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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6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2四半期 665 △5.3 74 57.2 71 49.8 17 ―
24年12月期第2四半期 702 2.9 47 △53.9 47 △52.6 △2 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 20百万円 （―％） 24年12月期第2四半期 1百万円 （△98.6％）

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2四半期 11.89 ―
24年12月期第2四半期 △1.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 4,815 1,413 28.6
24年12月期 5,144 1,393 26.4
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  1,376百万円 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  
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いは、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  
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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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)３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日に、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2Q 1,550,300 株 24年12月期 1,550,300 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 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2Q 1,502,800 株 24年12月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年の新政権発足以降、新政権の掲げる経済政策への期待感

から円安・株高が進行し、景気回復への兆しが見えておりますが、欧州債務問題等、海外経済の減速懸念は解消さ

れておらず、依然として先行き不透明な状態が続いております。 

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が証券市場の活況に起因し、第１四半期に引き続き好調に推移

したことなどから、売上高は予算を上回りました。また利益率の高いクイック入金サービスが好調に推移したこと

に伴い、売上総利益も予算を上回ったことに加え、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・経常利益は予算を大幅に上回りました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高665,059千円（前年同四半期売上高702,411千円）、営

業利益74,852千円（前年同四半期営業利益47,628千円）、経常利益71,340千円（前年同四半期経常利益47,629千

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、17,869千円（前年同四半期純損失2,130千円）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 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は4,815,315千円（前連結会計年度末5,144,761千円）となり329,445千円

減少いたしました。その主な要因は、現金及び預金132,272千円の減少、長期貸付金146,250千円の減少、投資有

価証券50,000千円の減少等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は3,401,352千円（前連結会計年度末3,751,154千円）となり349,801千円減

少いたしました。その主な要因は、預り金210,458千円の減少、短期借入金100,000千円の減少によるものであり

ます。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は1,413,962千円（前連結会計年度末1,393,606千円）となり20,355千円

増加いたしました。その主な要因は、四半期純利益17,869千円を計上したことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会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、前第２四半

期連結会計期間末と比較して279,848千円増加し、残高は4,071,730千円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とその要因は、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） 

営業活動の結果得た資金は6,743千円（前第２四半期連結累計期間は710,093千円の収入）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益21,340千円、投資有価証券評価損50,000千円の計上及び貸付債権の減少327,969

千円等の資金増加要因が、貸倒引当金の減少172,005千円及び預り金の減少210,458千円等の資金減少要因を上回っ

たことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得た資金は86,823千円（前第２四半期連結累計期間は2,062千円の支出）となりました。これは

主に、定期預金の払戻による収入200,000千円等の資金増加要因が、定期預金の預入による支出100,000千円等の資

金減少要因を上回ったことによるものであります。 

  

（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125,840千円（前第２四半期連結累計期間は264,495千円の支出）となりました。

これは主に、短期借入金の純増減額100,000千円及び長期借入金の返済による支出25,800千円等によるものであり

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 

最近の業績動向等を踏まえ、平成25年５月13日に公表した「平成25年12月期の第２四半期累計期間及び通期（連

結・個別）の業績予想の修正に関するお知らせ」を平成25年８月12日において修正しております。 

詳細につきましは、平成25年８月12日公表の「平成25年12月期第２四半期累計期間及び通期（連結・個別）業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

   

（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 

(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。 

 なお、この変更による損益への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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,604,003 4,471,730 

売掛金（純額） 124,347 117,716 

仕掛品 － 1,831 

その他 243,219 98,590 

流動資産合計 4,971,569 4,689,869 

固定資産   

有形固定資産 12,880 14,117 

無形固定資産   

のれん 8,985 6,739 

その他 28,276 38,660 

無形固定資産合計 37,262 45,400 

投資その他の資産 123,048 65,927 

固定資産合計 173,191 125,445 

資産合計 5,144,761 4,815,315 

負債の部   

流動負債   

買掛金 45,072 37,561 

短期借入金 100,000 － 

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 5,900 

預り金 3,397,001 3,186,543 

賞与引当金 － 4,345 

その他 35,277 25,063 

流動負債合計 3,635,041 3,311,015 

固定負債   

長期借入金 113,100 87,300 

資産除去債務 3,013 3,037 

固定負債合計 116,113 90,337 

負債合計 3,751,154 3,401,352 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,154,088 1,154,088 

