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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 797 82.8 231 116.1 198 88.7 91 32.1

18年３月期 436 － 107 － 105 － 69 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 3,650 50 2,517 29 15.4 25.1 29.0

18年３月期 30,624 02 － － 52.7 38.8 24.6

 （注）平成18年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期における対前期増減率は記載しておりませ

ん。

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

 

(2）連結財政状態

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 1,214 976 80.4 32,941 74

18年３月期 366 216 58.9 87,176 92

（参考）自己資本 19年３月期 976百万円 18年３月期 －百万円

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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 △91 △54 659 659

18年３月期 △4 △23 82 145

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － － － － 0 00 － 0.0 －

19年３月期 － － － － － － － － 0 00 － 0.0 －

20年３月期（予想） － － － － － － － － 0 00 － 0.0 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 410 156.4 △112 － △113 － △74 － △2,508 23

通期 1,783 123.5 423 82.7 421 113.0 260 184.1 8,775 24

－ 1 －



４．その他

(1）期中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）連結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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 29,640株 18年３月期 2,480株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

 

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 797 82.8 236 117.3 202 87.3 88 23.0

18年３月期 436 97.5 108 177.7 108 175.6 72 114.2

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 3,548 34 2,446 85

18年３月期 31,965 96 － －

 

(2）個別財政状態

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 1,214 976 80.4 32,941 74

18年３月期 369 219 59.3 88,507 46

（参考）自己資本 19年３月期 976百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 410 156.4 △114 － △115 － △76 － △2,574 76

通期 1,783 123.5 376 59.2 375 85.4 220 148.1 7,447 71

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料発表日現在の見通し、計画に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な

要因により予想値と異なる可能性があります。

なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、４ページを参照して下さい。

イー・キャッシュ（株）（3840）平成 19 年３月期　決算短信

－ 2 －



 （参考）遡及修正した場合の１株当たり情報

 当社は、平成18年12月８日付で株式１株当たり10株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報は以下のとおりであります。

 

 (1)連結

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
１株当たり純資産

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 3,650 50 2,517 29 32,941 74

18年３月期 3,062 40 － － 8,717 69

 

 (2)個別

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
１株当たり純資産

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 3,548 34 2,446 85 32,941 74

18年３月期 3,196 60 － － 8,850 75
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１．経営成績
(1)　経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な設備投資を背景に企業収益は引き続き改善しており、個人消費も堅

調に推移するなど、景気は緩やかな回復基調にあると考えられます。

　RFID業界におきましては、大手交通機関における自動改札サービスの拡充、大手小売店における電子マネーの導入

の決定など、多くの分野で注目されました。

　このような状況のなか、当社グループはRFIDに関連する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）の開発受託を積極的に行いました。当該開発受託は、当連結会計年度のRFID事業

の売上拡大に大きく貢献し、当連結会計年度の売上高は797,986千円（前期比82.8％増）、営業利益は231,618千円（前

期比116.1％増）となりました。

　また、事業の拡大により、販売費及び一般管理費は222,273千円（前期比88.0％増）となり、経常利益は198,129千

円（前期比88.7％増）、当期純利益は91,536千円（前期比32.1％増）となりました。

　

　事業部門別の状況は次のとおりであります。

（RFID事業）

　当連結会計年度では、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）の開発を受託しました。これは携帯電話にICカードの機能とリーダ・ライタ（ICカードあるいはICタグの情報を

読み書きする装置）の機能を付加するものです。

　その結果、この事業の売上高は764,691千円（前期比93.1％増）、営業利益は295,246千円（前期比110.4％増）と

なりました。

 

 　（決済代行事業）

 　　　当事業は、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並びにクレジットカード

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を行う決済代行事業を行っており、

当連結会計年度の売上高は33,294千円（前期比18.1％減）、営業利益は55千円（前期比99.2％減）となりました。

 

 (2)　次期の見通し

 今後のRFID業界は、引き続き市場が拡大していくものと予想されますが、技術進歩が非常に早く、予断を許さない

状況です。

　このような状況下、当社グループでは従来の受託開発型事業に加え、今後は協力関係にある企業と共に製品を販売

し、その売上の一部をシェアするレベニューシェア型の事業を進めてまいります。レベニューシェア型の事業の売上

は、下半期からの計上を予定しております。

 これらにより、次期連結会計年度の売上高は1,783百万円（前期比123.5％増）、経常利益は421百万円（前期比

113.0％増）、当期純利益は260百万円（前期比184.1％増）を見込んでおります。なお、中間期につきましては、下半

期からのレベニューシェア型の事業の立ち上がりに備え、販売体制の構築、販売促進費の支出等、増加するコストを

吸収しきれず中間純損失となる見通しです。

 

(3)　財政状態に関する分析

 ①資産・負債・資本の状況

　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末比847,884千円増加し、1,214,871千円となりました。その主な要因

は、平成19年３月12日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場し、667,920千円の資金調達を行ったことによるもので

す。また、資本は上記と同じ要因により前連結会計年度末比760,194千円増加し、976,393千円となりました。

　負債につきましては、前連結会計年度末比87,689千円増加し、238,478千円となりました。その主な要因は、未払

法人税等56,604千円の増加によるものです。

 

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、平成19年３月12日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場による

株式の発行による収入等により前連結会計年度末に比べ514,197千円増加（前期比855.4％増）し、659,459千円とな

りました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは91,896千円（前期比1,887.3％減）の支出となりました。

これは税金等調整前当期純利益162,279千円の計上による増加要因があったものの、売上債権の増加276,612千円等

の減少要因によるものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは54,335千円（前期比130.3％減）の支出となりました。こ

れは主に無形固定資産の取得による支出47,954千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは659,785千円（前期比701.6％増）の収入となりました。

これは平成19年３月12日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場し、659,785千円の資金調達を行ったことによるもの

です。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年３月期 平成19年３月期

株主資本比率（％） 58.9 80.4

時価ベースの株主資本比率

（％）
－ 1,573.6

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ －

 （注）１．各指標の算出方法は次のとおりであります。

　　　　　・自己資本比率　　：自己資本／総資産

　　　　　・時価ベースの自己資本比率　　：株式時価総額／総資産

　　　　　・キャッシュ・フロー対有利子負債比率　　：有利子負債／営業活動キャッシュ・フロー

　　　　　・インタレスト・カバレッジ・レシオ　　：営業活動キャッシュ・フロー／利払い

　　　２．平成18年３月期より連結財務諸表を作成しております。

　　　３．株式時価総額は以下の算定方法に基づいております。

　　　　　　期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）

　　　４．営業活動キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。

　　　５．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。

 

