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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年12月31日） 

（注）平成24年６月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年６月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載
していません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成24年６月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年６月期の数値は記載していません。  

(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6月期第2四半期 3,963 ― 566 ― 538 ― 977 ―
23年6月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 926百万円 （―％） 23年6月期第2四半期 ―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6月期第2四半期 9,739.60 9,522.57
23年6月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第2四半期 21,274 8,876 36.5
23年6月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  7,755百万円 23年6月期  ―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6月期 ― 0.00 ― 1,600.00 1,600.00
24年6月期 ― 0.00
24年6月期（予想） ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年６月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載していません。 

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 7,660 ― 985 ― 935 ― 1,147 ― 11,430.11



(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）  ：  有  

詳細は、添付資料P３「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」を参照してください。 

(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
四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続き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 
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断しており、多分に不確定要素を含んでいます。実際の業績は、業況の
変化により予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 株式会社ナノ・メディア 、 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   ：  有
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6月期2Q 115,019 株 23年6月期 115,019 株
② 期末自己株式数 24年6月期2Q 14,670 株 23年6月期 14,670 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 100,349 株 23年6月期2Q 100,349 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

     （注）前事業年度は連結子会社がなく、連結損益計算書を作成しておりませんので、連結数値についての前年同四

半期比較は行っておりません。 

  

   当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞から緩やかに持ち直す傾向が見

られたものの、欧州政府債務危機等による海外景気下振れの懸念もあり、引き続き厳しい状況で推移しました。 

   このような情勢のもと当社は中期経営計画２年目にあたり、中期経営計画に掲げた目標を実現すべく、諸施策を着

実に実行してまいりました。平成23年７月に㈱ナノ・メディアを連結子会社化し、新たなグループ体制のもと、両

社の経営資源、ノウハウを有効に活用し、シナジー効果の実現に向けて取り組んでおります。 

    

各セグメント別の概況は以下のとおりとなっております。 

  

   決済・認証事業におきましては、従来、「オンラインビジネスサービス」に含まれておりました「ネットＤＥ受取

サービス」を第１四半期連結会計期間より、「マルチペイメントサービス」に区分を変更しました。また、オンラ

インビジネスサービスのうちＰＩＮ販売等について、より実態に近い数値表現にすることを目的として、売上原価

の一部を売上高と相殺表示する会計処理の変更を行いました。前年同期との比較はこれらの変更を加味した数値と

比較しております。 

  

   ①マルチペイメントサービスにおきましては、ＥＣ市場の拡大により既存契約事業者との取扱量が好調に推移した

ほか、新規顧客開拓に積極的に取組みました。また、コンビニ店頭のＫＩＯＳＫ端末から都市間高速バスチケット

の予約、購入、発券を直接行うことができるサービス「バスコン」をサークルＫサンクスに続きローソンでも提供

を開始するなど、サービス拡大による顧客利便性向上と更なる決済件数増加に取り組んでおります。 

事業者からコンシューマーへの送金方法である「ネットＤＥ受取サービス」においても、積極的な営業を展開

し、ＦＸ事業者などでの採用が進みました。以上の結果、マルチペイメントサービスの売上高は2,643百万円（前年

同期比14.7％増）、売上総利益は843百万円（前年同期比17.4％増）となりました。 

  

   ②オンラインビジネスサービスにおきましては、ＰＩＮオンライン販売サービスにおいて、ＳＮＳオンラインゲー

ム用電子マネー向けの取扱件数が順調に推移しました。以上の結果、オンラインビジネスサービスの売上高は271百

万円（前年同期比29.8％増）、売上総利益は213百万円（前年同期比29.6％増）となりました。 

  

   ③新規事業の柱として注力している電子認証サービスにおきましては、黒字化に向けたコスト低減と電子チケット

普及拡大に向けた営業、広告宣伝活動に取り組みました。既存契約先との継続利用のほか、著名アーティストのコ

ンサートやチャリティサッカーイベントなどで採用されるなど、利用分野の拡大にも取組んでおります。以上の結

果、電子認証サービスの売上高は98百万円（前年同期比5.8％増）、売上総利益は３百万円（前年同期は△24百万

円）と黒字転換しました。 

  