利益剰余金 253,275 271,144 

自己株式 △48,720 △48,720 

株主資本合計 1,358,643 1,376,512 

少数株主持分 34,963 37,450 

純資産合計 1,393,606 1,413,962 

負債純資産合計 5,144,761 4,815,315 
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 702,411 665,059 

売上原価 449,628 417,201 

売上総利益 252,782 247,857 

販売費及び一般管理費 205,154 173,004 

営業利益 47,628 74,852 

営業外収益   

受取利息 931 1,098 

貸倒引当金戻入額 178 － 

その他 407 278 

営業外収益合計 1,517 1,376 

営業外費用   

支払利息 1,516 1,438 

支払手数料 － 3,450 

その他 0 0 

営業外費用合計 1,516 4,888 

経常利益 47,629 71,340 

特別損失   

投資有価証券評価損 － 50,000 

特別損失合計 － 50,000 

税金等調整前四半期純利益 47,629 21,340 

法人税、住民税及び事業税 6,172 4,878 

法人税等調整額 40,078 △3,893 

法人税等合計 46,250 984 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,378 20,355 

少数株主利益 3,509 2,486 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,130 17,869 
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,378 20,355 

四半期包括利益 1,378 20,355 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,130 17,869 

少数株主に係る四半期包括利益 3,509 2,486 
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25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 47,629 21,340 

減価償却費 7,852 7,284 

のれん償却額 2,246 2,246 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,763 △172,005 

受取利息 △1,217 △1,256 

支払利息 1,516 1,438 

投資有価証券評価損益（△は益） － 50,000 

売上債権の増減額（△は増加） 310,103 6,745 

買取債権の増減額（△は増加） 390,634 － 

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,764 △1,831 

仕入債務の増減額（△は減少） △11,437 △7,510 

未払金の増減額（△は減少） △34,807 △16,345 

預り金の増減額（△は減少） 102,825 △210,458 

賞与引当金の増減額（△は減少） 667 4,345 

その他 △157,147 327,352 

小計 721,393 11,347 

利息及び配当金の受取額 1,258 925 

利息の支払額 △1,550 △1,307 

法人税等の支払額 △11,007 △4,221 

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,093 6,743 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100,000 

定期預金の払戻による収入 － 200,000 

有形固定資産の取得による支出 △2,055 △4,111 

無形固定資産の取得による支出 △3,081 △9,694 

敷金及び保証金の回収による収入 2,475 － 

関係会社貸付金の回収による収入 300 330 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 300 300 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,062 86,823 

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） △268,000 △100,000 

長期借入れによる収入 72,000 － 

長期借入金の返済による支出 △24,000 △25,800 

配当金の支払額 △45,084 － 

その他 588 △40 

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,495 △125,840 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 443,536 △32,272 

現金及び現金同等物の期首残高 3,348,346 4,104,003 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,791,882 4,071,730 
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年６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、「決済支援事業」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、セグメント情報の記載を省略しております。 

 これに伴い、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報の記載をのセグメント情報の記載を省略しており

ます。  

   

   

投資に係る重要な事象  

当社は平成25年７月18日開催の取締役会において、MpayMe Limited社と資本提携を行うことについて決議し、

平成25年７月31日に同社の普通株式を第三者割当増資にて取得しました。 

  

１．取得概要 

取得する株式の種類：普通株式 

取得する株式の数：787株 

取得価額：2,000千米ドル 

取得後の所有比率：2.66％ 

   

２．損益に及ぼす重要な影響 

本件に係る平成25年12月期の業績に与える影響は軽微であります。 

  

（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

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象
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