
平成 19 年３月 12 日 
各位 

東京都港区三田一丁目 4 番 28 号 
イー・キャッシュ株式会社 

代表取締役社長 玉木 栄三郎 
（コード番号：3840 東証マザーズ） 

問い合わせ先：取締役管理部長 浅海 隆明 
電話：03-5484-6750（代） 

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 

当社は、平成 19 年３月 12 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 
なお、添付資料は平成 19 年２月５日に公表済みの資料です。 
 
 

以  上 
 



 1

 
平成 19 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 19 年２月５日 

上場会社名 イー・キャッシュ株式会社 （コード番号：3840  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ  http://www.ecash.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代 表 取 締 役 社 長 玉木 栄三郎 ＴＥＬ：（03）5484―6750        

              取 締 役 管 理 部 長 浅海 隆明 
 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 
④ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開
示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けておりますが、監査意見は受けておりません。 

 
 
２．平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年３月期第３四半期 366  － 42  － 38  － 19  － 

18 年３月期第３四半期 －  － －  － －  － －  － 

(参考)18 年３月期 436 107 105 69 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年３月期第３四半期 803  43 －  － 

18 年３月期第３四半期 －  － －  － 

(参考)18 年３月期 30,624  02 －  － 

（注）１．当社グループは、平成 19 年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますの
で、前年同四半期、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．平成 19 年３月期第３四半期及び平成 18 年３月期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）
純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価
が把握できないため記載しておりません。 

３．当社は、平成 18 年 12 月８日をもって１株につき 10 株の株式分割を行っており、平成 19 年３
月期第３四半期の１株当たり情報については、期首に株式分割があったものとして計算してお
ります。 

 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期のわが国経済環境は、企業収益が堅調であり、良好に推移いたしました。  

 このような経済状況下、当社グループにおいては、携帯電話向けコンポーネント（携帯電話に組み込ま

れる RFID 関連ミドルウェア、ハードウェア）の開発受託に引き続き注力しました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、366 百万円、経常利益は 38 百万円、四半期純利益は

19 百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりです。 

 

（RFID 事業） 

 当第３四半期は、携帯電話向けコンポーネント（携帯電話に組み込まれる RFID 関連ミドルウェア、ハ

ードウェア）の開発受託に注力しました。この事業の売上高は 341 百万円、営業利益は 88 百万円となり

ました。 

 

（決済代行事業） 

 当第３四半期は、28 件の加盟店の新規申込みがあり、うち 22 件が平成 18 年 12 月末日時点で稼動を開
始しております。その結果、平成 18 年 12 月末日時点での稼動店舗数は 305 件となりましたがこの事業の
売上高は 24 百万円にとどまり、営業損失となりました。 
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 (2) 連結財政状態の変動状況                       （百万円未満切捨） 

 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

19 年３月期第３四半期 507 236 46.6 9,546  66 

18 年３月期第３四半期 － － － －  － 

(参考)18 年３月期 366 216 58.9 87,176   92 

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況                    （百万円未満切捨） 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期第３四半期 △50 △49 140 185 

18 年３月期第３四半期 － － － － 

(参考)18 年３月期 △4 △23 82 145 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ 40 百万円増加し、当第３四半期

連結会計期間末には 185 百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは 50 百万円の支出となりました。 

これは、税金等調整前四半期純利益 38 百万円の計上及び未払金の増加 22 百万円等の増加要因があった

ものの、売上債権の増加 37 百万円、未収入金の増加 18 百万円、法人税等の支払 37 百万円等の減少要因

により、マイナスの営業キャッシュ・フローとなっております。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは 49 百万円の支出となりました。 

これは、主に販売用ソフトウェアの取得 47 百万円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） 

当第３四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは 140 百万円の収入となりました。 

これは、当面の開発資金及び運転資金を賄うため、金融機関より 140 百万円の資金調達を行ったことに

よるものであります。 

 
 