   以上の結果、決済・認証事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は3,013百万円（前年同期比15.6％増）、営業

利益は594百万円（前年同期比37.4％増）となりました。 

  

   コンテンツ事業におきましては、従来の携帯電話からスマートフォンへの急速な市場シフトへの対応が最重要課題

であると認識し、人員合理化とスマートフォン対応を同時に進め、体制変革に取組みました。 

  

   以上の結果、コンテンツ事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は949百万円、営業損失は28百万円となりまし

た。 

  

   これらの結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高3,963百万円、営業利益566百万

円、経常利益538百万円となりました。特別損失には、㈱ナノ・メディアにおいて、人員合理化に伴う特別退職一時

金48百万円と減損損失44百万円を計上した一方、特別利益には、㈱ナノ・メディアを連結子会社化するにあたり、

第１四半期連結会計期間に負ののれん発生益727百万円を計上したことにより、四半期純利益は977百万円となりま

した。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   ①資産、負債及び純資産の状況 

   （注）前事業年度は連結子会社がなく、連結貸借対照表を作成しておりませんので、連結数値についての前事業年

度末比較は行っておりません。 

  

   当第２四半期連結会計期間末における総資産は21,274百万円となりました。流動資産は19,176百万円であり、主な

内訳は現金及び預金11,756百万円、有価証券4,105百万円であります。固定資産は2,098百万円であり、主な内訳は

有形固定資産603百万円、無形固定資産470百万円、投資その他の資産1,023百万円であります。 

   一方、負債合計は12,397百万円であります。主な内訳は収納代行預り金6,974百万円、営業未払金4,028百万円であ

ります。純資産合計は8,876百万円となりました。主な内訳は株主資本7,755百万円、少数株主持分1,108百万円であ

ります。 

  

   ②キャッシュ・フローの状況 

   （注）前事業年度は連結子会社がなく、連結キャッシュ・フローを作成しておりませんので、連結数値についての

   前年同四半期比較は行っておりません。  

  

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は14,960百万円となりま

した。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において、営業活動により増加した資金は2,815百万円となりました。主な増加要因

は税金等調整前四半期純利益1,172百万円、営業未払金の増加額1,178百万円、収納代行預り金の増加額1,765百万

円、主な減少要因は負ののれん発生益727百万円、営業未収入金の増加額718百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、獲得した資金は828百万円となりました。主な増加要因は連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による収入1,482百万円、主な減少要因は有価証券の取得による支出599百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は169百万円となりました。主な減少要因は、配当金の支払158百万円でありま

す。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

     通期の連結業績予想につきましては、平成24年２月２日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表のとおり

であります。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間より、新たに株式を取得したため、㈱ナノ・メディアを連結の範囲に含めています。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   会計方針の変更 

従来、オンラインビジネスサービスのうち収納代行契約に基づくＰＩＮオンライン販売サービスならびに各種申 

込サービスについては、受託手数料を売上高に計上し、収納代行手数料を売上原価に計上していましたが、当該 

オンラインビジネスサービスの取引が拡大傾向にあること、及び最近の会計実務慣行等を総合的に勘案し、経営成

績を明瞭に表示するため、第１四半期連結会計期間より、受託手数料から収納代行手数料を差し引き、収益のみを

売上高に計上する、純額表示に会計処理を変更しています。これにより、当第２四半期連結累計期間は従来の方法

に比較し、売上高及び売上原価が、それぞれ287,437千円減少していますが、売上総利益以下の各段階利益に与え

る影響はありません。 

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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   追加情報  

