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平成 20 年３月期  第１四半期財務・業績の概況 
平成 19 年８月９日 

上 場 会 社 名        イー・キャッシュ株式会社           上場取引所  東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ３８４０                         ＵＲＬ  http://www.ecash.co.jp/ 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長       （氏名）玉木 栄三郎 
問合せ先責任者 （役職名）取締役経営管理統括本部長（氏名）浅海 隆明 ＴＥＬ（03）5484－6750 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期 82    (－) △69    (－) △69    (－) △44    (－)

19 年３月期第１四半期 －    (－) －    (－) －    (－) －    (－)

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

 

 
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

20 年３月期第１四半期 △1,500  46 － 

19 年３月期第１四半期 － － 

19 年３月期 3,650  50 2,517  29

（注）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) 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

20 年３月期第１四半期 1,084 932 86.0 31,450  66

19 年３月期第１四半期 － － －  － 

19 年３月期 1,214 976 80.4 32,941  74

 
(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

20 年３月期第１四半期 59 △28 －  690

19 年３月期第１四半期 － － －  － 

19 年３月期 △91 △54 659 659

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（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

19 年 3 月期 
○年○月期

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

0 00 

 
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
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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) 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 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(4) 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。 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期 82    (－) △70    (－) △70    (－) △45    (－)

19 年３月期第１四半期 －    (－) －    (－) －    (－) －    (－)

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

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年３月期第１四半期 △1,529  18

19 年３月期第１四半期 － 

19 年３月期 3,548  34

（注）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) 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

20 年３月期第１四半期 1,082 931 86.0 31,412  56

19 年３月期第１四半期 － － －  － 

19 年３月期 1,214 976 80.4 32,941  74

 
６．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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 
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１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や、雇用環

境の改善等により、緩やかな景気拡大基調が続きました。 

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

マネー導入など、多くの分野で注目されました。 

このような経営環境の中、当社グループは中核事業であるRFID事業が期初計画通りに推移いたしまし

た。また、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

の事業を下期より立ち上げるため、販売体制の構築等に注力いたしました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における連結業績は、売上高 82,609 千円、営業損失 69,477

千円となりました。 

 

  事業部門別の状況は次のとおりであります。 

  （RFID 事業） 

当第１四半期連結会計期間では、受託開発型事業が期初計画通りに推移いたしましたが、上期におい

ては当社の売上計上基準である検収時期が第２四半期連結会計期間に偏りがあるため、売上高は 74,029

千円となりました。 

また、下期より開始するレベニューシェア型事業の立ち上げに備え、販売体制の構築等に注力した結

果、営業損失は 33,164 千円となりました。 

    

  （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

第 1四半期連結会計期間の売上高は 8,579 千円、営業利益は 91 千円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  資産・負債・資本の状況 

 当第 1四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比 130,735 千円減少し、1,084,136 千円とな

りました。その主な要因は、売上債権の回収による減少 217,594 千円及び繰延税金資産の増加 29,593 千

円等によるものです。負債につきましては、前連結会計年度末比 86,539 千円減少し、151,938 千円となり

ました。その主な要因は、未払法人税等 92,906 千円の減少によるものです。また、純資産は前連結会計

年度末比 44,195 千円減少し、932,197 千円となりました。その主な要因は、四半期純損失 44,473 千円の

計上によるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 20 年３月期の連結業績予想については概ね予想通りに推移しており、平成 19 年５月 14 日に公表

しました業績予想に変更はありません。 
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１四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19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  690,611  659,459

２．受取手形及び売掛金  204,750  422,344

３．たな卸資産  17,739  9,806

４．繰延税金資産  38,203  8,610

５．未収入金  61,312  51,830

６．その他  6,184  4,073

流動資産合計  1,018,803 94.0  1,156,124 95.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  － 2,401 

減価償却累計額  － － 483 1,917

(2）工具器具及び備品  28,212 27,120 

減価償却累計額  7,084 21,127 4,893 22,227

有形固定資産合計  21,127 1.9  24,145 2.0

２．無形固定資産   

ソフトウェア  3,802  4,177

無形固定資産合計  3,802 0.4  4,177 0.3

３．投資その他の資産   

(1）敷金保証金  25,816  15,836

(2）繰延税金資産  14,587  14,587

投資その他の資産合計  40,403 3.7  30,424 2.5

固定資産合計  65,333 6.0  58,747 4.8

資産合計  1,084,136 100.0  1,214,871 100.0
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当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19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  34,492  13,380 