 
３．平成 19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日 ～ 平成 19 年３月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 789 138 75 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  2,634 円 23 銭 
（注） 当連結会計年度末の発行済株式総数（予想）28,800 株により算出しております。 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 当連結会計年度においては、携帯電話向けコンポーネントの開発受託が順調に推移しており、当期の売

上高は 789 百万円（前年同期比 80.7%増加）を見込んでおりますが、事業拡大に伴う人員増加等による販

売及び一般管理費 239 百万円（前年同期比 102.4％増）の計上及び株式上場費用 49 百万円（販売及び一般

管理費 16 百万円、営業外費用 33 百万円）の計上により経常利益は 138 百万円（前年同期比 31.4%増加）、

当期純利益は 75 百万円（前年同期比 9.5%増加）となる見込みです。 

 
 なお、上記予想数値は、本資料発表時現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多
分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、環境の変化等により、上記予想数値と異なる場合
があります。 
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〔添付資料〕 
４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  185,495  145,262

２．受取手形及び売掛金  183,534  145,731

３．たな卸資産  7,995  1,128

４．繰延税金資産  2,943  2,943

５．未収入金  56,656  37,641

６．その他  5,140  3,788

流動資産合計  441,765 87.0  336,496 91.7

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  2,401 2,401 

減価償却累計額  372 2,029 37 2,363

(2）工具器具及び備品  7,386 6,059 

減価償却累計額  3,425 3,961 1,849 4,209

有形固定資産合計  5,990 1.2  6,573 1.8

２．無形固定資産   

ソフトウェア  44,386  8,151

無形固定資産合計  44,386 8.7  8,151 2.2

３．投資その他の資産   

敷金保証金  15,841  15,766

投資その他の資産合計  15,841 3.1  15,766 4.3

固定資産合計  66,218 13.0  30,491 8.3

資産合計  507,984 100.0  366,987 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  11,798  9,424 

２．短期借入金  140,000  － 

３．未払金  72,624  49,666 

４．未払法人税等  17,960  37,352 

５．加盟店預り金  25,725  43,114 

６．その他  3,117  11,231 

流動負債合計  271,227 53.4  150,788 41.1

負債合計  271,227 53.4  150,788 41.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  － －  122,750 33.4

Ⅱ 資本剰余金  － －  67,750 18.5

Ⅲ 利益剰余金  － －  25,961 7.1

Ⅳ 為替換算調整勘定  － －  △262 △0.1

資本合計  － －  216,198 58.9

負債資本合計  － －  366,987 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  122,750 24.2  － －

２．資本剰余金  67,750 13.3  － －

３．利益剰余金  45,886 9.0  － －

株主資本合計  236,386 46.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定  370 0.1  － 

評価・換算差額等合計  370 0.1  － －

純資産合計  236,757 46.6  － －

負債純資産合計  507,984 100.0  － －

    



 5

（２）四半期連結損益計算書 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  366,339 100.0  436,593 100.0

Ⅱ 売上原価  170,694 46.6  211,193 48.4

売上総利益  195,644 53.4  225,400 51.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 152,909 41.7  118,209 27.0

営業利益  42,734 11.7  107,191 24.6

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  59 19 

２．その他  11 70 0.0 0 19 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  691 － 

２．新株発行費  － 596 

３．為替差損  223 110 

４．創立費  － 1,428 

５．株式上場費用  3,860 － 

６．その他  － 4,775 1.3 57 2,192 0.5

経常利益  38,030 10.4  105,018 24.1

Ⅵ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ － 625 

２．旧事務所原状回復費  － 1,776 

３．リース契約解約損  － － － 210 2,612 0.6

税金等調整前四半期（当
期）純利益 

 38,030 10.4  102,406 23.5

法人税、住民税及び事業
税 

※３ 18,105 36,047 

法人税等調整額  － 18,105 5.0 △2,943 33,104 7.6

四半期（当期）純利益  19,925 5.4  69,302 15.9
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（3）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期連結会計期間の四半期連結

剰余金計算書は記載しておりません。 

 
四半期連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度の連結剰余金計算書

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   17,500 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

