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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 423 15.6 △169 － △168 － △215 －

19年３月期第３四半期 366 － 42 － 38 － 19 －

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３四半期 △7,254 63 － －

19年３月期第３四半期 803 43 － －

19年３月期 3,650 50 2,517 29

 (注)平成19年３月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第３四半期における対前年同四半期増減率は記載してお

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３四半期 914 761 83.3 25,683 44

19年３月期第３四半期 507 236 46.6 9,546 66

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３四半期 △18 △112 － 528

19年３月期第３四半期 △50 △49 140 185

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 －  －  －  －  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）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 638 80.0 △273 － △272 － △319 － △10,765 35
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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）最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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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12月31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３四半期 423 15.6 △169 － △168 － △214 －

19年３月期第３四半期 366 － 47 － 43 － 24 －

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３四半期 △7,247 94

19年３月期第３四半期 1,004 06

19年３月期 3,548 34

 (注)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いるため、平成19年３月期第３四半期における対前年同四半期増減率は記載して

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３四半期 914 761 83.3 25,693 80

19年３月期第３四半期 515 244 47.4 9,854 80

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）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 638 80.0 △271 － △270 － △317 － △10,709 99

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

連結及び個別業績予想については、平成19年11月８日に公表した予想を平成20年２月５日に修正しております。

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、上記予想に関しては、４頁「３．業績予想に関する定性情報」をご参照ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 当第３四半期の経営成績

    当第３四半期連結会計期間におけるRFID業界は、製造、物流、流通、販売、サービス等の分野を中心に市場形成が進

み、また、非接触ICカードについては、大手交通機関における自動改札サービスの拡充や大手小売店における電子マネー

導入など、生活シーンにおいても身近で便利なツールとして広く普及し、ますます注目を集めました。

　　このような状況の中、当社グループは中核事業であるRFID事業のうち、NFC（注）関連製品の製造・販売の立ち上げに

特に注力いたしました。

　　この結果、当第３四半期連結会計期間における連結業績は、売上高423,414 千円（前年同期比15.6％増）となりまし

たが、人員の増加及び関連する費用の発生により、営業損失169,243千円（前年同期は営業利益42,734千円）となりまし

た。

 

 　事業部門別の状況は次のとおりです。

 （RFID事業）

　NFC関連製品の製造・販売については、主にNFCモジュールの製造・販売に注力いたしました。

　また、システムインテグレーションサービスについては、アパレルメーカー向けの流通システム及びCRMシステム構築

等を提供いたしました。

　これらの結果、当事業の売上高は398,240千円（前年同期比16.6％増）、営業損失は62,091千円（前年同期は営業利益

88,147千円）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ます。当第３四半期連結会計期間の

売上高は25,173千円（前年同期比1.2％増）、営業損失2,121千円（前年同期は営業損失142千円）となりました。

(注) NFC（Near Field Communication）とは、ソニー株式会社とNXP Semiconductorsが開発した近距離無線通信規格で、

主な非接触ICカードの規格であるFeliCa（フェリカ）及びMIFARE（マイフェア）の通信規格を包含し、かつ独自の

データ通信方式を持つIC通信規格です。2003年12月に国際標準となりました。

※FeliCa（フェリカ）はソニー株式会社の登録商標です。

※MIFARE（マイフェア）はNXP Semiconductorsの登録商標です。

２．連結財政状態に関する定性的情報

 資産、負債、純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末における資産は前連結会計年度末比300,570千円減少し、914,301千円となりました。そ

の主な要因は、売上債権の回収による減少359,244千円等によるものであります。負債につきましては、前連結会計年度

末比85,434千円減少し、153,044千円となりました。その主な要因は、買掛金の増加30,912千円があったものの、未払法

人税等の減少92,906千円等によるものであります。純資産につきましては、前連結会計年度末比215,136千円減少し、

761,257千円となりました。その主な要因は、第３四半期純損失215,027千円の計上によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

