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1.  平成23年6月期第3四半期の業績（平成22年7月1日～平成23年3月31日） 

（注）平成22年６月期第３四半期の経営成績につきましては、連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。また、平成23年６月期第３四半期の対
前年同四半期増減率についても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3四半期 4,306 ― 629 ― 677 ― 269 ―
22年6月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 2,681.88 2,626.35
22年6月期第3四半期 ― ―

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3四半期 15,081 6,842 45.4 68,184.12
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3四半期  6,842百万円 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 ― 0.00 ―
23年6月期 

（予想）
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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
（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４ページをご覧ください。 

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 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３四半期においては、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３四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3Q 115,019株 22年6月期  115,019株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  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3Q 100,349株 22年6月期3Q  ―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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、
実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累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に向けた動きがみられたものの、デフ

レの影響や為替レートの変動による景気リスクの下振れリスクが依然として存在しておりました。加えて、本年３

月11日に発生した東日本大震災の甚大な被害並びにこれに伴う電力供給の制約など国内経済に与える影響が懸念さ

れており、先行き不透明感が増しております。                              

  このような情勢のもと、当社は当事業年度を初年度とする５ヵ年の中期経営計画を策定し、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月第３四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、前年同期との比較は個別の経営成績の数値との比較を開示しております。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、当事業年度より純額表示に変更しております。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、ＥＣ市場の拡大により、取扱量が好調に推移いたしました。また、

決済手段の拡充にも継続して取組んでおり、コンビニエンスストアでは新たにスリーエフでもマルチペイメントサ

ービスが利用可能になったほか、じぶん銀行、住信ＳＢＩネット銀行とも相次いで提携し、マルチペイメントサー

ビスが利用可能となり、利用者の利便性が向上しました。これらの結果、マルチペイメントサービスの売上高は  

3,474百万円（前年同期比19.7％増）、売上総利益は1,087百万円（前年同期比22.7％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、当事業年度より売上高を総額表示から純額表示に変更しました。前年同期

を純額表示とした場合と比較すると、売上高は電子マネー向けの取扱量の増加を主要因として増加しました。ネッ

トＤＥ受取サービスでは、サービスの認知度向上に取組み、新たなニーズの開拓による利用分野の拡大に取り組み

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通販サービス「おみせｄｅツーハン」を開始し、

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694百万円（前年同期比16.2％増）、売上総利益は257百万円（前年同期比25.8％増）となりました。 

  

③電子認証サービス 

 新規事業の柱として、サービスの更なる拡充と収益改善に取組みました。また今後当社の持続的成長を担うビジ

ネスモデルとして、サービスの範囲の拡大と顧客開拓に積極的に取組み、2月にＪリーグの名古屋グランパスに対

して電子チケット・電子認証サービスの提供を開始いたしました。電子認証サービスの売上高は137百万円(前年同

期比5.6％減)、売上総利益は△34百万円となりました。売上高が前年同期比で減少しているのは、売上計上方法の

変更によるものであります。 

  

 以上の結果、当社の当第３四半期累計期間の売上高は4,306百万円（前年同期比18.1％増）、営業利益は629百万

円（前年同期比52.6％増）、経常利益は677百万円（前年同期比50.3％増）となりました。第１四半期会計期間に

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、四半期純利益は269百万円（前年同期比5.1％増）

となりました。  

  

  

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３四半期 

累計期間  

平成23年６月第３四半期 

累計期間  

 売上高（百万円）              3,645              4,306 

 売上原価（百万円）              2,593              2,996 

 売上総利益（百万円）              1,051              1,309 

 （相殺分（百万円））            （18,676）            （23,538）
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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３四半期会計期間末における当社の総資産は15,081百万円（前事業年度末比210百万円増）となりました。

これは主に有価証券の増加4,302百万円（通常の銀行預金より金利が高く、元本割れリスクのほとんどない流動性

の高いＭＲＦ）がある一方、現金及び預金の減少が4,266百万円となったものであります。   

 負債合計は8,239百万円（前事業年度末比162百万円増）となりました。これは主に買掛金の増加や収納代行預り

金の増加によるものであります。 

 純資産合計は6,842百万円（前事業年度末比49百万円増）となりました。主な増加要因は四半期純利益269百万

円、主な減少要因は配当金220百万円で、自己資本比率は45.4％となりました。  

  