増資による新株の発行  50,250 50,250 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   67,750 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △43,340 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

当期純利益  69,302 69,302 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   25,961 
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四半期連結株主資本等変動計算書 
当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 122,750 67,750 25,961 216,461

第３四半期連結会計期間中の変
動額 

 

四半期純利益（千円） 19,925 19,925

株主資本以外の項目の第３四
半期連結会計期間中の変動額
（純額） 

 

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円） 

― ― 19,925 19,925

平成18年12月31日残高（千円） 122,750 67,750 45,886 236,386

 
評価・換算差額等 

 
為替換算調整勘定 

評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） △262 △262 216,198 

第３四半期連結会計期間中の変動
額 

 

四半期純利益（千円） 19,925 

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額） 

633 633 633 

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円） 

633 633 20,558 

平成18年12月31日残高（千円） 370 370 236,757 
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

税金等調整前四半期（当期） 
純利益 

 38,030 
102,406 

 

減価償却費  13,629 6,909 

固定資産除却損  － 625 

受取利息  △59 △19 

支払利息  691 － 

売上債権の増減額（増加△）  △37,802 △125,007 

たな卸資産の増減額 
（増加△） 

 △6,866 5,180 

仕入債務の増減額（減少△）  2,373 3,572 

未収入金の増減額（増加△）  △18,982 4,613 

未払金の増減額（減少△）  22,930 3,018 

加盟店預り金の増減額 
（減少△） 

 △17,388 △11,390 

その他  △9,412 5,625 

小計  △12,857 △4,463 

利息の受取額  59 19 

利息の支払額  △691 － 

法人税等の支払額  △37,497 △179 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △50,987 △4,624 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 

 △1,326 △7,004 

無形固定資産の取得による
支出 

 △47,954 △2,449 

敷金保証金の支払による 
支出 

 － △15,847 

敷金保証金の返還による 
収入 

 － 1,707 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △49,281 △23,594 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

短期借入れによる収入  140,000 － 

短期借入金の返済による 
支出 

 － △17,600 

株式の発行による収入  － 99,903 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 140,000 82,303 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
係る換算差額 

 502 △262 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 40,233 53,821 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 145,262 91,440 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第
３四半期末（期末）残高 

※ 185,495 145,262 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

Global Business Design（UK）Ltd. 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

Global Business Design（UK）Ltd.につ

いては、当連結会計年度において新たに

設立したため、連結の範囲に含めており

ます。 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社の第３四半期決算日の末日

は、第３四半期連結決算日と一致してお

ります。 

連結子会社の事業年度末日は、連結決算

日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産 

  仕掛品 

  当社は個別法による原価法を採用

しております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産 

  仕掛品 

     同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

イ 有形固定資産 

  当社は定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物及び構築物：10～15年 

 工具器具及び備品：４～５年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

イ 有形固定資産 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 無形固定資産 

（市場販売目的のソフトウェア） 

見込販売数量を基準として販売数量

に応じた割合に基づく償却額と、販売

可能期間（３年）に基づく償却額のい

ずれか多い金額をもって償却する方法

によっております。 

（自社利用目的のソフトウェア）   

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

ロ 無形固定資産 

（市場販売目的のソフトウェア） 

     ― 

 

 

 

 

（自社利用目的のソフトウェア）   

同左 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 (3）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社は一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。ま

た、在外連結子会社は主として特定の債

権について回収不能見込額を計上して

おります。 

 なお、当第３四半期連結会計期間にお

いては、当社及び在外連結子会社とも過

去の貸倒実績、貸倒懸念債権がないため

貸倒引当金は計上しておりません。 

(3）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社は一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。ま

た、在外連結子会社は主として特定の債

権について回収不能見込額を計上して

おります。 

 なお当連結会計年度においては、当社

及び在外連結子会社とも過去の貸倒実

績、貸倒懸念債権がないため貸倒引当金

は計上しておりません。 

 (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

      同左 

 (5）その他四半期連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

イ       ― 

 

 

 

 

 

 