  当社グループは、引き続き今期業績の主要を担うNFC関連製品の製造・販売に注力しておりますが、現時点における事

業の進捗状況と今後の見通しを総合的に勘案した結果、平成20年２月５日に通期業績予想を大幅に見直しました。

　具体的には、今期に出荷を見込んでいた国内コンシューマー向け製品に関し、ハードウェアの販売準備は整ったもの

の、付属するソフトウェアについて想定外の追加要件が発生いたしました。

　当社グループは、引き続き、ソフトウェアの追加開発等の対応を進めておりますが、現時点ではソフトウェアの開発

終了時期の確定及び今期中の販売が難しいため、売上計画から除外することにいたしました。

　同時に、国内コンシューマー向け製品分野に社内リソースを集中させたことにより、人員の配分に偏りが生じ、工業

製品（業務用機器）向けの案件を推進することができず、今期の売上計画から除外することにいたしました。

　よって、流動的な事業状況及び現時点における案件別の見通しを総合的に勘案し、NFC関連製品の売上計画を大幅に見

直すこととなりました。

　また、当社グループが計上しておりました繰延税金資産の回収可能性について、業績見通し及び財務の健全性の観点

から繰延税金資産の取崩しを予定し、取崩し額については財務の保守的な見地より全額を見込み、法人税等調整額に計

上いたします。

　以上により、平成20年２月５日に平成20年３月期の連結業績予想を、売上高638百万円、営業損失273百万円、経常損

失272百万円、当期純損失319百万円といたしました。

 （単位：百万円）

 今回修正予想 前回発表予想

 売上高 638 1,505

 営業利益 △273 240

 経常利益 △272 241

 当期純利益 △319 127
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31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
（％）

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   528,257   659,459  

２．受取手形及び売掛金   183,534   63,099   422,344  

３．たな卸資産   7,995   65,593   9,806  

４．繰延税金資産   2,943   －   8,610  

５．未収入金   56,656   132,082   51,830  

６．その他   5,140   20,383   4,073  

流動資産合計   441,765 87.0  809,416 88.5  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   28,891   2,401   

　減価償却累計額  372 2,029  1,825 27,066  483 1,917  

(2）工具器具及び備品  7,386   30,883   27,120   

　減価償却累計額  3,425 3,961  12,034 18,848  4,893 22,227  

有形固定資産合計   5,990 1.2  45,914 5.0  24,145 2.0

２．無形固定資産           

　ソフトウェア   44,386   12,948   4,177  

無形固定資産合計   44,386 8.7  12,948 1.4  4,177 0.3

３．投資その他の資産           

(1）敷金保証金   15,841   46,021   15,836  

(2）繰延税金資産   －   －   14,587  

　投資その他の資産合計   15,841 3.1  46,021 5.1  30,424 2.5

固定資産合計   66,218 13.0  104,884 11.5  58,747 4.8

資産合計   507,984 100.0  914,301 100.0  1,214,871 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   11,798   44,293   13,380  

２．短期借入金   140,000   －   －  

３．未払金   72,624   78,262   90,771  

４．未払法人税等   17,960   1,050   93,956  

５．加盟店預り金   25,725   23,743   26,971  

６．その他   3,117   5,694   13,398  

流動負債合計   271,227 53.4  153,044 16.7  238,478 19.6

負債合計   271,227 53.4  153,044 16.7  238,478 19.6

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   122,750 24.2  456,710 50.0  456,710 37.6

２．資本剰余金   67,750 13.3  401,710 43.9  401,710 33.1

３．利益剰余金   45,886 9.0  △97,529 △10.7  117,497 9.7

株主資本合計   236,386 46.5  760,890 83.2  975,917 80.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．為替換算調整勘定   370 0.1  366 0.1  475 0.0

評価・換算差額等合計   370 0.1  366 0.1  475 0.0

　純資産合計   236,757 46.6  761,257 83.3  976,393 80.4

　負債純資産合計   507,984 100.0  914,301 100.0  1,214,871 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   366,339 100.0  423,414 100.0  797,986 100.0

Ⅱ　売上原価   170,694 46.6  283,899 67.1  344,094 43.1

売上総利益   195,644 53.4  139,514 32.9  453,891 56.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  152,909 41.7  308,757 72.9  222,273 27.9

営業利益又は営業損失
（△）

  42,734 11.7  △169,243 △40.0  231,618 29.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  59   714   146   

２．その他  11 70 0.0 0 715 0.2 11 158 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  691   －   1,288   

２．株式交付費用  －   －   8,135   

３．株式上場費用  3,860   －   23,830   

４．為替差損  223 4,775 1.3 11 11 0.0 392 33,647 4.2

　経常利益又は経常　　
損失（△）

  38,030 10.4  △168,539 △39.8  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  －   －   35,850   

