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1. 平成26年6月期第3四半期の業績（平成25年7月1日～平成26年3月31日）

（注）平成25年６月期第３四半期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25年６月期第３四半期の経営成績及び平
成26年６月期第３四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 ％

26年6月期第3四半期 5,720 ― 1,231 ― 1,225 ― 761 ―
25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

26年6月期第3四半期 76.77 74.49
25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

26年6月期第3四半期 21,810 8,055 36.8 823.51
25年6月期 20,368 7,997 39.2 794.46
（参考）自己資本 26年6月期第3四半期 8,017百万円 25年6月期 7,974百万円

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

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

25年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
26年6月期 ― 0.00 ―
26年6月期（予想） 40.00 40.00

3. 平成26年 6月期の業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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

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 7,500 9.2 1,450 4.1 1,430 0.7 800 5.4 79.70



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年6月期3Q 10,100,000 株 25年6月期 10,501,900 株
② 期末自己株式数 26年6月期3Q 364,454 株 25年6月期 1,463,754 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期3Q 9,914,602 株 25年6月期3Q 10,036,389 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
四半期財務諸表のレビュー手続き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
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断しており、多分に不確定要素を含んでおります。実際の業績は、業況
の変化により予想数値と異なる可能性があります。
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税引き上げに伴う駆け込み需要の反動が懸念されるものの、

景気は緩やかに回復傾向にあります。このような情勢のもと、当社は平成25年８月に公表した「中期経営３か年計

画（2013年７月－2016年６月）」に掲げられた目標を達成すべく、諸施策を着実に推進・実行してまいりました。

また、平成26年２月28日、経営基盤及び信用力の更なる増強及び広く多数の投資家を対象として株主づくりを行

うことなどを狙いに、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）から市場第二部へ市場変更いたしました。

なお、平成25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、個別の経営成績を開示しておりませ

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

 各サービス別の概況は以下のとおりであります。

①マルチペイメントサービスにおきましては、持続的なＥＣ市場の拡大により既存契約事業者との取扱が増加した

ことに加え、新規事業者の開拓を積極的に進めました。ネットＤＥ受取サービスにおきましても既存契約事業者の

利用拡大が進みました。また平成25年10月よりローソン店頭での現金受取サービスを開始し、ネットＤＥ受取サー

ビスに加え、事業者から消費者への新たな送金手段の提供を開始するなどマルチペイメントサービスの更なる付加

価値向上に取組みました。以上の結果、マルチペイメントサービスの売上高は5,280百万円（前年同期比15.0％

増）、売上総利益は1,614百万円（前年同期比13.8％増）となりました。

②オンラインビジネスサービスにおきましては、従来型のＰＩＮオンライン販売サービスの取扱は減少に転じまし

たが、前期に開始したＰＯＳでＰＩＮをアクティベートするサービスの売上高が増加しました。以上の結果、オン

ラインビジネスサービスの売上高は404百万円（前年同期比17.3％減）、売上総利益は327百万円（前年同期比

13.9％減）となりました。

③電子認証サービスにつきましては、既存サービスの販売と改良に取り組んでいるほか、当社主力事業であるマ

ルチペイメントサービスと組み合わせ、新たな「あったら便利なしくみ」の開発に着手しており、今期中のリリー

スを目指しております。前年度に大口先の契約終了に伴い売上減少となりましたが、対象システムの除却を行い減

価償却額が減少しました。以上の結果、電子認証サービスの売上高は36百万円（前年同期比48.4％減）、売上総利

益は10百万円（前年同期比17百万円増）となりました。

以上の結果、当社の当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高5,720百万円（前年同期比11.0％増）、営業利

益1,231百万円（前年同期比12.9％増）、経常利益1,225百万円（前年同期比11.3％増）、四半期純利益761百万円

（前年同期比12.4%増）となりました。

(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は21,810百万円となりました。流動資産は19,760百万円であり主な内訳

は現金及び預金14,105百万円、有価証券3,901百万円であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納代

行預り金が10,835百万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり一時的に

当社が保管するものであります。固定資産は2,049百万円であり、内訳は有形固定資産480百万円、無形固定資産

492百万円、投資その他の資産1,076百万円であります。

一方、負債合計は13,754百万円となりました。主な内訳は収納代行預り金10,835百万円、営業未払金1,996百万

円であります。

純資産合計は8,055百万円となりました。主な内訳は株主資本8,017百万円であります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期累計期間の業績は、概ね当社の予想範囲内にて推移しており、平成26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）会計方針の変更・会計上の見積もり変更・修正再表示

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

ウェルネット株式会社（2428）　平成26年６月期第３四半期決算短信

－　2　－



３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,560,606 14,105,462

売掛金 423,923 502,466

営業未収入金 1,255,819 1,047,731

有価証券 4,100,303 3,901,070

商品 2,792 2,771

仕掛品 133 2,849

貯蔵品 2,659 2,441

その他 121,679 195,973

流動資産合計 18,467,916 19,760,766

固定資産

有形固定資産 507,957 480,916

無形固定資産 349,463 492,323

投資その他の資産 1,043,394 1,076,552

固定資産合計 1,900,814 2,049,793

資産合計 20,368,730 21,810,559

負債の部

流動負債

買掛金 299,869 345,232

営業未払金 2,421,851 1,996,140

収納代行預り金 8,940,082 10,835,777

1年内返済予定の長期借入金 20,000 15,000

未払法人税等 222,349 211,577

賞与引当金 － 24,861

その他 205,262 163,279

流動負債合計 12,109,415 13,591,869

固定負債

長期借入金 10,000 －

役員退職慰労引当金 213,507 －

株式給付引当金 23,206 27,422

資産除去債務 6,550 6,623

長期未払金 － 119,007

その他 8,572 9,775

固定負債合計 261,836 162,827

負債合計 12,371,251 13,754,697
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26年３月31日)

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 5,150,767 4,453,813

自己株式 △1,352,865 △613,534

株主資本合計 7,974,901 8,017,278

新株予約権 22,577 38,584

純資産合計 7,997,479 8,055,862

負債純資産合計 20,368,730 21,810,559
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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25年７月１日
至 平成26年３月31日)

売上高 5,720,943

売上原価 3,769,867

売上総利益 1,951,075

販売費及び一般管理費 719,605

営業利益 1,231,470

営業外収益

受取利息 9,821

未払配当金除斥益 1,392

その他 2,008

営業外収益合計 13,222

営業外費用

支払利息 292

訴訟関連費用 3,451

上場関連費用 13,000

その他 2,542

営業外費用合計 19,287

経常利益 1,225,405

税引前四半期純利益 1,225,405

法人税、住民税及び事業税 435,192

法人税等調整額 29,107

法人税等合計 464,299

四半期純利益 761,105
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該当事項はありません。

当社は平成25年８月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年８月30日付で自己株式1,401,900株の消却を実施

し、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ1,207,106千円減少しました。また、平成25年９月26日開催の取締役会決議

に基づき、平成25年10月２日付で自己株式180,000株の取得を実施し、自己株式が228,600千円増加しました。さら

に、平成26年２月28日開催の取締役会決議に基づき、平成26年３月３日から平成26年３月31日までの期間中、自己株

式122,600株の取得を実施し、自己株式が239,545千円増加しました。これらの結果、当第３四半期会計期間末におい

て、利益剰余金が4,453,813千円、自己株式が613,534千円となっております。

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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