ロ 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

(5）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

イ 繰延資産の処理方法 

新株発行費 

  支出時に全額費用として処理して

おります。 

  創立費 

  支出時に全額費用として処理して

おります。 

ロ 消費税等の会計処理 

       同左 

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャ

ッシュ・フロー計算書）

における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

       同左 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

当第３四半期連結会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は236,757千

円であります。 

 なお、当第3四半期連結会計期間における四半期連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 
 
追加情報 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

―  「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されております。当連結会計年度に資本金が１億円

を超過したことに伴い、「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費が1,304千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

1,304千円減少しております。 
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（５）注記事項等  

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成18年3月31日） 

― ― 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

役員報酬            24,560千円

給与              46,943 

支払手数料           14,589 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

役員報酬            18,887千円

給与              29,552 

支払手数料           14,934 

 

※２      ― ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品         550千円 

電話加入権             74   

計                  625千円 

※３ 当第３四半期連結会計期間における税金費用に

ついては、簡便法による税効果会計を適用してい

るため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び

事業税」に含めて表示しております。 

※３          ― 

 

 

 
（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末株式
数（株） 

当第３四半期連結会計
期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計 
期間減少株式数（株） 

当第３四半期連結会計
期間末株式数（株） 

発行済株式   
 

 

普通株式
（注） 

    2,480     22,320 ─     24,800 

合計     2,480     22,320 ─     24,800 

自己株式     

  普通株式 ─ ─ ─ ─ 

合計 ─ ─ ─ ─ 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は平成 18 年 12 月８日付の株式分割（1：10）によるものであります。 



 
 

 

14

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期連結会計期間

末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年12月31日現在）

現金及び預金          185,495千円

現金及び現金同等物       185,495千円

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金          145,262千円

現金及び現金同等物       145,262千円

 



 
 

 

15

（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び第３四半期末残高相

当額 

 
取得価額相当
額 
（千円）  

減価償却累計
額相当額 
（千円）  

第３四半期末
残高相当額 
（千円） 

工具器具 
及び備品 4,500 600 3,900 

合計 4,500 600 3,900 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額等 

 

  未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年内              849千円 

１年超             3,103千円 

合計             3,953千円 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料          1,666千円 

減価償却費相当額         1,747千円 

支払利息相当額          136千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額相当
額 
（千円）  

減価償却累計
額相当額 
（千円）  

期末残高相当
額 
（千円） 

工具器具
及び備品 12,074 6,759 5,314 

合計 12,074 6,759 5,314 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

   

未経過リース料期末残高相当額 

１年内             1,739千円 

１年超             3,744千円 

合計             5,483千円 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料          1,714千円 

減価償却費相当額          1,514千円 

支払利息相当額           94千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

 

５．利息相当額の算定方法 

    同左 

 

 

（減損損失について） 

    同左 
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（有価証券関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日）及び前連結会計年度（自平成 17 

年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

当社グループは有価証券を所有していないため、該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日）及び前連結会計年度（自平成 17 

年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役２名、当社従業員 17 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 

（注）１ 
普通株式 1,350 株 

付与日 平成 18 年４月 28 日 

権利確定条件 
付与日（平成 18 年４月 28 日）以降、権利確定日（平成 20

年３月 28 日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 ８年間（自平成 20 年３月 28 日 至平成 28 年３月 26 日） 

権利行使価格（円） 22,000 

付与日における公正な評価単価（円）（注）２                    ― 

（注）１．付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。 

２．会社法施行前に付与されたストック・オプションであるため記載しておりません。 
 

付与対象者の区分及び人数 社外協力者３名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 

（注）１ 
普通株式 150 株 

付与日 平成 18 年４月 28 日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 ８年間（自平成 20 年３月 28 日 至平成 28 年３月 26 日） 

権利行使価格（円） 22,000 

付与日における公正な評価単価（円）（注）２                    ― 

（注）１．付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。 

２．会社法施行前に付与されたストック・オプションであるため記載しておりません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

 
RFID事業 
（千円） 

決済代行事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 341,468 24,871 366,339 ― 366,339