３．本店移転費用  － －  15,307 19,876 4.7 － 35,850 4.5

税金等調整前四半期純
損失（△）又は税金等
調整前四半期（当期）
純利益

  38,030 10.4  △188,415 △44.5  162,279 20.3

法人税、住民税及び事
業税

※3 18,105   26,611   90,997   

法人税等調整額  － 18,105 5.0 － 26,611 6.3 △20,254 70,743 8.8

四半期純損失（△）又
は四半期（当期）純利
益

  19,925 5.4  △215,027 △50.8  91,536 11.5
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第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   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
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

第３四半期連結会計期間中の変動額

四半期純利益   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

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

第３四半期連結会計期間中の変動額

四半期純損失   △215,027 △215,027

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）

－ － △215,027 △215,027

平成19年12月31日　残高（千円） 456,710 401,710 △97,529 760,890

 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19年３月31日　残高（千円） 475 475 976,393

第３四半期連結会計期間中の変動額

四半期純利益   △215,027

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）

△108 △108 △108

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△108 △108 △215,136

平成19年12月31日　残高（千円） 366 366 761,257
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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） 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
は税金等調整前四
半期（当期）純利
益

 38,030 △188,415 162,279

減価償却費  13,629 10,598 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  △59 △714 △146

支払利息  691 － 1,288

売上債権の増減額
（△増加額）

 △37,802 359,244 △276,612

たな卸資産の増減
額（△増加額）

 △6,866 △55,786 △8,678

仕入債務の増減額
（△減少額）

 2,373 30,912 3,956

未収入金の増減額
（△増加額）

 △18,982 △55,120 △14,174

未払金の増減額
（△減少額）

 22,930 △999 26,393

加盟店預り金の増
減額（△減少額）

 △17,388 △3,227 △16,142

 その他  △9,412 △22,990 5,374

小計  △12,857 78,069 △52,910

利息の受取額  59 714 146

利息の支払額  △691 － △1,288

法人税等の支払額  △37,497 △97,369 △37,844

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △50,987 △18,585 △91,896
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前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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） 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 △49,986 △6,380

無形固定資産の取
得による支出

 △47,954 △7,212 △47,954

敷金保証金の支払
による支出 

 － △55,367 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △49,281 △112,566 △54,335

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 － 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

 140,000 － 659,785

Ⅳ　現金及び現金同等物
に係る換算差額

 502 △49 644

Ⅴ　現金及び現金同等物
の増加額（△減少
額）

 40,233 △131,202 514,197

Ⅵ　現金及び現金同等物
の期首残高

 145,262 659,459 145,262

Ⅶ　現金及び現金同等物
の第３四半期末（期
末）残高

※ 185,495 528,257 659,459
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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
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

 

 

 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

 

 

 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。 

 同左

 

 

　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。

 (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

(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

 同左

(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

 同左

 （会計方針の変更）

 　当社は、法人税法の改正に伴い、

当第３四半期連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更し

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。

 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

 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
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

 同左

 

(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。

  (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

 (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　　　　　　　―

 

 

 (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　　　　　　　― 

 

 

 (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

 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

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

 

 

 

  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

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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。

 ―

 

 

 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

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

―  ―  ―

（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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。

 ※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 24,560千円 

 給与 　46,943 

 支払手数料 14,589 

 役員報酬 45,116千円 

 給与 78,446 

支払手数料 39,171 

 役員報酬 32,822千円 

 給与 60,280 

 支払手数料 23,517 

 ※２　　　　　　　　―  ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

 ※２　　　　　　　　―

 建物附属設備 4,568千円 

 ※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　　　　　　　同左   ※３　　　　　　　　―
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第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。

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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 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株の株式分割をしたことによる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。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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）  （平成19年12月31日現在）  （平成19年３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

 現金及び預金 528,257千円 

 現金及び現金同等物  528,257千円

 現金及び預金 659,459千円 

 現金及び現金同等物 659,459千円 

（リース取引関係）

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

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、減損損失累計相当額及び

第３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計相当額及び

第３四半期末残高相当額

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)

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

 

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 

12,777 638 12,138

車両運搬具 4,353 652 3,700

合計 17,130 1,291 15,838

 

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．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 849千円