(4)　利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業

展開に必要な内部留保の充実を勘案し、配当政策を実施することを基本方針としております。

　当連結会計年度の期末配当金につきましては、当社は実質的な営業開始後間もないため当面財務体質の強化が重要

であり、今後の持続的成長を考えた場合に利益を配当として直ちに株主に還元するよりも、内部留保として当社の成

長機会に使用させていただく方が企業価値を高める効果が期待できるものと考えました。今後、財務基盤が充実して

まいりましたら、中長期的には配当による株主への利益還元も行いたいと考えております。

 

(5)　投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　良い投資環境を整えることは、重要な課題と考えております。投資単位の引下げに関しては株式の流動性確保のた

めに、柔軟に対応していきたいと考えております。 

 

(6)　事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。ま

た、当社グループとしては必ずしも特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資家の判断に影響を及ぼ

す可能性のある事項は、株主及び投資家の皆様に対する積極的な情報開示を行う方針から記載しております。

　なお、本項において将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、不

確実性を内在しているため実際の結果と異なる可能性があります。
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①RFID市場の成長阻害要因について

　RFID分野の普及が期待される分野の一つに物流管理があります。

　RFIDの技術を活用したICタグやICチップは無線技術により商品と直接接触せずに商品識別作業を行うことにより、

バーコードを使用する場合に比べて大幅に作業を効率化することができます。例えば、箱に包装された商品の情報を

箱から出すことなく読み取ることができます。また、バーコードの場合は識別する商品を１個１個手にとってバーコー

ドスキャナでスキャンする必要がありますが、RFIDの場合は複数同時識別が可能であるため、買い物カゴの中の商品

情報を一気に読み取ることなどができます。このような利便性を実現するためには、ある程度の通信距離の確保が必

要です。

　欧米の流通業界においてはUHF帯といわれる周波数帯を利用して５メートル以上の遠距離でのICタグの読み取りを行

い、入出庫管理など流通業務の効率化を図るシステムの開発が行われております。一方、日本ではRFIDの長距離通信

に適した周波数帯が電波法や既存無線サービスの存在などにより制限されていました。これによりRFIDの通信距離が

最大でも１メートル程度と制限され、利用分野が限られるという問題がありました。

　しかし、平成18年の法改正（電波法）により、952～954MHzの電波周波数帯が利用可能帯域となり、国内においても

周辺環境の影響に比較的強いUHF帯を利用した新たなシステムの提案やサービス提供が可能になり、これにより最大５

メートル程度までの通信が可能になりました。

　また、RFID技術の標準化を進める動きとして、EPCglobal（注１）が設定する規格が、わが国においても財団法人流

通システム開発センター（注２）がコード管理サービスを開始するなど、RFIDを用いた物流分野における標準規格に

なりつつあり、当社グループも平成17年８月ソリューションパートナーとしてEPCglobalに加盟しております。北米及

び欧州の大手の小売チェーンなどがすでに一部の店舗や物流センターなどにEPCglobal Network Systemの仕様に従っ

たシステムを導入し、また国内においても一部企業が導入するなど、国内外で標準化に関する様々な取り組みがなさ

れています。

　このように電波周波数帯の問題は解決されつつあり、国際的な標準化による普及促進活動も進められておりますが、

依然未解決であるRFID市場の成長阻害要因としては「既存システムからの移行に伴う費用」、「適用商品の限定性」

及び「ICタグの高価格性」の問題があります。

 

・既存システムからの移行に伴う費用

　既存のバーコードによる物流システムからEPCglobal Network Systemなどの仕様に従ったRFIDシステムに移行する

には、バーコードリーダからRFID用リーダ・ライタへの置換え、情報システム構築などの費用負担が発生しますが、

ミドルウェアを活用することにより、RFIDの仕様に従った情報システムの構築が容易になり、導入費用の軽減が可能

になります。当社グループはこの導入費用を軽減するための取り組みとしてミドルウェア、特にEPCglobal Network 

Systemに対応したミドルウェアの開発を行っておりますが、バーコードリーダからRFID用リーダ・ライタへの置換え

など、ミドルウェアでは解決できない費用負担の問題から移行が促進されない場合、また、EPCglobal Network System

の普及が遅れて、RFIDの導入が促進されない可能性があります。

 

・適用商品の限定性

　現在のRFIDにおける技術課題として、特定の商品については充分な読取率を実現できないことがあげられます。例

えば、飲料ボトル、金属容器に入った商品などの読み取りを行う場合がこれにあたり、電波の干渉・吸収が起こるこ

とがその原因です。このような環境でも充分に利用可能なICタグが開発されつつありますが、未だ実用に向けての課

題がすべて解決されるには至っておりません。このようなRFIDにおける技術課題を解決するための新技術の開発が遅

れた場合、飲料ボトル、金属容器に入った商品などの分野への利用は制限を受け、例えば買い物カゴの中の大部分の

商品情報は読み取れても一部商品の読み取りができず導入企業のメリットが減殺されます。このような問題が解決さ

れないとRFIDの導入が促進されない可能性があります。

 

・ICタグの高価格性

　ICタグ一枚あたりの製造コストが高いことは、市場成長の阻害要因のひとつとなっております。一方、今後市場が

拡大すれば量産化が進むことでコストが低減していく可能性があります。

　しかしながら、ICタグのコスト低減は、未だ十分には実現しておらず、従ってかかる問題が解決されないと市場が

期待どおりに成長しない可能性があります。
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　（注）１．EPCglobalは、GS1（旧国際EAN協会）とGS1 US（旧UCC）により、バーコードに代わる商品識別・管理技術

としてのRFIDを使った世界標準システムを推進するために2003年11月に設立された団体です。

　　　　２．財団法人流通システム開発センターとは、流通のシステム化を推進する専門機関として官民の協力を得て

昭和47年に設立されました。国際的に流通標準化を推進している「GS1（旧国際EAN協会）」の日本における

代表機関です。JANコード、共通取引先コード等の流通関係コードの登録管理を行っています。

　　　　

　以上のような成長阻害要因により、RFID市場が期待どおりに成長しない場合には、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 

