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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年9月30日） 

（注）平成24年６月期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年６月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。当社は、平
成24年７月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四
半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

25年6月期第1四半期 1,913 △0.4 283 7.9 286 35.2 180 △78.1
24年6月期第1四半期 1,921 ― 262 ― 211 ― 825 ―

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 195百万円 （△75.5％） 24年6月期第1四半期 797百万円 （―％）

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

25年6月期第1四半期 18.01 17.58
24年6月期第1四半期 82.22 80.49

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第1四半期 20,872 9,194 38.9
24年6月期 19,390 9,235 41.9
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  8,118百万円 24年6月期  8,132百万円

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  
（注）当社は、平成24年７月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いました。平成24年６月期の期末配当金につきましては、株式分割前の
株式数を基準に配当しており、この基準で記載しておりますが、平成25年６月期（予想）の期末配当金につきましては、当該株式分割の影響を考慮して記載して
おります。 

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

24年6月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 0.00 ― 22.00 22.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 3,860 △2.6 500 △11.7 500 △7.1 300 △69.3 29.90
通期 7,900 0.2 1,100 7.1 1,090 △3.0 650 △51.2 64.77



(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） 

（注）当社は、平成24年７月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、平成24年６月期の期首に当該株式分割が行われたと仮
定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※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ます。 

※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おります。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。 

※  注記事項

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   ：  有
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） 25年6月期1Q 11,501,900 株 24年6月期 11,501,900 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 1,467,000 株 24年6月期 1,467,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 10,034,900 株 24年6月期1Q 10,034,900 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災に対する復興需要等により緩やかな回復基調に

ありましたが、欧州の政府債務危機の影響や中国との経済関係の悪化等により、引き続き景気の先行きに対して不

透明な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３年目にあたり、当該経営計画に掲げら

れた目標を達成すべく、諸施策を着実に推進・実行してまいりました。平成23年７月より㈱ナノ・メディアを連結

子会社化し、新たなグループ体制を開始しました。当社が提供する決済・認証を中心としたサービス群を「決済・

認証事業」、㈱ナノ・メディアが提供するモバイルコンテンツを中心としたサービス群を「コンテンツ事業」とし

てセグメント区分しております。 

  

 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。なお、前年同期比較については前連結会計年度の第１

四半期累計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日）と比較しております。 

  

 決済・認証事業の中で、従来、「マルチペイメントサービス」に含まれておりました「ＡＳＰ事業」の一部は、

当連結会計年度より「オンラインビジネスサービス」にサービス区分を変更いたしました。 

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

に推移したうえに、新規開拓に積極的に取組みました。また電子決済サービスにおけるｉＤ決済の提供など決済

手段の拡充を行いました。以上の結果、マルチペイメントサービスの売上高は1,443百万円（前年同期比14.0％

増）、売上総利益は452百万円（前年同期比9.4％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の売上高は前年同期並みにとど

まりましたが、受託案件の売上高が増加しました。以上の結果、オンラインビジネスサービスの売上高は168百

万円（前年同期比27.3％増）、売上総利益は136百万円（前年同期比33.4％増）となりました。 

③電子認証サービスにおきましては、電子チケット普及拡大に向けた営業活動に取組みました。また、イベント

主催者が必要とする申込受付・決済・認証をワンストップで提供するサービス「ＳＵＰＥＲ ＳＵＢ」を６月よ

り開始しており、パッケージ化されたローコストな電子認証サービスの提供による、新たな需要喚起に取組みま

した。以上の結果、電子認証サービスの売上高は27百万円（前年同期比42.7％減）、売上総利益は3百万円（前

年同期は△2百万円）となりました。 

 以上の結果、決済・認証事業の第１四半期連結累計期間の売上高は1,639百万円（前年同期比13.3％増）、営業

利益は366百万円（前年同期比30.4％増）、経常利益は369百万円（前年同期比60.6％増）となりました。 

  

 コンテンツ事業におきましては、フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が加速していくものと想定さ

れる中、業績の回復を喫緊の課題と認識しており、収益拡大が見込めない案件からの撤退、キャッシュアウトの徹

底削減を行う一方、新たな収益基盤、成長事業を確立すべく、スマートフォン等マルチデバイス向け決済機能、認

証機能および会員管理機能を有する独自プラットフォーム『デジタルプラットフォーム』の開発、および既存運営

サイトのスマートフォン対応等に経営資源を投下してまいりました。 

 しかしながら、フィーチャーフォン向けサービスにおいてスマートフォンへの移行が急速に進んでいることによ

る課金会員数の減少が継続していること、新規事業への先行投資が継続的に発生していること等から、収益の改善

にはいたりませんでした。 

 以上の結果、コンテンツ事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は274百万円（前年同期比42.2％減）、営業