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ―

計 341,468 24,871 366,339 ― 366,339

営業費用 253,320 25,013 278,334 45,270 323,604

営業利益又は営業損失（△） 88,147 △142 88,005 △45,270 42,734

 

前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 
RFID事業 
（千円） 

決済代行事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 395,920 40,673 436,593 ― 436,593

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ―

計 395,920 40,673 436,593 ― 436,593

営業費用 255,578 33,527 289,105 40,296 329,402

営業利益 140,342 7,145 147,488 △40,296 107,191

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

事 業 区 分 主        要        製        品 

①RFID 事業 

・ミドルウェアの開発受託 

・事業コンサルティングサービス 

・システムインテグレーション 

・マーケティング･営業支援 

②決済代行事業 

・電子商取引を行う EC 事業者に対するクレジットカード決済処理サービスの提供

・EC 事業者に対するクレジットカード決済に関わるクレジットカード会社との加盟

店契約代行及び売上代金の収納代行業務 

 
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

 

当第３四半期 

連結会計期間 

（千円） 

前連結会計年度

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の 

項目に含めた配 

賦不能営業費用 

の金額 

45,270 40,296 
当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費

用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日）及び前連結会計年度（自平成 17 

年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90％超であるため、所在地別セグメント情報の 

  記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日）及び前連結会計年度（自平成 17 

年４月１日 至平成 18 年３月 31 日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 9,546.66円 

１株当たり第３四半期純利益金額 803.43円 

  

 

１株当たり純資産額 87,176.92円 

１株当たり当期純利益金額 30,624.02円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金

額については、新株予約権の残高はありますが、当社株

式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記

載しておりません。 

 当社は、平成18年12月８日付で株式１株につき10株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、以下のとおりとなりま

す。 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

8,717.69円 

１株当たり当期純利益金額 

3,062.40円 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把

握できないため記載してお

りません。 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できないため記載して

おりません。 

 
（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

四半期（当期）純利益（千円） 19,925 69,302 

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─ 

（うち利益処分による役員賞与金） (─) (─) 

普通株式に係る四半期（当期）純利
益（千円） 

19,925 69,302 

期中平均株式数（株） 24,800 2,263 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

新株予約権４種類（新株予約権の数

1,140個） 

新株予約権２種類（新株予約権の数

1,050個） 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

― １．平成18年３月27日開催の臨時株主総会に基づき、平

成18年４月28日付で当社取締役、当社従業員及び社外協

力者に対し、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づき以下のとおり新株予約権の付与(ストックオプ

ション）を行っております。 

（1）第３回新株予約権 

 ストックオプションの内容 

①発行する株式の種類    普通株式 

②対象株式数        当社取締役  25株 

当社従業員 110株 

合計    135株 

③権利行使価額       220,000円 

④付与対象者        当社取締役 ２名 

当社従業員 17名 

合計    19名 

⑤権利行使期間       平成20年３月28日から 

              平成28年３月26日まで 

（2）第４回新株予約権 

 ストックオプションの内容 

①発行する株式の種類    普通株式 

②対象株式数        社外協力者  15株 

               合計     15株 

③権利行使価額       220,000円 

④付与対象者        社外協力者 ３名 

合計    ３名 

⑤権利行使期間       平成20年３月28日から 

              平成28年３月26日まで 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

― ２．平成18年11月13日開催の取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。 

平成18年12月８日付をもって普通株式１株につき 

10株に分割いたします。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式 22,320株 

（2）分割方法 

平成18年12月７日 終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき10株の割合をもって

分割します。 

 

当該分割が当期首に行われたと仮定した場合の当連

結会計年度における１株当たり情報は、以下のとおりと

なります。 

 

当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

8,717.69円 

１株当たり当期純利

益金額 

3,062.40円 

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益金額については、

新株予約権の残高は

ありますが、当社株式

は非上場であり、期中

平均株価が把握でき

ないため記載してお

りません。 
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平成 19 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 