１年超 3,103千円

合計 3,953千円

１年内 3,079千円

１年超 12,999千円

合計 16,079千円

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

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

支払リース料 2,320千円

減価償却費相当額 1,917千円

支払利息相当額 687千円

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

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

５．利息相当額の算定方法

 同左

（減損損失について） （減損損失について） （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。

同左 同左

（有価証券関係）

前第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）、当第３四半期連結会計期間（自 平成

19年４月１日　至 平成19年12月31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。
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（デリバティブ取引関係）

前第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）、当第３四半期連結会計期間（自 平成

19年４月１日　至 平成19年12月31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）

前第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）

 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、当社従業員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

 付与日における公正な評価単価（円） ― ―

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

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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、当社従業員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

 付与日における公正な評価単価（円） ― ―

 （注）付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算しております。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第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

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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 398,240 25,173 423,414 － 423,414

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 398,240 25,173 423,414 － 423,414

営業費用 460,332 27,295 487,627 105,030 592,657

営業損失 △62,091 △2,121 △64,212 △105,030 △169,243

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
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　（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

 ・RFID技術を応用した新規事業の企画立案

 ・ハードウェアの企画及び開発の受託

 ・ソフトウェアの企画及び開発の受託

・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

 

前第３四半期

連結会計期間

（千円）

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

45,270 105,030 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。

【所在地別セグメント情報】

　前第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）、当第３四半期連結会計期間

（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31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】

　前第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）、当第３四半期連結会計期間

（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31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）

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 9,546.66円

１株当たり四半期純利

益金額
803.43円

１株当たり純資産額 25,683.44円

１株当たり四半期純損

失金額
7,254.63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、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前連結会計期間

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、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、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。 

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

－ 20 －



　（注）　１株当たり四半期純損失金額又は１株当たり四半期（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。

 
前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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株当たり四半期（当期）純利

益金額

   

四半期純損失（△）又は四半期

（当期）純利益（千円）
19,925 △215,027 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

（△）又は四半期（当期）純利

益（千円）

19,925 △215,027 91,536

期中平均株式数（株） 24,800 29,640 25,075

    

潜在株式調整後１株当たり純利益金

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４種類（新株

予約権の数1,130個）

 

 

 －

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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
（％）

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   526,374   656,921  

２．受取手形   8,316   －   －  

３．売掛金   175,218   63,099   422,344  

４．仕掛品   7,995   65,593   9,806  

５．繰延税金資産   2,943   －   8,610  

６．未収入金   56,198   131,383   51,512  

７．その他 ※  4,593   19,704   3,665  

流動資産合計   439,348 85.2  806,155 88.2  1,152,860 94.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  2,401   28,891   2,401   

減価償却累計額  372 2,029  1,825 27,066  483 1,917  

(2）工具器具及び備品  7,386   30,883   27,120   

減価償却累計額  3,425 3,961  12,034 18,848  4,893 22,227  

有形固定資産合計   5,990 1.2  45,914 5.0  24,145 2.0

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   44,386   12,948   4,177  

無形固定資産合計   44,386 8.6  12,948 1.4  4,177 0.3

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式   10,518   3,744   3,744  

(2）繰延税金資産   －   －   14,587  

(3）敷金保証金   15,224   45,429   15,224  

投資その他の資産合計   25,743 5.0  49,173 5.4  33,556 2.8

固定資産合計   76,120 14.8  108,036 11.8  61,879 5.1

資産合計   515,468 100  914,192 100.0  1,214,740 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   11,798   44,293   13,380  

２．短期借入金   140,000   －   －  

３．未払金   72,533   77,905   90,706  

４．未払法人税等   17,960   1,050   93,956  

５．加盟店預り金   25,725   23,743   26,971  

６．その他 ※  3,051   5,634   13,332  

流動負債合計   271,069 52.6  152,627 16.7  238,347 19.6

負債合計   271,069 52.6  152,627 16.7  238,347 19.6

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   122,750 23.8  456,710 50.0  456,710 37.6

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  67,750   401,710   401,710   

資本剰余金合計   67,750 13.1  401,710 43.9  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  53,899   △96,855   117,973   

利益剰余金合計   53,899 10.5  △96,855 △10.6  117,973 9.7

株主資本合計   244,399 47.4  761,564 83.3  976,393 80.4

純資産合計   244,399 47.4  761,564 83.3  976,393 80.4

負債純資産合計   515,468 100.0  914,192 100.0  1,214,740 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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１日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   366,339 100.0  423,414 100.0  797,986 100.0

