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1.  平成23年6月期第1四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成22年６月期第１四半期においては連結財務諸表作成会社であり、個別の経営成績（累計）を開示していないため、平成22年６月期第１四半期の
経営成績（累計）及び平成23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。 

(2) 財政状態 

  

(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6月期第1四半期 1,395 ― 203 ― 209 ― △0 ―
22年6月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第1四半期 △1.66 ―
22年6月期第1四半期 ― ―

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6月期第1四半期 14,531 6,572 45.2 65,500.58
22年6月期 14,871 6,793 45.7 67,702.23

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  6,572百万円 22年6月期  6,793百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
（注）22年６月期期末配当金の内訳 特別配当 700円00銭 

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6月期 ― 0.00 ― 2,200.00 2,200.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想）
0.00 ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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）当四半期における業績予想の修正有無  有  
（注）売上高の減少は、売上高を従来の総額表示から、純額表示に変更することによります。詳細は添付資料３ページをご覧ください。平成22年６月期第２
四半期においては連結財務諸表作成会社であり、個別の経営成績を開示していないため、平成23年６月期第２四半期（累計）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。 

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)

2,692 ― 324 ― 320 ― 70 ― 697.57

通期 5,500 △81.8 720 20.6 700 28.2 310 △88.0 3,089.22



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

（注）平成22年６月期第１四半期においては、連結財務諸表作成会社であり、個別の期中平均株式数（四半期累計）を開示していないため、平成22年
６月期第１四半期の期中平均株式数については、記載しておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期1Q 115,019株 22年6月期  115,019株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  14,670株 22年6月期  14,670株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 100,349株 22年6月期1Q  ―株

※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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部の経済指標に持ち直しの傾向がみられるものの、海外景気の

下振れ懸念や為替レート、株価の変動などにより景気が下押しされるリスクが依然として存在する状況が続いてお

ります。 

このような情勢のもと、当社は前事業年度において企業再編を行い、ＩＴ事業の積極的な展開を進めるにあた

り、当事業年度を初年度とする５カ年の中期経営計画を新たに策定し、中期経営計画に掲げられた目標を実現すべ

く、諸施策を着実に実行してまいりました。 

各サービス別の概況は以下のとおりとなっております。 

なお、平成22年６月期第１四半期においては連結財務諸表作成会社であり、個別の経営成績を開示しておりませ

んが、比較、参考のため、前年同四半期との比較は、個別の経営成績の数値との比較を記載しております。また、

オンラインビジネスサービスのうちＰＩＮオンライン販売サービスの売上高と電子認証サービスのうち95bus.com

サービスの売上高の表示につきまして、従来総額表示しておりましたが、当第１四半期会計期間から純額表示に変

更しました。これは売上高から仕入高を相殺のうえ純額表示する会計処理の変更であり、売上高は大幅に減少しま

すが、利益面には影響がありません。（詳細は２．その他の情報（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

の概要をご覧ください。）なお、前年同期実績を純額表示した場合の売上高及び売上原価の比較は以下の表のとお

りであり、前年同四半期との比較も前年同四半期の数値を純額表示したものと比較しております。 

  

① マルチペイメントサービス 

マルチペイメントサービスにつきましては、引き続き新規契約事業者の獲得を積極的に推進したほか、既存契

約事業者においても、特にＥコマース向けを中心に取扱量が堅調に増加しました。また新たなサービスとして、高

速バス事業者向けにＷＥＢ乗車券サービスを開始し、高速バス利用者にとって利便性向上に寄与するサービス拡充

を行い、決済の取扱量増加に向けた取組みを行いました。これらの結果、マルチペイメントサービスの売上高は

1,123百万円（前年同期比21.6％増）、売上総利益は355百万円（前年同期比17.9％増）となりました。 

  

② オンラインビジネスサービス 

ＰＩＮオンライン販売サービスでは、当第１四半期会計期間より売上高を総額表示から純額表示に変更しまし

た。前年同四半期を純額表示とした場合と比較すると、売上高は積極的な販促効果等により増加しました。ネット

ＤＥ受取サービスではサービスの認知度向上に取り組みました。また、コンビニとのネットワークを有効利用した

新たなサービスの開発に取組み、決済の周辺領域へのサービス拡充に向けた取組みを行っております。これらの結

果、オンラインビジネスサービスの売上高は223百万円（前年同期比12.7％増）、売上総利益は83百万円（前年同

期比20.8％％増）となりました。 

  

③ 電子認証サービス 

新規事業育成の柱として、サービスの認知度向上、サービス機能整備及び拡充に向け取組みました。今後の持

続的な事業成長に向けたサービス範囲の拡充に向け、積極的に営業展開を図りました。これらの結果、電子認証サ

ービスの売上高は49百万円（前年同期比31.7％減）、売上総利益は△11百万円となりました。 

  

以上の結果、当社の当第１四半期会計期間の売上高は1,395百万円（前年同期比16.9％増）となりました。一方

損益面では、前事業年度までの体制強化費用の増加が抑えられ営業利益203百万円（前年同期比35.3％増）、経常

利益209百万円（前年同期比36.3％増）となりました。また平成22年8月13日付「平成22年６月期決算短信」の次期

の見通しにて記載のとおり、役員退職慰労引当金繰入額209百万円を特別損失として計上し、四半期純損失は０百

万円となりました。なお、役員退職慰労引当金につきましては、本日公表しております「創業取締役に対する役員

退職慰労金繰入額の計上時期の変更に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

   平成22年６月期第１四半期  平成23年６月期第１四半期

 売上高（百万円）  1,193 1,395

 売上原価（百万円）  819  968

 売上総利益（百万円）  374  427

 （PINオンライン販売相殺分（百万円））  （6,124）  （7,575）

 （95bus.comサービス相殺分（百万円））  （3） （4）
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（２）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 