平成 19 年２月５日 

上場会社名 イー・キャッシュ株式会社 （コード番号：3840  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.ecash.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代 表 取 締 役 社 長 玉木 栄三郎 ＴＥＬ：（03）5484―6750        

              取 締 役 管 理 部 長 浅海 隆明 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けておりますが、監査意見は受けておりません。 

 
２．平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日 ～ 平成 18 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年３月期第３四半期 366  － 47  － 43  － 24  － 

18 年３月期第３四半期 －  － －  － －  － －  － 

(参考)18 年３月期 436 108 108 72    

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

19 年３月期第３四半期 1,004  06 

18 年３月期第３四半期 －  － 

(参考)18 年３月期 31,965  96 

 （注）１．当社は、平成 19 年３月期第３四半期より四半期財務諸表を作成しておりますので、前年同四
半期、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．当社は、平成 18 年 12 月８日をもって１株につき 10 株の株式分割を行っており、平成 19 年 
３月期第３四半期の１株当たり情報については、期首に株式分割があったものとして計算し 
ております。 

 
(2) 財政状態の変動状況 

 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

19 年３月期第３四半期 515 244 47.4 9,854  80 

18 年３月期第３四半期 － － － －  － 

(参考)18 年３月期 369 219 59.3 88,507   46 

 
３．平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日 ～ 平成 19 年３月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通     期 789 147 85 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,969 円 41 銭 
（注） 当期末の発行済株式総数（予想）28,800 株により算出しております。 
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４．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

         第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 
18 年３月期 ― ― ― ― ― ― 

19 年３月期（実績） ― ― ― ― ― ― 

19 年３月期（予想） ― ― ― ― ― ― 

 なお、上記予想数値は、本資料発表時現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多

分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、環境の変化等により、上記予想数値と異なる場合 

があります。
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〔添付資料〕 

５．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ流動資産    

１．現金及び預金   184,083 138,054 

２．受取手形   8,316 － 

３．売掛金   175,218 145,731 

４．仕掛品   7,995 1,128 

５．繰延税金資産   2,943 2,943 

６．未収入金   56,198 37,641 

７．その他   4,593 3,958 

流動資産合計   439,348 85.2 329,458 89.1

Ⅱ固定資産    

１．有形固定資産    

（1）建物  2,401 2,401  

減価償却累計額  372 2,029 37 2,363 

（2）工具器具及び 
備品 

 7,386 6,059  

減価償却累計額  3,425 3,961 1,849 4,209 

有形固定資産合計   5,990 1.2 6,573 1.8

２．無形固定資産    

ソフトウェア   44,386 8,151 

無形固定資産合計   44,386 8.6 8,151 2.2

３．投資その他の 
資産 

   

（1）関係会社株式   10,518 10,518 

（2）敷金保証金   15,224 15,224 

投資その他の資産
合計 

  25,743 5.0 25,743 6.9

固定資産合計   76,120 14.8 40,468 10.9

資産合計   515,468 100.0 369,926 100.0
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当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）  
 

 

Ⅰ流動負債  
 

 

１．買掛金  
 

11,798 9,424 

２．短期借入金  
 

140,000 － 

３．未払金  
 

72,533 49,305 

４．未払法人税等  
 

17,960 37,352 

５．加盟店預り金  
 

25,725 43,114 

６．その他 ※ 
 

3,051 11,231 

流動負債合計  
 

271,069 52.6 150,428 40.7

負債合計  
 

271,069 52.6 150,428 40.7

（資本の部）  
 

 

Ⅰ 資本金  
 

－ － 122,750 33.2

Ⅱ 資本剰余金  
 

 

資本準備金   － 67,750  

資本剰余金合計  
 

－ － 67,750 18.3

Ⅲ 利益剰余金  
 

 

当期未処分利益   － 28,998  

利益剰余金合計  
 

－ － 28,998 7.8

資本合計  
 

－ － 219,498 59.3

負債資本合計  
 

－ － 369,926 100.0
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当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）  
 