Ⅱ　売上原価   170,694 46.6  283,899 67.1  344,094 43.1

売上総利益   195,644 53.4  139,514 32.9  453,891 56.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   147,669 40.3  308,897 72.9  217,432 27.3

営業利益又は営業損失
（△）

  47,974 13.1  △169,383 △40.0  236,458 29.6

Ⅳ　営業外収益   22 0.0  1,041 0.2  98 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※1  4,990 1.4  － －  34,215 4.2

経常利益又は経常損失
（△）

  43,006 11.7  △168,341 △39.8  202,341 25.4

Ⅵ　特別損失 ※2  －   19,876 4.7  42,623 5.4

税引前四半期純損失
（△）又は税引前四半
期（当期）純利益

  43,006 11.7  △188,217 △44.5  159,717 20.0

法人税、住民税及び事
業税

※3 18,105   26,611   90,997   

法人税等調整額  － 18,105 4.9 － 26,611 6.2 △20,254 70,743 8.9

四半期純損失（△）
又は四半期（当期）
純利益

  24,900 6.8  △214,828 △50.7  88,974 11.1
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

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

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

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

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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19年３月31日　残高（千円） 456,710 401,710 117,973 976,393 976,393

第３四半期会計期間中の変動額

四半期純損失（千円）   △214,828 △214,828 △214,828

第３四半期会計期間中の変動額合計（千
円）

－ － △214,828 △214,828 △214,828

平成19年12月31日　残高（千円） 456,710 401,710 △96,855 761,564 761,564

前事業年度の株主資本等変動計算書（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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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
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

 

(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）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

 

 

(1）有形固定資産

 同左

 

 

  

 

 

 

 

（会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、

当第３四半期会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更してお

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）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。

(2）無形固定資産

（市場販売目的のソフトウェア）

 ―

 

(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。

（自社利用目的のソフトウェア）

 同左

 

 

（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。 

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

 同左

 

 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

 

 

  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

 

 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

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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貸借対

照表の純資産の部については、四半期財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

 ―

 

 

 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。

(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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、流動負債

の「その他」に含めて表示しております。

 

※　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。

 

※　消費税等の取扱い

 ―

 

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 　　　　　　　691千円

為替差損 　   　　   　439 

 株式上場費用 　　  　3,860 

 ※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　　　　　　　―

 

 

 ※２　特別損失のうち主要なもの

 固定資産除却損　 　　 4,568千円

 本社移転費用         15,307

 ※２　特別損失のうち主要なもの

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　　　　　　　同左

 

 

 ※３　　　　　　　―

 

 

 　４　減価償却実施額

 有形固定資産 　　　　　1,909千円 

 無形固定資産　　　　　11,720

 　４　減価償却実施額

 有形固定資産 　　　　　9,176千円

 無形固定資産　　　　　 1,422

 　４　減価償却実施額

 有形固定資産　　　　　 3,489千円 

 無形固定資産  　　　　51,928 

（四半期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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

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、減損損失累計相当額及び

第３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計相当額及び

第３四半期末残高相当額

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)

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

 

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 

12,777 638 12,138

車両運搬具 4,353 652 3,700

合計 17,130 1,291 15,838

 

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．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 849千円

１年超 3,103千円

合計 3,953千円

１年内 3,079千円

１年超 12,999千円

合計 16,079千円

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

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

支払リース料 2,320千円

減価償却費相当額 1,917千円

支払利息相当額 687千円

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

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

５．利息相当額の算定方法

 同左

（減損損失について） （減損損失について） （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。

同左 同左

（有価証券関係）

　前第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）、当第３四半期会計期間（自 平成19年４

月１日　至　平成19年12月31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）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度年度
（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 9,854.80円

１株当たり四半期純利

益金額
1,004.06円

１株当たり純資産額 25,693.80円

１株当たり四半期純損

失金額
7,247.94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、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。

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、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。 
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　（注）　１株当たり四半期純損失金額又は１株当たり四半期（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。

 
前第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)

当第３四半期会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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金額（△）

又は１株当たり四半期（当期）純

利益金額

   

四半期純損失（△）又は四半期

（当期）純利益（千円）
24,900 △214,828 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

（△）又は四半期（当期）純利

益（千円）

24,900 △214,828 88,974

期中平均株式数（株） 24,800 29,640 25,075

    

潜在株式調整後１株当たり純利益金

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４種類（新株

予約権の数1,130個）

 

 

 ―

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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