②技術革新への対応について

　RFIDについては技術の進歩が継続しており、業界の技術標準が大きく変化する可能性があります。当社グループが

提供しているミドルウェアの分野においても、技術標準が大きく変化したり技術革新が進む可能性があります。これ

らの技術革新の対応が遅れた場合には、当社グループの提供するサービスが陳腐化して競争力の低下を招き、あるい

は技術革新に対応するために研究開発関連の費用が発生する可能性があり、これらの場合当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

③業績の推移について

　当社グループの過去５期間における業績は、以下のとおりであります。

　平成13年11月に決済代行事業を開始しましたが、平成15年７月にRFID事業を開始して以来、同事業を当社グループ

事業の中核としてまいりました。第14期に、RFID事業の売上高の増加に伴い黒字転換を実現しました。

　しかしながら、RFID事業開始後は４期を経過したのみであり、過年度の経営成績は、今後の当社グループの売上高、

利益等の成長を判断する材料としては不十分であります。

 （単位：千円）

第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

RFID事業売上高 8,769 68,040 181,627 395,920 764,691

決済代行事業売上高 10,021 22,669 39,447 40,673 33,294

売上高 18,791 90,709 221,075 436,593 797,986

営業損益 △42,136 4,656 39,185 107,191 231,618

経常損益 △40,595 4,670 39,203 105,018 198,129

（注）１．第13期及び第14期の売上高には消費税等は含まれており、第15期以降の売上高には消費税等は含まれてお

りません。

　　　２．第16期以降は連結数値を記載しております。

 

④売上計上基準から生ずる業績の変動について

　当社グループの売上計上基準は原則として検収基準を採用しており、製品開発の遅れ、あるいは顧客の受け入れ検

査の遅れ等によっては、契約上予定されていた期間内に検収を受けることができない場合があります。決算月である

３月に大きなプロジェクトが計画どおりに検収を受けることができなかった事例は過去においては発生しておりませ

んが、このような事態が発生した場合には、売上高及びそれに対応する売上原価の計上時期が翌期となることにより、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤四半期毎の業績について

　当社グループでは、大きなプロジェクトの受注状況により、当該プロジェクトの検収時期が特定の四半期に集中し、

売上計上に偏りが生じる場合がありますので、特定の四半期の経営成績は、今後の当社グループの売上高、利益等の

成長を判断する材料としては不十分であります。

 

⑥プロジェクト管理について

　当社グループでは、作業開始から検収までの費用についてプロジェクト別の予算実績管理を行い、収益性確保に努

めております。しかしながら、当初の見積と実際発生した工数との間に乖離が生じるなどプロジェクトが予定どおり

に進行しない可能性があります。その場合には顧客との協議を行い事態の解決を図るべく努力しますが、場合により

協議の結果予定外のコストを顧客に請求できない等の事態が発生する可能性があります。その場合には収益性の低い

プロジェクトが発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑦特定顧客への依存度が高いことについて

　平成19年３月期においては、全売上高の88.2％にあたる703,623千円がRFID分野におけるトッパン・フォームズ株式

会社への売上となっており、特定顧客への売上依存度が高い状態にあります。

　当社グループは同社に対して単なる受託業者としての関係ばかりでなく、事業提案やコンサルティングを行うなど

密接な関係を構築しており、今後も取引関係は継続するものと考えられますが、万が一、同社が、当社グループへの

発注を行わず内製化や他社への発注を行うような方針変更を行ったり、あるいはRFID事業への取組方針を大幅に縮小

するような事業戦略の変更を行った場合等には、同社との取引が減少し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

 

⑧外注先の確保について

　当社グループは、ミドルウェアを主としたソフトウェア開発業務のうち仕様設計、品質管理などの工程は自社内に

て行い、プログラミング作業などの工程を協力会社へ外注する事業戦略をとっているため、平成19年３月期のRFID事

業の外注加工費は総製造費用の75.0％を占めています。これまで当社グループは十分な技術力を持った外注先を安定

的に確保してきておりますが、当社グループの外注先は比較的小規模企業であり、今後何らかの事情により当社グルー

プとの取引を継続できない事態が生じるなどにより、今後の安定的な外注先の確保に問題が発生した場合には、他の

外注先の確保に時間を要したり、当社グループによる内製化を行うなどの対策を講じるための必要な人員確保に時間

を要するなどの事態が想定され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨レベニューシェア型の事業について

　当社グループでは、従来の受託開発型事業に加え、今後は協力関係にある企業と共に製品を販売し、その売上の一

部をシェアするレベニューシェア型の事業を進めてまいります。当該ビジネスにおいては、その市場環境や、協力関

係にある企業による販売の成果が当社グループの売上計上に影響を及ぼし、かかる新たなビジネスが期待どおりに展

開されない可能性があります。このような場合には、当社グループの今後のさらなる事業拡大に影響を及ぼす可能性

があります。

 

⑩特定人物への依存について

　当社の代表取締役社長玉木栄三郎は、当社グループの経営戦略及び営業戦略の立案・遂行において、重要な役割を

果たしているばかりでなく、当社グループのRFID事業の技術的な基盤となる近距離無線、ソフトウェアに関する技術

開発を陣頭に立って推進してまいりました。また、日本で唯一人の米国Microsoft CorporationのRegional Director

（注）に就任するなど、高い技術力と人的ネットワークを有しております。現状では当社グループからの離脱は想定

しておりませんが、なんらかの事情によりかかる事態が発生した場合には、業務遂行に重大な支障をきたすことにな

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（注）Regional Directorとは、米国Microsoft Corporationによりマイクロソフトの社外で、開発者コミュニティと

の連携の窓口として任命される有識者です。任命の条件としては、マイクロソフト製品の高い知見、技能、影響

力が評価されます。2007年３月31日現在、欧米を中心に全世界で約130名、日本では当社代表取締役社長の玉木栄

三郎１名のみが就任しております。なお、Regional Directorとしての活動は、当社グループの事業遂行に制約を

及ぼすものではありません。

 

⑪小規模組織であることについて

　当社グループは、平成19年３月31日現在において従業員数17名と小規模組織であり、業務拡大に伴い人的組織の拡

大が必要になります。拡大する業務に対応するため、恒常的な人材募集広告を行ったり人材紹介サービスを活用する

ことで、必要な人材の確保を進めております。しかしながら、必要とする人材を十分かつ適時に確保できなかった場

合、もしくは必要な人材の流出が発生した場合には事業拡大に制約を受け、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 