Ⅰ 株主資本  
 

１．資本金  122,750 23.8
 

－ －

２．資本剰余金  
 

資本準備金  67,750 － 

資本剰余金合計  67,750 13.1
 

－ －

３．利益剰余金  
 

（1）その他利益剰余金  
 

繰越利益剰余金  53,899 － 

利益剰余金合計  53,899 10.5
 

－ －

株主資本合計  244,399 47.4
 

－ －

純資産合計  244,399 47.4
 

－ －

負債純資産合計  515,468 100.0
 

－ －
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（2）四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ売上高   366,339 100.0 436,593 100.0

Ⅱ売上原価   170,694 46.6 211,193 48.4

売上総利益   195,644 53.4 225,400 51.6

Ⅲ販売費及び 
一般管理費 

  147,669 40.3 116,583 26.7

営業利益   47,974 13.1 108,817 24.9

Ⅳ営業外収益   22 0.0 1 0.0

Ⅴ営業外費用 ※１  4,990 1.4 763 0.2

経常利益   43,006 11.7 108,055 24.7

Ⅵ特別損失 ※２  ― ― 2,612 0.5

税引前四半期（当
期）純利益 

  43,006 11.7 105,443 24.2

 法人税、住民税及び 
事業税 

※３ 18,105 36,047  

法人税等調整額  ― 18,105 4.9 △2,943 33,104 7.6

四半期（当期） 
純利益 

  24,900 6.8 72,338 16.6

前期繰越損失   ― 43,340 

当期未処分利益   ― 28,998 

    

（3）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金

株主資本合計 
純資産合計

平成18年３月31日残高（千円） 122,750 67,750 28,998 219,498 219,498

第３四半期会計期間中の変動額  

四半期純利益（千円） 24,900 24,900 24,900

株主資本以外の項目の第３四半
期会計期間中の変動額（純額）  

第３四半期会計期間中の変動額 
合計（千円） － － 24,900 24,900 24,900

平成18年12月31日残高（千円） 122,750 67,750 53,899 244,399 244,399
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

関係会社株式 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1）有価証券 

関係会社株式 

    同左 

 (2）たな卸資産 

仕掛品 

 個別法による原価法 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

    同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

 主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建  物      10～15年 

工具器具及び備品  ４～５年 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

（市場販売目的のソフトウェア） 

見込販売数量を基準として販売数

量に応じた割合に基づく償却額と、販

売可能期間（３年）に基づく償却額の

いずれか多い金額をもって償却する

方法によっております。 

（自社利用目的のソフトウェア） 

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

(2）無形固定資産 

（市場販売目的のソフトウェア） 

  ― 

 

 

 

 

（自社利用目的のソフトウェア） 

同左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

  なお、当第３四半期会計期間におい

ては、過去の貸倒実績、貸倒懸念債権

がないため貸倒引当金は計上してお

りません。 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

  なお当事業年度においては、過去の

貸倒実績、貸倒懸念債権がないため貸

倒引当金は計上しておりません。 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 

５．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

   ― 

 

 

 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

（1）繰延資産の処理方法 

     新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

（2）消費税等の会計処理 

    同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

当第３四半期会計期間より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は244,399

千円であります。 

 なお、当第３四半期会計期間における四半期貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の中間財務諸表規則により作成しておりま

す。 

固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

追加情報 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

―  「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されております。当事業年度に資本金が１億円を超

過したことに伴い、「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が1,304千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が1,304千円

減少しております。 
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（4）注記事項等 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

― 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外費用のうち主要なもの ※１ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息             691千円 新株発行費            596千円 

為替差損             439 為替差損             110 

株式上場費用            3,860  

※２       － ※２ 特別損失のうち主要なもの 

 固定資産除却損          625千円 

 旧事務所原状回復費        1,776 

 リース契約解約損            210 

※３ 当第３四半期会計期間における税金費用につい  

ては、簡便法による税効果会計を適用しているた

め、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示しております。 

※３       － 

４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産           1,909千円 有形固定資産           1,971千円 

無形固定資産            11,720 無形固定資産             4,938 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び第３四半期末残高相