２．未払金  83,057  90,771 

３．未払法人税等  1,050  93,956 

４．加盟店預り金  29,083  26,971 

５．その他  4,256  13,398 

流動負債合計  151,938 14.0  238,478 19.6

負債合計  151,938 14.0  238,478 19.6

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  456,710 42.1  456,710 37.6

２．資本剰余金  401,710 37.1  401,710 33.1

３．利益剰余金  73,024 6.7  117,497 9.7

株主資本合計  931,444 85.9  975,917 80.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定  753 0.1  475 0.0

評価・換算差額等合計  753 0.1  475 0.0

純資産合計  932,197 86.0  976,393 80.4

負債純資産合計  1,084,136 100.0  1,214,871 100.0
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（２）四半期連結損益計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  82,609 100.0  797,986 100.0

Ⅱ 売上原価  50,041 60.6  344,094 43.1

売上総利益  32,567 39.4  453,891 56.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 102,044 123.5  222,273 27.9

営業利益又は営業損失
（△） 

 △69,477 △84.1  231,618 29.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  17 146 

２．その他  0 18 0.0 11 158 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  － 1,288 

２．株式交付費  － 8,135 

３．株式上場費用  － 23,830 

４．為替差損  38 38 0.0 392 33,647 4.2

経常利益又は経常損失
（△） 

 △69,497 △84.1  198,129 24.8

Ⅵ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ 4,568 － 

２．ソフトウェア償却費  － 4,568 5.6 35,850 35,850 4.5

税金等調整前四半期純
損失（△）又は税金等調
整前当期純利益 

 △74,066 △89.7  162,279 20.3

法人税、住民税及び事業
税 

※３ △29,593 90,997 

法人税等調整額  － △29,593 △35.9 △20,254 70,743 8.8

四半期純損失（△）又は
当期純利益 

 △44,473 △53.8  91,536 11.5
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（3）四半期連結株主資本等変動計算書 

 
当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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19年３月31日残高（千円） 456,710 401,710 117,497 975,917

第１四半期連結会計期間中の変
動額 

 

四半期純損失 △44,473 △44,473

株主資本以外の項目の第１四
半期連結会計期間中の変動額
（純額） 

 

第１四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円） － － △44,473 △44,473

平成19年６月30日残高（千円） 456,710 401,710 73,024 931,444

 
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19年３月31日残高（千円） 475 475 976,393 

第１四半期連結会計期間中の変
動額 

 

四半期純損失 △44,473 

株主資本以外の項目の第１四
半期連結会計期間中の変動額
（純額） 

277 277 277 

第１四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円） 

277 277 △44,195 

平成19年６月30日残高（千円） 753 753 932,197 
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前連結会計年度（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 

 
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 

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）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30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18年４月１日 

  至 平成19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純損失
（△）又は税金等調整前当
期純利益 

 △74,066 162,279 

減価償却費  2,776 19,567 

固定資産除却損  4,568 － 

株式交付費  － 8,135 

ソフトウェア償却費  － 35,850 

受取利息  △17 △146 

支払利息  － 1,288 

売上債権の増減額（増加△）  217,594 △276,612 

たな卸資産の増減額 
（増加△） 

 △7,933 △8,678 

仕入債務の増減額（減少△）  21,111 3,956 

未収入金の増減額（増加△）  △9,459 △14,174 

未払金の増減額（減少△）  6,943 26,393 

加盟店預り金の増減額 
（減少△） 

 2,111 △16,142 

その他  △10,170 5,374 

小計  153,457 △52,910 

利息の受取額  17 146 

利息の支払額  － △1,288 

法人税等の支払額  △93,956 △37,844 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 59,518 △91,896 
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当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30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18年４月１日 

  至 平成19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 

 △18,632 △6,380 

無形固定資産の取得による
支出 

 － △47,954 

敷金保証金の支払による 
支出 

 △9,938 － 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △28,570 △54,335 

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 

 － △140,000 

株式の発行による収入  － 659,785 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 － 659,785 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
係る換算差額 

 203 644 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 31,152 514,197 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 659,459 145,262 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第
１四半期末（期末）残高 

※ 690,611 659,459 
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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１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（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. 