⑫個人情報等の漏洩について

　決済代行事業を行うにあたり、外部からの不正手段によるコンピュータ内への侵入や、物理的なシステム障害等に

より、システムの停止及び個人情報の漏洩が起こる可能性があります。当社グループでは、プライバシーマークの取

得など制度面及びシステム面でリスクを最小限に抑えるための対策や、データセンター内におけるシステム障害対策

の徹底に加え、従業員に対しては退職者も含めた秘密保持の義務を課すなどの対策を講じ、平成17年４月１日に全面

施行された個人情報保護に関する法律の遵守にも努めておりますが、全てのリスクを完全に排除することは困難であ

り、個人情報の漏洩等のトラブルが発生した場合には、損害賠償請求や信用の低下等により、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。
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⑬知的財産権の侵害による訴訟の可能性について

　当社グループでは、トッパン・フォームズ株式会社と共同でビジネスの企画、遂行を行ってきたため、その過程で

当社によって生み出された知的財産権は同社との共同所有となっておりました。今後は研究開発費を自己負担し、さ

らに研究開発活動に重点を置くため、知的財産の権利化が必要になる可能性があります。

　当社グループの提供するサービスやソフトウェアに対して、現時点において第三者より知的財産権に関する侵害訴

訟等を提起される等の通知は受けておりませんが、今後、万が一第三者より知的財産権に関する侵害訴訟等を受けた

場合は、解決までに多くの時間と費用が発生するため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループが今後確立する知的財産権が、第三者によって侵害される可能性もあります。このような場合

にも解決までに多くの時間と費用が発生するため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑭新株予約権（ストックオプション）について

　当社では、役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する目的で、新株予約権

（ストックオプション）（以下「潜在株式」という。）を発行しております。平成19年３月31日現在、潜在株式総数

は11,400株であり、これら潜在株式がすべて行使された場合は、発行済株式総数の27.8％にあたります。発行された

新株予約権の行使により発行された新株は、将来的に当社の株式価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもたらし、

当社株価形成に影響を及ぼす可能性があります。

　また、新株予約権の発行にかかる会計処理の変更により、今後発行する新株予約権について発行価額と時価との関

係から費用計上が必要となる場合があり、その場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
(1)関係会社の状況

　平成19年３月末現在、当社グループは、当社及び100%出資の連結子会社であるGlobal Business Design(UK)Ltd.（英

バークシャー州）の２社で構成されております。

 

(2)当社グループの事業内容について

　当社グループは、RFID事業及び決済代行事業を軸とした技術及びサービスを主として提供しております。

①RFID事業

　RFIDとはRadio Frequency Identificationの略で（わが国では「ICタグ」あるいは「ICチップ」という言葉がRFIDを

総称して用いられることもあります）、電磁波を利用した微小な非接触ICチップによる自動認証・認識技術です。カー

ド、携帯電話、ラベル等に内蔵された非接触ICチップをリーダライタと呼ばれる装置で読み取ることで、ヒトを認証し

たりモノを認識するための基盤技術として活用されております。

　ヒトを認証するサービスとしてRFIDが活用されている事例としては、大手交通機関で採用されている自動改札サービ

ス、コンビニエンスストア等で利用できる電子決済サービス、オフィスやマンションなどの入退室管理サービスなどで

ICカードが利用されています。また、これらのサービスが携帯電話に搭載されたことで、RFIDは身近なサービスとなり

ました。携帯電話の液晶画面で電子マネーの残額や利用履歴を随時確認できるなど、さらなる利便性が増し、これはRFID

と携帯電話を組み合わせたサービスの大きな付加価値となっています。

　モノの識別サービスとして期待されているのが、バーコードに代わる商品識別・管理技術としてのRFIDの利用です。

RFIDの技術を活用したICタグやICチップは無線技術により商品と直接接触せずに商品識別作業を行うため、バーコード

を使用する場合に比べて大幅に作業を効率化させることができます。例えば、箱に包装された商品の情報を箱から出す

ことなく読み取ることができます。また、バーコードの場合は識別する商品を １ 個 １ 個手にとってバーコードスキャ

ナでスキャンする必要がありますが、RFIDの場合は複数同時識別が可能であるため、買い物カゴの中の商品情報を一気

に読み取ることができます。さらにデータの読み取りだけでなくデータの書き込みが可能であるなど、様々な利点を有

しております。これらの特徴により物流業務の大幅な効率化が実現できると期待されています。

 　　 

　当社グループは、RFIDに関連するミドルウェアの開発及びハードウェア設計の受託（主に「携帯電話向けコンポーネ

ント」の開発受託）を中核に、ミドルウェアを利用したシステム導入を円滑にするためのコンサルティングやシステム

インテグレーションも行っております。

 RFIDを利用したシステムの導入検討企業の多くは、RFIDを利用した事業の営業戦略、技術戦略等の立案に関する支援

やアドバイスに強いニーズを有しております。当社グループはかかるRFID導入検討企業を最終顧客として包括的なRFID

導入サービスを手掛ける企業に対して、RFIDシステムの導入にかかる支援や技術情報の提供と戦略立案コンサルティン

グを行い「ビジネスデザインサービス」として提供しています。さらに、立案した戦略を実現するためのソフトウェア

開発（主にミドルウェア開発）をかかる企業から受託しております。

　「携帯電話向けコンポーネント」とは、RFID関連ミドルウェアとハードウェアからなる部品であり、携帯電話に組み

込まれることにより、携帯電話にICカードの機能とリーダ・ライタ（ICカードあるいはICタグの情報を読み書きする装

置）の機能を付加するものです。

　　　

　なお、当社グループでは、ソフトウェア開発業務のうち、仕様設計、品質管理などの工程は自社内にて行い、プログ

ラミング作業などの工程を協力会社へ外注する事業戦略を採っております。

　

　また、Global Business Design (UK) Ltd.では、海外でのRFID分野におけるマーケティングリサーチを実施し、当社

に対して当該サービスを提供しております。
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外
注
先 

システム開発の提供 

当 

社 

顧 

客 

代金の受取 

ミドルウェアの開発受託 

 

代金の受取 

ハードウェアの設計受託 

代金の受取 

事業コンサルティング提供 

代金の支払 

Global Business Design  (UK) Ltd. 