 当第１四半期会計期間末における当社の総資産は14,531百万円（前事業年度末比340百万円減）となりました。

これは主に有価証券の増加4,300百万円がある一方、現金及び預金の減少4,650百万円によるものであります。負債

合計は7,958百万円（前事業年度末比119百万円減）となりました。これは主に未払法人税等の減少297百万円によ

るものであります。 

 純資産合計は6,572百万円（前事業年度末比220百万円減）となり、自己資本比率は45.2％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

（注）当第１四半期会計期間より四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、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１四半期会計期間末における当社の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比349百万円減少し10,392

百万円となりました。当第１四半期会計期間において、営業活動により使用した資金は34百万円、投資活動により

使用した資金は88百万円、財務活動により使用した資金は226百万円となりました。主な減少要因は、法人税等の

支払額291百万円、配当金の支払額220百万円であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成22年８月13日付「平成22年６月期決算短信」の平成23年６月期第２四半期累計期間の業績予想を変更してお

ります。詳しくは、本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、平成23

年６月期の通期業績予想につきましては、変更はありません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

 ・固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間案分して算定する方法によっ

ております。 

 ・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

  

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 ・該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更 

      ・資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

  ② ①以外の変更 

   ・オンラインビジネスサービスのうちＰＩＮオンライン販売サービスの売上高と電子認証サービスのうち95bus.

    comサービスの売上高の計上につきまして、従来、信用リスクの負担等を鑑み総額表示しておりましたが、平 

    成21年７月９日公表「我が国の収益認識に関する研究報告（中間報告）－ＩＡＳ第18号「収益」に照らした考

    察－」(日本公認会計士協会 会計制度委員会研究報告第13号）を契機として、 近の会計実務慣行等を総合 

    的に勘案し、経営成績をより明瞭に表示することができると判断し、売上高から仕入高を相殺のうえ、収益の

    み純額表示する会計処理に変更しております。これにより、従来の方法に比較して売上高及び売上原価がそれ

    ぞれ7,579,363千円減少しておりますが、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．その他の情報
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      ・当社の役員退職慰労金は、前事業年度におきましては、取締役会決議に基づき、平成22年９月25日開催の定時

    株主総会おける決議を前提に退任取締役に対する退職慰労金相当額を引当計上しておりましたが、当第１四半

    期会計期間において、役員退職慰労金に関する内規を取締役会で決議し、制定したことに伴い、内規に基づく

    期末要支給額を計上しております。この変更により、当第１四半期会計期間発生額3,635千円は販売費及び一 

    般管理費に、過年度発生額209,871千円は特別損失に計上しております。この結果、営業利益及び経常利益は 

    3,635千円減少し、税引前四半期純損失は213,507千円減少しております。 
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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１四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,091,800 10,741,800

売掛金 1,666,832 1,615,000

有価証券 4,300,653 －

商品 2,640 2,432

仕掛品 697 1,092

貯蔵品 1,243 1,249

その他 62,980 150,112

流動資産合計 12,126,847 12,511,687

固定資産   

有形固定資産 686,525 725,666

無形固定資産 402,673 394,239

投資その他の資産 1,315,561 1,240,072

固定資産合計 2,404,760 2,359,977

資産合計 14,531,608 14,871,664

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,686,460 2,564,000

未払法人税等 8,000 305,000

収納代行預り金 4,776,508 4,797,116

引当金 21,394 94,500

その他 178,638 238,716

流動負債合計 7,671,001 7,999,333

固定負債   

長期借入金 65,000 70,000

退職給付引当金 2,980 1,984

役員退職慰労引当金 213,507 －

その他 6,202 6,495

固定負債合計 287,689 78,479

負債合計 7,958,691 8,077,813

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 3,659,083 3,880,017

自己株式 △1,263,165 △1,263,165

株主資本合計 6,572,917 6,793,851

純資産合計 6,572,917 6,793,851

負債純資産合計 14,531,608 14,871,664
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,395,374

売上原価 968,167

売上総利益 427,207

販売費及び一般管理費 223,765

営業利益 203,441

営業外収益  

受取利息 6,661

その他 160

営業外収益合計 6,821

営業外費用  

支払利息 316

複合金融商品評価損 900

営業外費用合計 1,216

経常利益 209,046

特別損失  

役員退職慰労引当金繰入額 209,871

特別損失合計 209,871

税引前四半期純損失（△） △825

法人税、住民税及び事業税 5,898

法人税等調整額 △6,557

法人税等合計 △659

四半期純損失（△） △166

ウェルネット株式会社（2428）　平成23年６月期第１四半期決算短信

－ 6 －



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７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  

税引前四半期純損失（△） △825

減価償却費 65,210

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,394

退職給付引当金の増減額（△は減少） 996

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 213,507

受取利息及び受取配当金 △6,661

支払利息 316

複合金融商品評価損益（△は益） 900

売上債権の増減額（△は増加） △51,831

たな卸資産の増減額（△は増加） 193

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,742

仕入債務の増減額（△は減少） 122,459

収納代行預り金の増減額（△は減少） △20,607

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,763

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,395

小計 340,425

利息及び配当金の受取額 11,304

利息の支払額 △321

役員退職慰労金の支払額 △94,500

法人税等の支払額 △291,133

営業活動によるキャッシュ・フロー △34,225

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 △1,222

無形固定資産の取得による支出 △37,927

その他投資の増減 △49,834

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,983

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 △5,000

リース債務の返済による支出 △283

配当金の支払額 △220,852

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △349,345

現金及び現金同等物の期首残高 10,741,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,392,454
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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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