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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30日） 

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。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て１
株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額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12月期第3四半期 958 △4.2 82 ― 78 ― 22 ―
24年12月期第3四半期 1,000 △2.1 △88 ― △88 ― △172 ―

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 20百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 △167百万円 （―％）

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12月期第3四半期 15.14 15.12
24年12月期第3四半期 △114.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 4,909 1,492 29.6
24年12月期 5,144 1,393 26.4
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  1,459百万円 24年12月期  1,358百万円

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25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。平成25年12月期（予想）の期末配当金については、当該株式分割
を考慮した金額を記載しております。 

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 7.50 7.50

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31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  
（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。１株当たり当期純利益金額については、当該株式分割を考慮した
金額を記載しております。 

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 1,340 0.2 101 ― 97 ― 37 ― 25.09



(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） 

当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。株式数は、当該株式分割が前連結会計年度の期 
首に行われたと仮定し算定しております。 

※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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
するレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意) 
 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については、四半期決算
短信(添付資料)２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
(株式分割について) 
 当社は、平成25年３月７日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成25年７月１日を効力発生日として普通株式１株
を100株に分割し、単元株式数を100株といたしました。 

※  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   ：  有
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12月期3Q 1,594,300 株 24年12月期 1,550,300 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 47,500 株 24年12月期 47,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 1,507,346 株 24年12月期3Q 1,502,800 株
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  （１）連結経営成績に関する定性的情報  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導による経済政策や日銀による金融緩和政策などを背景に、デフレ脱却と経済成長への期待感から、円安や株価の上昇が進行し、景気は回復基調で推移いたしました。 しかしながら、海外経済の動向や消費税増税後の需要動向に対する不安感から、依然として先行きに対する不透明感が残る状況で推移しております。  このような状況の下、当社グループは、既存顧客へのサービスの深堀と新規顧客獲得のため、積極的な営業を展開してまいりました。  業績全般につきましては、クイック入金サービスは、為替相場が安定してきたことに伴い、当第３四半期連結会計期間は例年並みの売上水準となっております。  また、収納代行サービスで予定していた新規顧客に対するサービスの開始が遅延したため売上高は、やや予算を下回る結果となりました。 しかしながら、販売費及び一般管理費を削減し費用の抑制に努めた結果、営業利益・経常利益は、予算を若干上回りました。  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高958,373千円（前年同四半期売上高1,000,281千円）、営業利益82,153千円（前年同四半期営業損失88,132千円）、経常利益78,430千円（前年同四半期経常損失88,174千円）となりましたが、四半期純利益は、第１四半期において、当社出資先が破産したことに伴い、投資有価証券評価損を特別損失として計上したため、22,825千円（前年同四半期純損失172,055千円）となっております。  なお、決済支援事業以外の事業の重要性が乏しくなったため、第１四半期連結会計期間よりセグメント情報ごとの業績の記載を省略しております。   （２）連結財政状態に関する定性的情報  当第３四半期連結会計期間末の総資産は4,909,839千円（前連結会計年度末5,144,761千円）となり234,921千円減少いたしました。その主な要因は、現金及び預金233,270千円の減少等によるものであります。  当第３四半期連結会計期間末の負債は3,417,330千円（前連結会計年度末3,751,154千円）となり333,823千円減少いたしました。その主な要因は、預り金325,712千円の減少等によるものであります。  当第３四半期連結会計期間末の純資産は1,492,508千円（前連結会計年度末1,393,606 千円）となり98,902千円増加いたしました。その主な要因は、四半期純利益22,825千円を計上したこと、また新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ39,200千円増加したことによるものであります。    （３）連結業績予想に関する定性的情報    当第３四半期累計期間までの業績は、概ね当初計画どおりに推移しており、平成25年８月12日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。   （４）事業等のリスク    当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクは、次のとおりであります。    なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結累計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。      新規事業について     当社グループはＱＲコードをベースとしたスマートフォン決済事業の展開を図っております。しかしながら、新規事業の立ち上がりの時期が予定より遅延した場合や、新規事業の収益が予想と異なった場合、投資資金の回収が遅れ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。   