（英国・連結子会社） 

 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
リ
サ
ー
チ 

の
提
供 代

金
の
支
払 

代金の受取 

システムインテグレーション 

代金の受取 

マーケティング･営業支援の提供 
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②決済代行事業

　当社グループでは、RFID事業の他に、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

供並びに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を行う決

済代行事業を行っております。

 

 

当 

社 

加
盟
店 

一般消費者（商品購入者） 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社 

代金の支払 

決済処理料の支払 

決済手数料の支払 

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

代
金
の
支
払 

代金の支払 

取扱手数料の支払 

クレジットカード決済 

サービス利用規約同意書 
包括代理加盟契約 

区分 事業内容

①RFID事業

・ミドルウェアの開発受託

・ハードウェア設計の受託

・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
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「人のために働く」という経営理念のもとに、RFIDの事業領域に限らず「ビジネスデザイン」と

いうコンセプトの下、様々な先端技術を世に送り出し、技術を通して社会全体の幸福創造に貢献し続ける企業を目指

します。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループが重要と考えております経営指標は売上高営業利益率であり、事業規模の拡大と共に利益率の向上を

目標としております。今後も継続的にその目標を達成することで企業価値の最大化を図ってまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、RFID導入検討企業を最終顧客として包括的なRFID導入サービスを手掛ける企業に対して、RFIDシ

ステムの導入にかかる支援や技術情報の提供と戦略立案コンサルティングを行い「ビジネスデザインサービス」とし

て提供し、顧客企業と製品開発のスタート時点から共同でビジネスを立上げてまいりました。従来当社グループは、

知的財産権を顧客企業へ譲渡、あるいは顧客企業と共同所有する場合が多いことから、受託開発というビジネスの形

態をとっておりました。今後は顧客との共同製品開発を行う場合においても、研究開発段階での費用を自己負担する

ことで、知的財産権を自社で所有し、顧客へライセンスを供与する事業も展開し、ライセンス供与という事業形態に

より当社グループの事業の継続的な成長を実現していきたいと考えております。

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループの主な事業領域である、RFIDに関連する技術を取り巻く環境は、技術進歩が非常に早く、市場も急拡

大しております。このような状況の中で当社グループは協力関係にある企業との関係強化による市場開拓、研究開発

活動、高度な技術を持つ海外企業との提携、急拡大する当社グループの業績を支える管理体制の強化、上場会社とし

ての適時開示体制の構築とコーポレートガバナンスの強化を当社グループの中長期的な経営戦略として捉え、それら

を総合的に達成する新しい組織体制の構築を行ってまいります。

 

・ 協力関係にある企業との関係強化

　当社グループでは、トッパン・フォームズ株式会社、Qualcomm Incorporated、NXP Semiconductorsとの協力関係に

より、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）事業を進めて

まいりますが、これらの企業との関係強化は今後の事業の拡大においても重要なものと認識し、さらなる関係強化に

努めてまいります。

 

・ 研究開発体制の強化

　技術力の更なる強化と高収益を伴った成長を実現して行くために研究開発体制を強化し、知的財産権の取得や、携

帯電話、情報家電向けのコンポーネント分野にフォーカスした研究開発活動を行ってまいります。

 

・ 優秀な人材の確保と社員のモチベーション向上

　当社グループでは最大の経営資源は人材であると考えております。今後も引き続き優秀な人材の採用強化を図ると

共に、業績評価システム等人事制度を拡充し、人材のモチベーション向上を図ってまいります。

 

・ コーポレートガバナンスの強化

　急速な事業拡大に伴い、人員増強と組織再編、指揮命令系統の明確化と権限委譲が不可欠となってまいりました。

今後は意思決定プロセスの体系化、内部管理体制の強化、コンプライアンスの徹底をより一層充実させ、コーポレー

トガバナンスの強化に取り組んでまいります。

 

・ 情報セキュリティの向上

　当社グループは、平成16年６月にプライバシーマークを取得し、情報セキュリティの強化を図ってまいりました。

今後も情報セキュリティの向上に努め、社会に信頼される企業を目指してまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   145,262   659,459   

２．売掛金   145,731   422,344   

３．たな卸資産   1,128   9,806   

４．繰延税金資産   2,943   8,610   

５．未収入金   37,641   51,830   

６．その他   3,788   4,073   

流動資産合計   336,496 91.7  1,156,124 95.2 819,628

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  37 2,363  483 1,917   

(2)工具器具及び備品  6,059   27,120    

減価償却累計額  1,849 4,209  4,893 22,227   

有形固定資産合計   6,573 1.8  24,145 2.0 17,571

２．無形固定資産         

ソフトウェア   8,151   4,177   

無形固定資産合計   8,151 2.2  4,177 0.3 △3,973

３．投資その他の資産         

(1)敷金保証金   15,766   15,836   

(2)繰延税金資産   ―   14,587   

投資その他の資産合
計

  15,766 4.3  30,424 2.5 14,657

固定資産合計   30,491 8.3  58,747 4.8 28,255

資産合計   366,987 100.0  1,214,871 100.0 847,884
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   9,424   13,380   

２．未払金   49,666   90,771   

３．未払法人税等   37,352   93,956   

４．未払消費税等   8,283   8,428   

５．加盟店預り金   43,114   26,971   

６．その他   2,948   4,969   

流動負債合計   150,788 41.1  238,478 19.6 87,689

負債合計   150,788 41.1  238,478 19.6 87,689

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※  122,750 33.4  － － △122,750

Ⅱ　資本剰余金   67,750 18.5  － － △67,750

Ⅲ　利益剰余金   25,961 7.1  － － △25,961

Ⅳ　為替換算調整勘定   △262 △0.1  － － 262

資本合計   216,198 58.9  － － △216,198

負債資本合計   366,987 100.0  － － △366,987

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  456,710 37.6 456,710

２．資本剰余金   － －  401,710 33.1 401,710

３．利益剰余金   － －  117,497 9.7 117,497

株主資本合計   － －  975,917 80.4 975,917

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．為替換算調整勘定   － －  475 0.0 475

評価・換算差額等合計   － －  475 0.0 475

純資産合計   － －  976,393 80.4 976,393

負債純資産合計   － －  1,214,871 100.0 1,214,871
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   436,593 100.0  797,986 100.0 361,392

Ⅱ　売上原価   211,193 48.4  344,094 43.1 132,901

売上総利益   225,400 51.6  453,891 56.9 228,490

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  118,209 27.0  222,273 27.9 104,063