    同左 

 

     

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１四半期決算日の末

日は、第１四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 

（会計方針の変更） 

固定資産の減価償却方法の変更 

 当第１四半期連結会計期間から、法人

税法の改正（所得税法等の一部を改正す

る法律平成19年３月30日 法律第６号）

及び（法人税法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。

 なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

(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 

       ― 

 

 

 

 

 

（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） 

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）   

    同左 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19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１四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 

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 

        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１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19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。 

 

 
 
（５）注記事項等  

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

― ― 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（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。 

役員報酬            13,263千円

給与              25,324 

人材募集費           10,009 

支払手数料           11,960 

 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。 

   建物附属設備          4,568千円 

 

※３ 当第１四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。 

※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            32,822千円

給与              60,280 

支払手数料           23,517 

 

 

※２         ― 

 

 

 

※３         ― 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 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１四半期連結会計
期間増加株式数（株）

当第１四半期連結会計
期間減少株式数（株） 

当第１四半期連結会計
期間末株式数（株） 

発行済株式   
 

 

普通株式     29,640 － －     29,640 

合計     29,640 － －     29,640 

自己株式     

  普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３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。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（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第１四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19年６月30日現在）

現金及び預金          690,611千円

現金及び現金同等物       690,611千円

（平成19年３月31日現在）

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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 

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１四半期末残高相

当額 

 
取得価額相当
額（千円）  

減価償却累計
額相当額 
（千円）  

第１四半期末
残高相当額 
（千円） 

工具器具 
及び備品  8,020 1,050  6,970 

車  両  
運搬具  4,353  217  4,135 

合計 12,373 1,267 11,105 

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額等 

  未経過リース料第１四半期末残高相当額 

１年内             2,177千円 

１年超             9,075千円 

合計             11,252千円 

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            553千円 

減価償却費相当額           442千円 

支払利息相当額          188千円 

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 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 

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 

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 

                 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１四半期連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日）及び前連結会計年度（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） 

当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日）及び前連結会計年度（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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

 ストック・オプションの内容 

  
第３回 

ストック・オプション 

第４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２名及び従業

員 17 名 
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 1,350 株 普通株式 150 株 

付与日 平成 18 年４月 28 日 平成 18 年４月 28 日 

権利確定条件 

権利行使時において付与

対象者が退職していない

こと。また、当社の普通株

式が上場されていること。

当社の普通株式が上場さ

れていること。 

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。 

権利行使期間 
  自平成 20 年３月 28 日 

  至平成 28 年３月 26 日 

  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 22,000 

公正な評価単価（付与日）       ―       ― 

（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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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 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 74,029 8,579 82,609 － 82,609

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － －

計 74,029 8,579 82,609 － 82,609

営業費用 107,193 8,488 115,682 36,404 152,086

営業利益又は営業損失（△） △33,164 91 △33,072 △36,404 △69,477

 

前連結会計年度（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） 

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

 （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 

 
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１四半期 

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 

36,404 63,683 
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１四半期連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日）及び前連結会計年度（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１四半期連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 18 

年４月１日 至平成 19 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１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 31,450.66円 

１株当たり四半期純損失金額 1,500.46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 

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額 

2,517.29円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失である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株当たり四半期純損失金額又は１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１株当たり四半期純損失金額又は１

株当たり純利益金額 
  

四半期純損失（△）又は当期純利 

益（千円） 
△44,473 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） (－) (－) 

普通株式に係る四半期純損失（△）
又は当期純利益（千円） 

△44,473 91,536 

 期中平均株式数（株） 29,640 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株当たり四半期（当期）

純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

       ─        ─ 
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５．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19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  686,792  656,921 

２．受取手形  735  － 

３．売掛金  204,015  422,344 

４．仕掛品  17,739  9,806 

５．繰延税金資産  38,203  8,610 

６．未収入金  60,939  51,512 

７．その他 ※ 5,399  3,665 

流動資産合計  1,013,825 93.7  1,152,860 94.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（1）建物  － 2,401  

  減価償却累計額  － － 483 1,917 

（2）工具器具及び備品  28,212 27,120  

  減価償却累計額  7,084 21,127 4,893 22,227 

  有形固定資産合計  21,127 2.0  24,145 2.0

２．無形固定資産    

ソフトウェア  3,802  4,177 

  無形固定資産合計  3,802 0.3  4,177 0.3

３．投資その他の資産    

（1）関係会社株式  3,744  3,744 

（2）繰延税金資産  14,587  14,587 

（3）敷金保証金  25,162  15,224 

  投資その他の資産合計  43,494 4.0  33,556 2.8

固定資産合計  68,424 6.3  61,879 5.1

資産合計  1,082,249 100.0  1,214,740 100.0
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当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19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  34,492  13,380 