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（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   (減価償却方法の変更)   当社グループは、法人税法改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後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。   尚、この変更により損益への影響は軽微であります。        
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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）前連結会計年度 (平成24年12月31日) 当第３四半期連結会計期間 (平成25年９月30日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 4,604,003 4,370,733 売掛金（純額） 124,347 105,101 仕掛品 － 2,337 その他 243,219 110,624 流動資産合計 4,971,569 4,588,797 固定資産   有形固定資産 12,880 13,579 無形固定資産   のれん 8,985 5,616 その他 28,276 47,044 無形固定資産合計 37,262 52,660 投資その他の資産 123,048 254,801 固定資産合計 173,191 321,042 資産合計 5,144,761 4,909,839 負債の部   流動負債   買掛金 45,072 36,163 短期借入金 100,000 150,000 1年内返済予定の長期借入金 51,600 51,600 未払法人税等 6,089 1,541 預り金 3,397,001 3,071,289 賞与引当金 － 4,693 その他 35,277 24,594 流動負債合計 3,635,041 3,339,881 固定負債   長期借入金 113,100 74,400 資産除去債務 3,013 3,049 固定負債合計 116,113 77,449 負債合計 3,751,154 3,417,330 純資産の部   株主資本   資本金 1,154,088 1,193,288 資本剰余金 － 39,200 利益剰余金 253,275 276,101 自己株式 △48,720 △48,720 株主資本合計 1,358,643 1,459,869 その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金 － △5,560 その他の包括利益累計額合計 － △5,560 少数株主持分 34,963 38,199 純資産合計 1,393,606 1,492,508 負債純資産合計 5,144,761 4,909,839 
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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３四半期連結累計期間） （単位：千円）前第３四半期連結累計期間 (自 平成24年１月１日  至 平成24年９月30日) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成25年１月１日  至 平成25年９月30日) 売上高 1,000,281 958,373 売上原価 629,458 616,243 売上総利益 370,822 342,130 販売費及び一般管理費 458,955 259,977 営業利益又は営業損失（△） △88,132 82,153 営業外収益   受取利息 1,450 1,589 貸倒引当金戻入額 178 － その他 561 411 営業外収益合計 2,191 2,000 営業外費用   支払利息 2,232 2,272 支払手数料 － 3,450 その他 0 0 営業外費用合計 2,232 5,723 経常利益又は経常損失（△） △88,174 78,430 特別損失   減損損失 23,937 － 投資有価証券評価損 － 50,000 特別損失合計 23,937 50,000 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） △112,111 28,430 法人税、住民税及び事業税 7,942 5,861 法人税等調整額 47,497 △3,493 法人税等合計 55,439 2,368 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△） △167,551 26,062 少数株主利益 4,503 3,236 四半期純利益又は四半期純損失（△） △172,055 22,825 
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（四半期連結包括利益計算書） （第３四半期連結累計期間） （単位：千円）前第３四半期連結累計期間 (自 平成24年１月１日  至 平成24年９月30日) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成25年１月１日  至 平成25年９月30日) 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△） △167,551 26,062 その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 － △5,560 その他の包括利益合計 － △5,560 四半期包括利益 △167,551 20,502 （内訳）   親会社株主に係る四半期包括利益 △172,055 17,265 少数株主に係る四半期包括利益 4,503 3,236 
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 該当事項ありません。          該当事項ありません。          当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日）    報告セグメントの変更等に関する事項   前連結会計年度まで、「決済事業支援」及び「ファイナンス支援事業」を報告セグメントとしてセグメント情報を開示しておりましたが、「決済事業支援」以外の事業の重要性が乏しくなったため、第１四半期連結会計期間より、セグメント情報の記載を省略しております。   これに伴い、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報の記載を省略しております。         

（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（５）セグメント情報等
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