営業利益   107,191 24.6  231,618 29.0 124,426

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  19   146    

２．その他  0 19 0.0 11 158 0.0 139

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  －   1,288    

２．新株発行費  596   －    

３．株式交付費  －   8,135    

４．株式上場費用  －   23,830    

５．為替差損  110   392    

６．創立費  1,428   －    

７．その他  57 2,192 0.5 － 33,647 4.2 31,454

経常利益   105,018 24.1  198,129 24.8 93,110

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   －    

４．ソフトウェア償却費  － 2,612 0.6 35,850 35,850 4.5 33,237

税金等調整前当期純利
益

  102,406 23.5  162,279 20.3 59,873

法人税、住民税及び事
業税

 36,047   90,997    

法人税等調整額  △2,943 33,104 7.6 △20,254 70,743 8.8 37,639

当期純利益   69,302 15.9  91,536 11.5 22,234
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

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

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 333,960 333,960  667,920

当期純利益   91,536 91,536

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円） 333,960 333,960 91,536 759,456

平成19年３月31日　残高（千円） 456,710 401,710 117,497 975,917

 
 

 評価・換算差額等

純資産合計為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高（千円） △262 △262 216,198

連結会計年度中の変動額    

新株の発行   667,920

当期純利益   91,536

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 738 738 738

連結会計年度中の変動額合計
（千円） 738 738 760,194

平成19年３月31日　残高（千円） 475 475 976,393
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税金等調整前当期純利益  102,406 162,279  

減価償却費  6,909 19,567  

株式交付費  ― 8,135  

固定資産除却損  625 ―  

ソフトウェア償却費  ― 35,850  

受取利息  △19 △146  

支払利息  ― 1,288  

売上債権の増減額（増加
△）

 △125,007 △276,612  

たな卸資産の増減額（増
加△）

 5,180 △8,678  

仕入債務の増減額（減少
△）

 3,572 3,956  

未収入金の増減額（増加
△）

 4,613 △14,174  

未払金の増減額（減少△）  3,018 26,393  

未払消費税等の増減額（減
少△）

 5,333 145  

加盟店預り金の増減額（減
少△）

 △11,390 △16,142  

その他  291 5,228  

小計  △4,463 △52,910 △48,446

利息の受取額  19 146  

利息の支払額  ― △1,288  

法人税等の支払額  △179 △37,844  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △4,624 △91,896 △87,272

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

 △7,004 △6,380  

無形固定資産の取得によ
る支出

 △2,449 △47,954  

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

 △23,594 △54,335 △30,741
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金による収入  ― 140,000  

短期借入金の返済による
支出 

 △17,600 △140,000  

株式の発行による収入  99,903 659,785  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 82,303 659,785 577,481

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △262 644 907

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 53,821 514,197 460,375

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 91,440 145,262 53,821

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 145,262 659,459 514,197
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(5）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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.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。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

　Global Business Design（UK）Ltd.

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．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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。

同左

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。

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。

イ　有形固定資産

同左

　

 建物及び構築物：10～15年

工具器具及び備品：４～５年

 

 

 ロ　無形固定資産

　当社は定額法を採用しております。

　自社利用目的のソフトウェアについて

は、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）

　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。

(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。

貸倒引当金

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。

同左

(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。

イ　繰延資産の処理方法

－

 

 

 株式交付費

 　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

　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。

ロ　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　該当事項はありません。 －

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 － 　該当事項はありません。

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

９．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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(6）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

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

－

 

貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準 

－

 

　当連結会計年度より、「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976,393千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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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(7）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※　当社の発行済株式総数は普通株式2,480株であります。 ※　　　　　　　　　　　－

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

※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

役員報酬 32,822千円

給与 60,280

支払手数料  23,517

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２　　　　　　　　　　　－

工具器具及び備品 550千円

電話加入権 74

計 625千円

  

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．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）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 2,480 27,160 ― 29,640

合計 2,480 27,160 ― 29,640

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

 （注）当連結会計年度における27,160株増加の要因は、以下のとおりであります。

 １．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た22,320株の増加。

 ２．平成19年３月９日付公募増資による新株の発行による4,000株の増加。

 ３．平成19年３月22日付第三者割当増資による新株の発行による840株の増加。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　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

※　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３月31日現在） （平成19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

現金及び預金 659,459千円

現金及び現金同等物 659,459千円
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　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

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

 
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

4,500 825 3,675

合計 4,500 825 3,675

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

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

１年内 858千円

１年超 2,885千円

合計 3,744千円

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

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

支払リース料 1,916千円

減価償却費相当額 1,708千円

支払利息相当額 177千円

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。

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

　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。

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　　　同左

（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。

（減損損失について）

　　　　　　　　　　同左

（有価証券関係）

　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）及び当連結会計年度（自　平成18年４月１日
至　平成19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）

　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）及び当連結会計年度（自　平成18年４月１日

至　平成19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。
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（退職給付関係）

　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）及び当連結会計年度（自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日）

　当社グループは退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

第１回
ストック・オプション

第２回
ストック・オプション

第３回
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役３名及び社外

協力者１名

当社の取締役２名及び従業員

11名

当社の取締役２名及び従業員

17名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）
普通株式　12,000株 普通株式　1,500株 普通株式　1,350株

付与日 平成14年８月７日 平成18年２月７日 平成18年４月28日

権利確定条件

（当社の取締役）

付与日（平成14年８月７

日）以降、権利確定日（平

成16年８月14日）まで継続

して勤務していること。

（社外協力者）

権利確定条件は付されており

ません。

 付与日（平成18年２月７日）

以降、権利確定日（平成20

年２月８日）まで継続して

勤務していること。

 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。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはありま

せん。

権利行使期間
５年間（自平成16年８月14日

　至平成21年８月13日）

８年間（自平成20年２月８日

　至平成28年２月６日）

８年間（自平成20年３月28日

　至平成28年３月26日）

第４回
ストック・オプション

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・

オプションの数（注）
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）

 （注）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。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、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。

①　ストック・オプションの数

  
第１回

ストック・オプション
第２回

ストック・オプション
第３回

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  9,000 1,500 －

付与  － － 1,350

失効  － 420 180

権利確定  9,000 － －

未確定残  － 1,080 1,170

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  － － －

権利確定  9,000 － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  9,000 － －

第４回
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　 （株）  

前連結会計年度末  －

付与  150

失効  －

権利確定  －

未確定残  150

権利確定後　　　　　　 （株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －
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②　単価情報

