181,472 －

当期変動額合計 166,197 920,440

当期末残高 2,141,053 3,061,493

純資産合計

前期末残高 1,974,855 2,141,053

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 65,100 43,400

剰余金の配当 △56,413 △56,801

当期純利益 338,982 933,841

自己株式の取得 △181,472 －

当期変動額合計 166,197 920,440

当期末残高 2,141,053 3,061,493
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 775,370 1,421,527

減価償却費 39,349 35,247

ソフトウエア償却費 8,668 7,749

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,533 1,984

利用原価引当金の増減額(△は減少) 254,954 1,264,060

固定資産除却損 5,880 225

投資有価証券評価損益（△は益） 541 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,499

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 612 368

受取利息 △25,544 △40,793

売上債権の増減額（△は増加） △536,947 △2,223,397

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,427 613

仕入債務の増減額（△は減少） 1,312,448 2,677,014

未払金の増減額（△は減少） 9,790 △127,545

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,550 18,499

その他 4,171 5,300

小計 1,871,952 3,042,799

利息の受取額 24,661 41,503

法人税等の支払額 △97,822 △565,810

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,798,791 2,518,493

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 △1,000,000

定期預金の払戻による収入 2,800,000 －

有形固定資産の取得による支出 △55,591 △13,209

無形固定資産の取得による支出 △35,232 △19,763

投資有価証券の取得による支出 △3,007,245 －

投資有価証券の売却による収入 － 7,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,698,069 △1,025,472

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 64,487 43,031

自己株式の取得による支出 △181,472 －

配当金の支払額 △55,808 △56,437

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,793 △13,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,071 1,479,614

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期末残高 ※ 5,285,728 ※ 6,765,342
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該当事項はありません。 

  

 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用して

おります。

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

(2) その他有価証券

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法

 移動平均法による原価法(貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定)を採用して

おります。 

 

     

同左

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物        ８～15年

工具、器具及び備品 ４～20年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアに 

 ついては、社内における利用可能期 

 間(３年)に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

  

４ 繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。

株式交付費

同左

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 利用原価引当金

将来の加盟店への支払に備える

ため、発行済「WebMoney」未使用

残高に対する費用見積額をユーザ

ーの「WebMoney」利用実績率に基

づいて計上しております。

(2) 利用原価引当金

同左

６ キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

   

   

同左

７ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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 会計方針の変更 

 
  

 
  

 
  

 
  

（７）重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 ―――――――――――
（資産除去債務に関する会計基準等）

 当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益及び経常利益が

3,062千円、税引前当期純利益が12,507千円それぞれ減

少しております。

 表示方法の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（損益計算書）

 前事業年度まで区分掲記しておりました「没収金等」

は、重要性が乏しくなったため、営業外収益の「雑収

入」に110千円含めて表示しております。    

―――――――――――

（８）財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

―――――――――――

※２ 加盟店未払金は、加盟店決済による決済精算金額

のうち加盟店に対する未払金残高であります。

※１ 資金決済に関する法律第14条第１項に基づく発行

保証金として、投資有価証券1,497,179千円を供託して

おります。           

※２        同左

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 5,880千円
  

※ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 225千円
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)１. 発行済株式の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

  ２. 自己株式の増加は、平成21年12月３日開催の当社取締役会での決議に基づく取得によるものであります。 

  

２. 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 発行済株式の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

  

２. 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

    平成23年６月23日開催の第24期定時株主総会において、次の議案を付議いたします。 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 (注)１ 58,830 2,100 ─ 60,930

合計 58,830 2,100 ─ 60,930

自己株式

 普通株式 (注)２ 2,417 1,712 ─ 4,129

合計 2,417 1,712 ─ 4,129

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会

普通株式 56,413 1,000 平成21年３月31日 平成21年６月26日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 56,801 利益剰余金 1,000 平成22年３月31日 平成22年６月28日

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 (注) 60,930 1,400 ― 62,330

合計 60,930 1,400 ― 62,330

自己株式

 普通株式 4,129 ― ― 4,129

合計 4,129 ― ― 4,129

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 56,801 1,000 平成22年３月31日 平成22年６月28日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月23日 
定時株主総会

普通株式 58,201 利益剰余金 1,000 平成23年３月31日 平成23年６月24日
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  前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  当社は、電子マネー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） 

 当事業年度より、「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。 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

              (平成22年３月31日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 4,785,841

有価証券勘定 499,886

現金及び現金同等物 5,285,728

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

              (平成23年３月31日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 7,765,342

預入期間が３か月を超える
定期預金

△1,000,000

現金及び現金同等物 6,765,342

（持分法損益等）

（セグメント情報等）
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり 

であります。 

  

 
  

  前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

     該当事項はありません。  

  当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

     該当事項はありません。   

  

  

役員の異動 

 決定次第、速やかにお知らせいたします。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 
１株当たり純資産額 37,693円93銭

 
１株当たり純資産額 52,602円08銭

 
１株当たり当期純利益金額  5,941円22銭

 
１株当たり当期純利益金額  16,089円90銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

5,663円86銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

15,629円15銭

前事業年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

当事業年度

(自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 338,982 933,841

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 338,982 933,841

期中平均株式数(株) 57,056 58,039

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ─ ―

普通株式増加数(株) 2,794 1,711

(うち新株予約権等) (2,794) (1,711)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

― ―

(重要な後発事象)

５．その他
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