当額 

 
取得価額相当
額 
（千円）  

減価償却累計
額相当額 
（千円）  

第３四半期末
残高相当額 
（千円） 

工具器具 
及び備品 4,500 600 3,900 

合計 4,500 600 3,900 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額等 

 

  未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年内              849千円 

１年超             3,103千円 

合計             3,953千円 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料          1,666千円 

減価償却費相当額         1,747千円 

支払利息相当額          136千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額相当
額 
（千円）  

減価償却累計
額相当額 
（千円）  

期末残高相当
額 
（千円） 

工具器具
及び備品 12,074 6,759 5,314 

合計 12,074 6,759 5,314 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

   

未経過リース料期末残高相当額 

１年内             1,739千円 

１年超             3,744千円 

合計             5,483千円 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料          1,714千円 

減価償却費相当額          1,514千円 

支払利息相当額           94千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

 

５．利息相当額の算定方法 

    同左 

 

 

（減損損失について） 

    同左 

 

（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日）及び前事業年度（自平成 17 年４月 

１日 至平成 18 年３月 31 日）において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 9,854.80円

１株当たり第３四半期純利益金額 1,004.06円
 

 

１株当たり純資産額 88,507.46円

１株当たり当期純利益金額 31,965.96円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金

額については、新株予約権の残高はありますが、当社株

式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記

載しておりません。 

 当社は、平成18年12月８日付で株式１株につき10株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、以下のとおりとなりま

す。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 

8,850.75円 

１株当たり当期純利

益金額 

3,196.60円 

なお、潜在株式調

整後１株当たり当期

純利益金額について

は、新株予約権の残

高はありますが、当

社株式は非上場であ

り、期中平均株価が

把握できないため記

載しておりません。 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できないため記載して

おりません。 

 

（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

四半期（当期）純利益（千円） 24,900 72,338 

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─ 

（うち利益処分による役員賞与金） (─) (─) 

普通株式に係る四半期（当期）純利
益（千円） 

24,900 72,338 

期中平均株式数（株） 24,800 2,263 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株予約権４種類（新株予約権の数

1,140個） 

新株予約権２種類（新株予約権の数

1,050個） 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

― １．平成18年３月27日開催の臨時株主総会に基づき、平

成18年４月28日付で当社取締役、当社従業員及び社外協

力者に対し、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づき以下のとおり新株予約権の付与(ストックオプ

ション）を行っております。 

（1）第３回新株予約権 

 ストックオプションの内容 

①発行する株式の種類    普通株式 

②対象株式数        当社取締役  25株 

当社従業員 110株 

合計    135株 

③権利行使価額       220,000円 

④付与対象者        当社取締役 ２名 

当社従業員 17名 

合計    19名 

⑤権利行使期間       平成20年３月28日から 

              平成28年３月26日まで 

（2）第４回新株予約権 

 ストックオプションの内容 

①発行する株式の種類    普通株式 

②対象株式数        社外協力者  15株 

               合計     15株 

③権利行使価額       220,000円 

④付与対象者        社外協力者 ３名 

合計    ３名 

⑤権利行使期間       平成20年３月28日から 

              平成28年３月26日まで 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

― ２．平成18年11月13日開催の取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。 

平成18年12月８日付をもって普通株式１株につき 

10株に分割いたします。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式 22,320株 

（2）分割方法 

平成18年12月７日 終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき10株の割合をもって

分割します。 

 

当該分割が当期首に行われたと仮定した場合の前事

業年度における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報

は、以下のとおりとなります。 

 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

2,592.20円 

１株当たり当期純利

益金額 

1,876.32円 

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益金額については、

新株予約権の残高は

ありますが、当社株式

は非上場であり、期中

平均株価が把握でき

ないため記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 

8,850.75円 

１株当たり当期純利

益金額 

3,196.60円 

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益金額については、

新株予約権の残高は

ありますが、当社株式

は非上場であり、期中

平均株価が把握でき

ないため記載してお

りません。 
 

 