  
第１回

ストック・オプション
第２回

ストック・オプション
第３回

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 5,000 22,000 22,000

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） － － －

  
第４回

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 22,000

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） －

（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 2,943

連結子会社の繰越欠損金 576

繰延税金資産小計 3,520

評価性引当額 △576

繰延税金資産合計 2,943

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 7,567

連結子会社の繰越欠損金 1,377

減価償却超過額 14,587

その他 1,043

繰延税金資産小計 24,575

評価性引当額 △1,377

繰延税金資産合計 23,198

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に計上されない項目 0.9

住民税均等割 0.2

評価性引当額に係る調整額 △10.8

海外連結子会社の税率差異 0.6

その他 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.3

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に計上されない項目 1.7

住民税均等割 0.2

評価性引当額に係る調整額 0.5

海外連結子会社の税率差異 0.6

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

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）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

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

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 172,996 41,578 214,574 152,413 366,987

減価償却費 2,368 4,056 6,425 484 6,909

資本的支出 6,931 － 6,931 4,059 10,990

　（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の金額は40,296千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は152,413千円であり、その主なものは当社での余

資運用資金及び管理部門に係る資産であります。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 764,691 33,294 797,986 ― 797,986

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 764,691 33,294 797,986 ― 797,986

営業費用 469,444 33,239 502,684 63,683 566,367

営業利益 295,246 55 295,302 △63,683 231,618

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 474,517 54,743 529,261 685,610 1,214,871

減価償却費 15,369 2,642 18,012 1,555 19,567

資本的支出 66,274 ― 66,274 2,740 69,015

　（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

・ハードウエア設計の受託

・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の金額は63,683千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は685,610千円であり、その主なものは当社での余

資運用資金及び管理部門に係る資産であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　

至平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報を省略しております。

ｃ．海外売上高

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　

至平成19年３月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

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）役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等

グローバ

ル・ブレ

イン株式

会社

東京都

港区
100,000

ビジネスイ

ンキュベー

タ

(被所有)

間接　 0.0

役員

２名
－

事業展開、

資本政策

等に関す

るコンサ

ルティン

グ料の支

払

1,500 － －

経理アウ

トソーシ

ングの委

託料の支

払

300 － －

役員 藤田宗雄 － － 当社取締役
(被所有)

直接　16.1
－ －

資金の借

入
－ － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

コンサルティング料及び経理アウトソーシング委託料の支払についてはグローバル・ブレイン㈱の投入工数

等を勘案し、算定しております。

なお、コンサルティング料の支払については平成18年９月30日付をもって、経理アウトソーシングの委託料

の支払については平成17年９月30日付をもって契約を解消しております。

取締役藤田宗雄からの借入条件は無利息無保証であります。 

なお、借入残高については、期中に全額返済しております。 

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等

グローバ

ル・ブレ

イン株式

会社

東京都

港区
100,000

ビジネスイ

ンキュベー

タ

(被所有)

間接　 0.0

役員

１名
－

事業展開、

資本政策

等に関す

るコンサ

ルティン

グ料の支

払

900 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

コンサルティング料の支払についてはグローバル・ブレイン㈱の投入工数等を勘案し、算定しております。

なお、コンサルティング料の支払については平成18年９月30日付をもって契約を解消しております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

１株当たり純資産額 32,941.74円

１株当たり当期純利益金額 3,650.50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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　

 2,517.29円

 　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

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

 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、前連結会計年度は

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。

 
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 69,302 91,536

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） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 69,302 91,536

期中平均株式数（株） 2,263 25,075

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 11,288

（うち新株予約権）  (－)  （11,288）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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２種類（新株予約権の数

1,050個）。

－
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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日最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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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   138,054   656,921   

２．売掛金   145,731   422,344   

３．仕掛品   1,128   9,806   

４．前払費用   3,470   3,665   

５．繰延税金資産   2,943   8,610   

６．未収入金   37,641   51,512   

７．その他   488   －   

流動資産合計   329,458 89.1  1,152,860 94.9 823,402

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  37 2,363  483 1,917   

２．工具器具及び備品  6,059   27,120    

減価償却累計額  1,849 4,209  4,893 22,227   

有形固定資産合計   6,573 1.8  24,145 2.0 17,571

(2）無形固定資産         

ソフトウェア   8,151   4,177   

無形固定資産合計   8,151 2.2  4,177 0.3 △3,973

(3）投資その他の資産         

１．関係会社株式   10,518   3,744   

２．繰延税金資産   －   14,587   

３．敷金保証金   15,224   15,224   

投資その他の資産合
計

  25,743 6.9  33,556 2.8 7,813

固定資産合計   40,468 10.9  61,879 5.1 21,411

資産合計   369,926 100.0  1,214,740 100.0 844,813
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   9,424   13,380   

２．未払金   49,305   90,706   

３．未払費用   1,010   2,377   

４．未払法人税等   37,352   93,956   

５．未払消費税等   8,283   8,428   

６．前受金   1,265   551   

７．加盟店預り金   43,114   26,971   

８．預り金   672   1,954   

９．その他流動負債   －   20   

流動負債合計   150,428 40.7  238,347 19.6 87,919

負債合計   150,428 40.7  238,347 19.6 87,919

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※  122,750 33.2  － － △122,750

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  67,750   －    

資本剰余金合計   67,750 18.3  － － △67,750

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  － － △28,998

資本合計   219,498 59.3  － － △219,498

負債資本合計   369,926 100.0  － － △369,926
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  456,710 37.6 456,710

２．資本剰余金         

資本準備金  －   401,710    

資本剰余金合計   － －  401,710 33.1 401,710

３．利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   117,973    

利益剰余金合計   － －  117,973 9.7 117,973

株主資本合計   － －  976,393 80.4 976,393

純資産合計   － －  976,393 80.4 976,393

負債純資産合計   － －  1,214,740 100.0 1,214,740

         

イー・キャッシュ（株）（3840）平成 19 年３月期　決算短信

－ 36 －



(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．RFID事業売上高  395,920   764,691    

２．決済代行事業売上高  40,673 436,593 100.0 33,294 797,986 100.0 361,392

Ⅱ　売上原価         

１．RFID事業原価  181,309   321,727    

２．決済代行事業原価  29,883 211,193 48.4 22,366 344,094 43.1 132,901

売上総利益   225,400 51.6  453,891 56.9 228,490

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  116,583 26.7  217,432 27.3 100,849