損失は82百万円（前年同期の営業損失は18百万円）、経常損失は82百万円（前年同期の経常損失は18百万円）とな

りました。 

  

 これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高1,913百万円（前年同期比0.4％

減）、営業利益283百万円（前年同期比7.9％増）、経常利益286百万円（前年同期比35.2％増）、四半期純利益180

百万円（前年同期比78.1%減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は20,872百万円となりました。流動資産は18,538百万円であり、主

な内訳は現金及び預金12,685百万円、有価証券3,304百万円であります。固定資産は2,334百万円であり、主な内訳

は有形固定資産559百万円、無形固定資産472百万円、投資その他の資産1,302百万円であります。 

 一方、負債合計は11,678百万円であります。主な内訳は収納代行預り金7,132百万円、営業未払金3,214百万円で

あります。 

 純資産合計は9,194百万円となりました。主な内訳は株主資本8,091百万円、少数株主持分1,062百万円でありま

す。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、概ね当社の予想範囲内にて推移しており、平成25年６月期通期業績予想に

つきまして、変更はありません。 

   

（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）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 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以降に取得した有形固定

 資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,420,294 12,685,837

売掛金 688,616 687,452

営業未収入金 1,798,090 1,740,079

有価証券 3,304,065 3,304,358

商品 7,427 6,874

仕掛品 1,138 12,080

貯蔵品 2,166 1,990

その他 131,231 101,658

貸倒引当金 △2,271 △2,040

流動資産合計 17,350,758 18,538,292

固定資産   

有形固定資産 578,986 559,577

無形固定資産 483,789 472,169

投資その他の資産 976,586 1,302,414

固定資産合計 2,039,362 2,334,161

資産合計 19,390,120 20,872,454

負債の部   

流動負債   

買掛金 556,215 568,828

営業未払金 3,261,125 3,214,768

収納代行預り金 5,332,587 7,132,519

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000

未払法人税等 397,274 128,205

賞与引当金 － 24,685

その他 303,502 304,070

流動負債合計 9,870,706 11,393,078

固定負債   

長期借入金 30,000 25,000

役員退職慰労引当金 213,507 213,507

資産除去債務 16,906 16,967

その他 23,853 29,623

固定負債合計 284,267 285,097

負債合計 10,154,974 11,678,175
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 667,782 667,782

資本剰余金 3,509,216 3,509,216

利益剰余金 5,197,226 5,177,234

自己株式 △1,263,165 △1,263,165

株主資本合計 8,111,060 8,091,068

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,311 27,529

その他の包括利益累計額合計 21,311 27,529

新株予約権 13,017 13,017

少数株主持分 1,089,757 1,062,662

純資産合計 9,235,146 9,194,278

負債純資産合計 19,390,120 20,872,454
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,921,244 1,913,781

売上原価 1,196,437 1,226,212

売上総利益 724,806 687,569

販売費及び一般管理費 462,196 404,098

営業利益 262,610 283,471

営業外収益   

受取利息 3,054 3,170

その他 198 191

営業外収益合計 3,253 3,361

営業外費用   

支払利息 249 183

複合金融商品評価損 53,650 －

その他 3 0

営業外費用合計 53,903 184

経常利益 211,959 286,648

特別利益   

投資有価証券売却益 － 6,042

固定資産売却益 690 －

負ののれん発生益 727,683 －

特別利益合計 728,374 6,042

特別損失   

特別退職金 48,406 －

その他 337 －

特別損失合計 48,743 －

税金等調整前四半期純利益 891,591 292,691

法人税、住民税及び事業税 127,513 139,829

法人税等調整額 △33,775 3,453

法人税等合計 93,737 143,282

少数株主損益調整前四半期純利益 797,853 149,409

少数株主損失（△） △27,171 △31,297

四半期純利益 825,024 180,706
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（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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 797,853 149,409

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 46,135

その他の包括利益合計 － 46,135

四半期包括利益 797,853 195,544

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 825,024 208,236

少数株主に係る四半期包括利益 △27,171 △12,691
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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