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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 1,765 27.6 324 15.7 331 17.3 196 19.3
23年3月期第1四半期 1,383 12.6 280 6.3 282 6.5 164 6.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 191百万円 （15.8％） 23年3月期第1四半期 165百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1,216.19 1,214.25
23年3月期第1四半期 1,008.35 1,005.51

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

24年3月期第1四半期 6,765 3,312 47.8 19,984.56
23年3月期 7,194 3,248 44.0 19,597.34
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,232百万円 23年3月期  3,163百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 0.00 ― 800.00 800.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 3,400 17.7 650 14.0 650 13.2 400 17.3 2,478.24
通期 7,250 17.3 1,400 22.0 1,450 24.2 870 20.5 5,390.17



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

※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。 
 
 
 当社は、平成23年７月27日をもちまして上場廃止となるため、四半期報告書は提出いたしません。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 171,306 株 23年3月期 170,970 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 9,565 株 23年3月期 9,565 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 161,496 株 23年3月期1Q 163,290 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9



（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、３月11日に発生した東日本大震災の影響による経済活動の停滞や電力供給

の問題などが懸念されており、今後の景気の先行きが不透明のままとなっております。  

 このような状況の中、当社においては、決済処理サービス、収納代行サービスの取引が震災直後に減少したもの

の、４月より次第に回復し、前年を上回る成長となりました。 

 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。 

 当第１四半期の売上は、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、利用店舗数が4,057店舗あり（当第

１四半期末において店舗、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1,765百万円、営業利益324百万円、経常利益331百万円、四半期純利

益196百万円となりました。 

  

（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6,765百万円となり、前連結会計年度末と比較し429百万円減少いたしました。これ

は短期借入金の減少を主な要因とする現金及び預金の減少440百万円が主な要因となります。 

 負債総額は3,453百万円となり、前連結会計年度末と比較し493百万円減少いたしました。これは短期借入金の減

少900百万円と、収納代行サービスの取扱額の増加による収納代行預り金の増加537百万円が主な要因となります。

 純資産額は3,312百万円となり、前連結会計年度末と比較し64百万円増加いたしました。これは、利益剰余金の

増加67百万円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23年４月25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．当四半期決算に関する定性的情報

  

当第１四半期 

（自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日） 

前第１四半期 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日） 

（参考） 

平成23年３月期  

 決済処理サービス  293  261  1,094

 収納代行サービス  1,214  948  4,337

 情報セキュリティサービス       67       79  233

 広告関連サービス  161  76  409

 その他  29  17  107

 合計  1,765  1,383  6,181



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,155,207 2,714,684

売掛金 572,466 650,909

有価証券 1,000,000 1,000,000

商品 1,316 2,805

立替金 1,432,430 1,435,948

その他 43,145 52,656

貸倒引当金 △4,068 △3,775

流動資産合計 6,200,497 5,853,228

固定資産   

有形固定資産 59,835 60,346

無形固定資産   

のれん 44,783 43,164

ソフトウエア 730,611 720,364

その他 11,338 8,128

無形固定資産合計 786,733 771,657

投資その他の資産 147,877 80,433

固定資産合計 994,446 912,438

資産合計 7,194,944 6,765,666

負債の部   

流動負債   

買掛金 385,470 435,268

短期借入金 1,500,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 996 －

未払法人税等 240,562 127,921

収納代行預り金 1,525,973 2,063,390

その他 280,110 214,873

流動負債合計 3,933,112 3,441,454

固定負債   

長期借入金 2,012 －

資産除去債務 11,783 11,747

固定負債合計 13,795 11,747

負債合計 3,946,907 3,453,201



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,067,489 1,068,453

資本剰余金 75,312 76,276

利益剰余金 2,552,339 2,619,624

自己株式 △532,032 △532,032

株主資本合計 3,163,108 3,232,322

少数株主持分 84,928 80,141

純資産合計 3,248,036 3,312,464

負債純資産合計 7,194,944 6,765,666



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,383,325 1,765,524

売上原価 919,685 1,223,978

売上総利益 463,640 541,546

販売費及び一般管理費 182,749 216,629

営業利益 280,890 324,916

営業外収益   

受取利息 5,734 5,753

開発負担金収入 － 3,000

その他 594 597

営業外収益合計 6,328 9,351

営業外費用   

支払利息 2,202 2,213

持分法による投資損失 1,983 －

その他 186 333

営業外費用合計 4,372 2,547

経常利益 282,846 331,720

特別損失   

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 1,489 －

税金等調整前四半期純利益 281,356 331,720

法人税、住民税及び事業税 108,992 128,775

法人税等調整額 6,941 11,321

法人税等合計 115,934 140,097

少数株主損益調整前四半期純利益 165,422 191,623

少数株主利益又は少数株主損失（△） 768 △4,786

四半期純利益 164,653 196,409



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 165,422 191,623

四半期包括利益 165,422 191,623

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 164,653 196,409

少数株主に係る四半期包括利益 768 △4,786



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 281,356 331,720

減価償却費 46,677 62,396

のれん償却額 695 1,618

貸倒引当金の増減額（△は減少） 438 △292

受取利息及び受取配当金 △5,734 △5,753

支払利息 2,202 2,213

持分法による投資損益（△は益） 1,983 －

売上債権の増減額（△は増加） △35,349 △78,443

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,076 △1,488

仕入債務の増減額（△は減少） 31,646 49,798

収納代行預り金の増減額（△は減少） 132,251 537,417

立替金の増減額（△は増加） △199,835 △3,518

その他 △13,596 △84,857

小計 243,812 810,811

利息及び配当金の受取額 0 18

利息の支払額 △2,202 △1,711

法人税等の支払額 △233,769 △239,613

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,840 569,503

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,253 △7,221

無形固定資産の取得による支出 △56,640 △35,671

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,764

差入保証金の回収による収入 － 352

貸付けによる支出 － △1,377

非連結子会社の減資による収入 － 67,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,893 21,317

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,000,000 △900,000

長期借入金の返済による支出 － △3,008

株式の発行による収入 － 1,928

配当金の支払額 △114,603 △130,265

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,114,603 △1,031,344

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,167,658 △440,523

現金及び現金同等物の期首残高 2,817,506 3,155,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 649,848 2,714,684



  該当事項はありません。   

  

 前第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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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。 

  

  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）セグメント情報等

（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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