２．未払金  82,370  90,706 

３．未払法人税等  1,050  93,956 

４．加盟店預り金  29,083  26,971 

５．その他  4,185  13,332 

流動負債合計  151,181 14.0  238,347 19.6

負債合計  151,181 14.0
 

238,347 19.6

（純資産の部）  
  

Ⅰ 株主資本  
  

１．資本金  456,710 42.2
 

456,710 37.6

２．資本剰余金    

 資本準備金  401,710 401,710  

資本剰余金合計  401,710 37.1
 

401,710 33.1

３．利益剰余金  
 

 

（1）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  72,648 117,973  

利益剰余金合計  72,648 6.7
 

117,973 9.7

 株主資本合計  931,068 86.0
 

976,393 80.4

純資産合計  931,068 86.0
 

976,393 80.4

負債純資産合計  1,082,249 100.0
 

1,214,740 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成19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  82,609 100.0  797,986 100.0

Ⅱ売上原価  50,041 60.6  344,094 43.1

売上総利益  32,567 39.4  453,891 56.9

Ⅲ販売費及び一般管理費  103,034 124.7  217,432 27.3

営業利益又は営業損失
（△） 

 △70,466 △85.3  236,458 29.6

Ⅳ営業外収益  117 0.1  98 0.0

Ⅴ営業外費用 ※１ － －  34,215 4.2

経常利益又は経常損失
（△） 

 △70,348 △85.2  202,341 25.4

Ⅵ特別損失 ※２ 4,568 5.5  42,623 5.4

税引前四半期純損失（△）
又は税引前当期純利益 

 △74,917 △90.7  159,717 20.0

法人税、住民税及び事業
税 

※３ △29,593 90,997  

法人税等調整額  － △29,593 △35.8 △20,254 70,743 8.9

四半期純損失（△）又は当
期純利益 

 △45,324 △54.9  88,974 11.1

    

 



イー・キャッシュ㈱（3840）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

 23

（3）四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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19年３月31日残高（千円） 456,710 401,710 117,973 976,393 976,393

第１四半期会計期間中の変動額  

四半期純損失 △45,324 △45,324 △45,324

第１四半期会計期間中の変動額 
合計（千円） － － △45,324 △45,324 △45,324

平成19年６月30日残高（千円） 456,710 401,710 72,648 931,068 931,068

 

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

株主資本 

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

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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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１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19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 

（会計方針の変更） 

固定資産の減価償却方法の変更 

 当第１四半期会計期間から、法人税法

の改正（所得税法等の一部を改正する法

律平成19年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

(1）有形固定資産 

   同左 

 (2）無形固定資産 

     ― 

 

 

 

 

 

（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） 

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） 

  同左 

３．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。 
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項目 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

４．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１四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。 

５．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 

６．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。 

消費税等の会計処理 

      同左 

 

 
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１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19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 

当事業年度より、「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、財務諸表規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表規則により作成しております。 
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（4）注記事項等 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19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、流動資産の「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１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

※１          ― ※１ 営業外費用のうち主要なもの 

       支払利息            1,288千円 

 株式交付費           8,135 

 株式上場費用          23,830 

※２ 特別損失のうち主要なもの ※２ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損         4,568千円 関係会社株式評価損       6,773千円 

 ソフトウェア償却費       35,850 

※３ 当第１四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           2,400千円 有形固定資産           3,489千円 

無形固定資産              375 無形固定資産            51,928 
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（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（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 

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１四半期末残高相

当額 

 
取得価額相当
額（千円）  

減価償却累計
額相当額 
（千円）  

第１四半期末
残高相当額 
（千円） 

工具器具 
及び備品  8,020 1,050  6,970 

車 両  
運搬具  4,353  217  4,135 

合計 12,373 1,267 11,105 

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額等 

  未経過リース料第１四半期末残高相当額 

１年内             2,177千円 

１年超             9,075千円 

合計             11,252千円 

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           553千円 

減価償却費相当額          442千円 

支払利息相当額          188千円 

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 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 

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 

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 

           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１四半期会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日）及び前事業年度（自平成 18 年４

月１日 至平成 19 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１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（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 31,412.56円

１株当たり四半期純損失金額 1,529.18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

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額 

2,446.85円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失である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株当たり四半期純損失金額又は１株当たり当期純利益額及び潜在株式調整後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。 

項目 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１株当たり四半期純損失額又は１株

当たり当期純利益額 
  

 四半期純損失（△）又は当期純利益 

（千円） 
△45,324 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） (－) (－) 

普通株式に係る四半期純損失（△）
又は当期純利益（千円） 

△45,324 88,974 

 期中平均株式数（株） 29,640 25,075 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益額 

  

 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株当たり四半期（当期）純利

益額の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

       ―        ― 

 
 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
 




