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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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、新政権による経済政策や金融政策に対する期待感から円高の

是正、株価の上昇が一段と進み、輸出企業を中心に業績の改善がみられたものの、欧州債務問題の長期化懸念や中

国をはじめとする新興国の成長鈍化等により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。  

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掘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、販売費及び一般管理費を削減し費用を抑制した結果、営業利益・経常利益は予算を大きく上回りました。

しかしながら、当社が投資有価証券として保有しているイーエムシー株式会社が、平成25年３月15日付で東京地方

裁判所において破産手続開始決定がなされたことに伴い、特別損失（投資有価証券評価損）を計上いたしました。

このため四半期純利益は予算を下回りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高338,599千円（前年同四半期売上高365,664千円）、営

業利益36,394千円（前年同四半期営業利益43,635千円）、経常利益32,943千円（前年同四半期経常利益43,756千

円）、四半期純損失17,485千円（前年同四半期純利益13,436千円）となりました。 

 

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、当第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１四半期連結会計期間末の総資産は5,371,009千円（前連結会計年度末5,144,761千円）となり226,247千円

増加いたしました。その主な増減は、現金及び預金415,377千円の増加、長期貸付金146,250千円の減少でありま

す。 

 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は3,993,348千円（前連結会計年度末3,751,154千円）となり242,193千円増

加いたしました。その主な増減は、預り金372,734千円の増加、短期借入金100,000千円の減少であります。 

 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は1,377,660千円（前連結会計年度末1,393,606千円）となり15,945千円減

少いたしました。その主な増減は、四半期純損失17,485千円を計上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 

 最近の業績動向を踏まえ、平成25年２月14日に公表しました平成25年12月期（平成25年１月１日～平成25年12月

31日）の第２四半期累計期間及び通期の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました「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。 

  

２．サマリー情報（注記事項）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 

 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 

 当社グループは、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。 
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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１四半期連結会計期間 

(平成25年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 4,604,003 5,019,381 
    売掛金（純額） 124,347 129,374 
    仕掛品 － 394 
    その他 243,219 90,670 
    流動資産合計 4,971,569 5,239,820 
  固定資産     

    有形固定資産 12,880 15,587 
    無形固定資産     

      のれん 8,985 7,862 
      その他 28,276 34,773 
      無形固定資産合計 37,262 42,635 
    投資その他の資産 123,048 72,964 
    固定資産合計 173,191 131,188 
  資産合計 5,144,761 5,371,009 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 45,072 38,101 
    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 3,307 
    預り金 3,397,001 3,769,736 
    賞与引当金 － 1,891 
    その他 35,277 25,486 
    流動負債合計 3,635,041 3,890,123 
  固定負債     

    長期借入金 113,100 100,200 
    資産除去債務 3,013 3,025 
    固定負債合計 116,113 103,225 
  負債合計 3,751,154 3,993,348 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,154,088 1,154,088 
    利益剰余金 253,275 235,789 
    自己株式 △48,720 △48,720 
    株主資本合計 1,358,643 1,341,157 
  少数株主持分 34,963 36,502 
  純資産合計 1,393,606 1,377,660 

負債純資産合計 5,144,761 5,371,009 
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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24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 365,664 338,599 

売上原価 212,105 213,624 

売上総利益 153,558 124,974 

販売費及び一般管理費 109,922 88,579 

営業利益 43,635 36,394 

営業外収益     

  受取利息 535 619 
  貸倒引当金戻入額 178 － 
  その他 164 137 
  営業外収益合計 878 757 

営業外費用     

  支払利息 757 758 
  支払手数料 － 3,450 
  その他 0 － 
  営業外費用合計 757 4,208 

経常利益 43,756 32,943 

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又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
43,756 △17,056 

法人税、住民税及び事業税 3,121 2,808 

法人税等調整額 24,970 △3,919 

法人税等合計 28,091 △1,110 

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（△） 
15,664 △15,945 

少数株主利益 2,227 1,539 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,436 △17,485 
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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24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31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（△） 
15,664 △15,945 

四半期包括利益 15,664 △15,945 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 13,436 △17,485 
  少数株主に係る四半期包括利益 2,227 1,539 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。   

   

   

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。   

  

 （５）セグメント情報等 

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31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、当第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１四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。 
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