   ②キャッシュ・フローの状況 

    当第３四半期会計期間末における当社の現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は前事業年度末より36

百万円増加し10,778百万円となりました。 各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりです。

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果、増加した資金は458百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益455百万円、減価

償却費192百万円、仕入債務の増加253百万円等であり、主な減少要因は売上債権の増加153百万円、法人税等の支

払448百万円等であります。  

   

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果、減少した資金は187百万円となりました。主な減少要因は無形固定資産の取得による支出136百

万円であります。 

  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果、減少した資金は235百万円となりました。主な減少要因は配当金の支払額219百万円でありま

す。 

  

 （３）業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間は、当初の予想を上回るペースで推移しておりますが、今後の見通しにつきましては、東

日本大震災の影響による国内景気の下振れ懸念など先行き不透明な状況が見込まれることから、平成23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）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費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按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は、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 

 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

２．その他の情報
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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売上高と、電子認証サービスのうち９５  

ｂｕｓ.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月公表「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、第１四半期会計期間より売上高から仕入高

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、当第３四半期累計期間は従

来の方法に比較して売上高及び売上原価がそれぞれ23,538,967千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。 

  

・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

株主総会に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、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３四半期累計期間発生額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、税引前四半期純利益は213,507千円減少しております。 

  

  

   

ウェルネット株式会社（2428）　平成23年６月期第３四半期決算短信

－ 4 －



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年３月31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 6,475,910 10,741,800

売掛金 1,768,739 1,615,000

有価証券 4,302,099 －

商品 2,470 2,432

仕掛品 1,447 1,092

貯蔵品 1,898 1,249

その他 159,927 150,112

流動資産合計 12,712,493 12,511,687

固定資産   

有形固定資産 642,930 725,666

無形固定資産 423,311 394,239

投資その他の資産 1,303,244 1,240,072

固定資産合計 2,369,486 2,359,977

資産合計 15,081,979 14,871,664

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,817,464 2,564,000

未払法人税等 3,600 305,000

収納代行預り金 4,924,742 4,797,116

引当金 19,120 94,500

その他 200,730 238,716

流動負債合計 7,965,657 7,999,333

固定負債   

長期借入金 55,000 70,000

退職給付引当金 － 1,984

役員退職慰労引当金 213,507 －

その他 5,607 6,495

固定負債合計 274,114 78,479

負債合計 8,239,771 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 3,928,373 3,880,017

自己株式 △1,263,165 △1,263,165

株主資本合計 6,842,207 6,793,851

純資産合計 6,842,207 6,793,851

負債純資産合計 15,081,979 14,871,664
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,306,083

売上原価 2,996,360

売上総利益 1,309,723

販売費及び一般管理費 679,861

営業利益 629,861

営業外収益  

受取利息 19,771

複合金融商品評価益 27,450

その他 1,316

営業外収益合計 48,538

営業外費用  

支払利息 894

営業外費用合計 894

経常利益 677,504

特別利益  

固定資産売却益 14,813

特別利益合計 14,813

特別損失  

役員退職慰労引当金繰入額 209,871

固定資産除却損 26,987

特別損失合計 236,859

税引前四半期純利益 455,459

法人税、住民税及び事業税 161,809

法人税等調整額 24,525

法人税等合計 186,334

四半期純利益 269,124
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 455,459

減価償却費 192,812

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,120

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,984

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 △19,771

支払利息 894

複合金融商品評価損益（△は益） △27,450

固定資産売却損益（△は益） △14,813

固定資産除却損 26,987

売上債権の増減額（△は増加） △153,739

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,042

仕入債務の増減額（△は減少） 253,463

収納代行預り金の増減額（△は減少） 127,626

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,620

その他 △73,965

小計 978,483

利息及び配当金の受取額 24,470

利息の支払額 △906

役員退職慰労金の支払額 △94,500

法人税等の支払額 △448,738

営業活動によるキャッシュ・フロー 458,809

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 △15,448

無形固定資産の取得による支出 △136,571

その他 △35,538

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,557

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 △15,000

リース債務の返済による支出 △858

配当金の支払額 △219,183

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,208

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 10,778,009
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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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