（表示方法の変更） 

 決済・認証事業におけるオンラインビジネスサービスのＰＩＮオンライン販売サービスのうち、売買契約に基づ

く取扱高に係る債権債務を、従来「売掛金」と「買掛金」に含めて表示していましたが、実態をより明瞭に表示す

るため、第１四半期連結会計期間より、それぞれ「営業未収入金」と「営業未払金」に計上する方法に変更してお

ります。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しています。  

  

（法人税等の変更等による影響） 

  

  「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第 

   114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」 

  （平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され平成24年４月１日以後に開始される連結会計年度から法 

  人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金 

  負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.38％から平成24年７月１日に開始する連結会計年度から平成26年 

  ７月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.71％に平成27年７月１日に開始され 

  る連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.33％となります。この税率変更により繰延税金資 

  産の純額が17,124千円減少し、当第２四半期連結累計期間に費用計上された法人税等の金額は17,124千円増加して 

  います。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 11,756,933

売掛金 851,265

営業未収入金 2,312,394

有価証券 4,105,237

商品 5,609

仕掛品 3,308

貯蔵品 2,050

その他 142,044

貸倒引当金 △2,757

流動資産合計 19,176,086

固定資産  

有形固定資産 603,969

無形固定資産 470,915

投資その他の資産 1,023,379

固定資産合計 2,098,265

資産合計 21,274,351

負債の部  

流動負債  

買掛金 589,960

営業未払金 4,028,286

収納代行預り金 6,974,545

1年内返済予定の長期借入金 20,000

未払法人税等 263,439

その他 246,539

流動負債合計 12,122,771

固定負債  

長期借入金 40,000

役員退職慰労引当金 213,507

資産除去債務 10,380

その他 11,103

固定負債合計 274,991

負債合計 12,397,762
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 667,782

資本剰余金 3,509,216

利益剰余金 4,841,563

自己株式 △1,263,165

株主資本合計 7,755,397

新株予約権 13,017

少数株主持分 1,108,173

純資産合計 8,876,588

負債純資産合計 21,274,351
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（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,963,012

売上原価 2,484,000

売上総利益 1,479,011

販売費及び一般管理費 912,912

営業利益 566,099

営業外収益  

受取利息 4,964

その他 2,234

営業外収益合計 7,198

営業外費用  

支払利息 482

複合金融商品評価損 34,500

その他 2

営業外費用合計 34,985

経常利益 538,312

特別利益  

固定資産売却益 733

負ののれん発生益 727,683

特別利益合計 728,417

特別損失  

減損損失 45,767

特別退職金 48,406

その他 337

特別損失合計 94,510

税金等調整前四半期純利益 1,172,219

法人税、住民税及び事業税 255,598

法人税等調整額 △10,096

法人税等合計 245,501

少数株主損益調整前四半期純利益 926,717

少数株主損失（△） △50,641

四半期純利益 977,358
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 926,717

四半期包括利益 926,717

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 977,358

少数株主に係る四半期包括利益 △50,641
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年12月31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 1,172,219

減価償却費 131,914

減損損失 45,767

負ののれん発生益 △727,683

特別退職金 48,406

貸倒引当金の増減額（△は減少） 232

受取利息 △4,964

支払利息 321

複合金融商品評価損益（△は益） 34,500

有形固定資産売却損益（△は益） △725

売上債権の増減額（△は増加） △21,917

営業未収入金の増減額(△は増加） △718,834

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,364

仕入債務の増減額（△は減少） 5,535

収納代行預り金の増減額（△は減少） 1,765,852

営業未払金の増減額（△は減少） 1,178,142

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,390

その他 17,225

小計 2,926,966

利息及び配当金の受取額 14,428

利息の支払額 △259

特別退職金の支払額 △39,040

法人税等の支払額 △86,973

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,815,121

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 △599,686

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △52,126

有形固定資産の売却による収入 725

無形固定資産の取得による支出 △103,004

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1,482,863

その他 △313

投資活動によるキャッシュ・フロー 828,456

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △10,000

リース債務の返済による支出 △589

配当金の支払額 △158,941

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,474,046
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 11,486,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,960,391
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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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