営業利益   108,817 24.9  236,458 29.6 127,640

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1   87    

２．その他  0 1 0.0 11 98 0.0 97

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  －   1,288    

２．新株発行費  596   －    

３．株式交付費  －   8,135    

４．株式上場費用  －   23,830    

５．為替差損  110   961    

６．その他  57 763 0.2 － 34,215 4.2 33,451

経常利益   108,055 24.7  202,341 25.4 94,286

Ⅵ　特別損失         

１．関係会社株式評価損  －   6,773    

２．固定資産除却損 ※２ 625   －    

３．旧事務所原状回復費  1,776   －    

４．リース契約解約損  210   －    

５．ソフトウェア償却費  － 2,612 0.5 35,850 42,623 5.4 40,011

税引前当期純利益   105,443 24.2  159,717 20.0 54,274

法人税、住民税及び事
業税

 36,047   90,997    

法人税等調整額  △2,943 33,104 7.6 △20,254 70,743 8.9 37,639

当期純利益   72,338 16.6  88,974 11.1 16,635

前期繰越損失   43,340   －   

当期未処分利益   28,998   －   
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売上原価明細書

１．RFID事業原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　商品仕入高  11,891 6.8 － － △11,891

Ⅱ　材料費  740 0.4 504 0.2 △236

Ⅲ　労務費  27,566 15.6 45,851 13.7 18,285

Ⅳ　外注費  114,148 64.8 250,810 75.0 136,662

Ⅴ　経費 ※１ 21,781 12.4 37,141 11.1 15,360

小計  176,129 100.0 334,308 100.0 158,179

期首仕掛品たな卸高  6,308  1,128   

合計  182,438  335,436   

期末仕掛品たな卸高  1,128  9,806   

他勘定振替高 ※２ －  3,901   

RFID事業原価  181,309  321,727   

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

地代家賃（千円） 3,369 5,315

減価償却費（千円） 1,271 13,669

旅費交通費（千円） 1,547 1,520

通信費（千円） 8,666 10,338

支払手数料（千円） 2,996 2,934

消耗備品費（千円） 2,173 1,436

その他（千円） 1,756 1,926

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

営業費（千円） － 3,901

３．原価計算の方法

原価計算の方法は、実際個別原価計算を採用しております。
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２．決済代行事業原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　クレジットカード会社取
扱手数料

 16,142 54.0 14,627 65.4 △1,514

Ⅱ　労務費  3,033 10.2 3,243 14.5 209

Ⅲ　経費 ※１ 10,707 35.8 4,495 20.1 △6,211

決済代行事業原価  29,883 100.0 22,366 100.0 △7,516

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

地代家賃（千円） 258 470

減価償却費（千円） 4,056 2,642

通信費（千円） 5,672 1,024

その他（千円） 719 357
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   28,998

Ⅱ　次期繰越利益   28,998

    

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本  
 

 

 　純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

 
株主資本合計 

  
　資本準備金   

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金

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

事業年度中の変動額      

新株の発行 333,960 333,960  667,920 667,920

当期純利益   88,974 88,974 88,974

事業年度中の変動額合計
（千円） 333,960 333,960 88,974 756,894 756,894

平成19年３月31日　残高
（千円） 456,710 401,710 117,973 976,393 976,393
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(4）重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）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）関係会社株式

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）仕掛品

　個別法による原価法

(1）仕掛品

同左

３．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。

(1）有形固定資産

同左

 

 　建物　　　　　　　　　　10～15年

　工具器具及び備品　　　　４～５年

　            

　

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　自社利用目的のソフトウェアについて

は、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）

　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。

４．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。

－ 

 

－

 

 

 株式交付費

 　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

５．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。

貸倒引当金

同左

６．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

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）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）消費税等の会計処理

同左
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(5）会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

－

　

－

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当会計年度より、「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、976,393

千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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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(6）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※　授権株式数及び発行済株式総数 ※　　　　　　　　　　　－

授権株式数 普通株式　　9,920株

発行済株式総数 普通株式　　2,480株

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は９％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は91％でありま

す。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は４％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は96％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 10,770千円

役員報酬 18,400

給与手当 29,552

人事募集費 6,420

支払手数料 14,791

地代家賃 5,474

減価償却費 1,581

役員報酬 26,500千円

給与手当 60,280

法定福利費 11,022

人事募集費 10,877

支払手数料 21,847

地代家賃 9,438

減価償却費

業務委託費

3,255

16,406

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２　　　　　　　　　　　　－

工具器具及び備品 550千円

電話加入権 74

計 625千円

  

  

  

（株主資本等変動計算書関係）

 該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　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

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

 
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

4,500 825 3,675

合計 4,500 825 3,675

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

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

１年内 858千円

１年超 2,885千円

合計 3,744千円

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

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

支払リース料 1,916千円

減価償却費相当額 1,708千円

支払利息相当額 177千円

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。

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

　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。

５．利息相当額の算定方法

同左

（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。

（減損損失について）

　同左

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）及び当事業年度（自　平成18年４月１日　

至　平成19年３月31日）

　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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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 2,943

繰延税金資産合計 2,943

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 7,567

関係会社株式評価損 2,756

減価償却超過額 14,587

その他 1,043

繰延税金資産小計 25,954

　評価性引当額 △2,756

繰延税金資産合計 23,198

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に計上されない項目 0.9

住民税均等割 0.2

評価性引当額に係る調整額 △11.0

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.4

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に計上されない項目 1.8

住民税均等割 0.2

評価性引当額に係る調整額 1.7

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.3
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

１株当たり純資産額 32,941.74円

１株当たり当期純利益金額 3,548.34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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　

  2,446.85円

 　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

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

 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、前事業年度は当社

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。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 72,338 88,974

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） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 72,338 88,974

期中平均株式数（株） 2,263 25,075

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 11,288

（うち新株予約権）  (－)  （11,288）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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２種類（新株予約権の数

1,050個）。

－
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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日最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。

 

 

　当該分割が前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 １株当たり純資産額

2,592.20円 8,850.75円

１株当たり当期純利益金
額

１株当たり当期純利益金
額

1,876.32円 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。

 

 

６．その他
役員の異動

役員の異動につきましては、決定次第速やかに開示いたします。
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