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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 671 △15.8 △251 － △250 － △307 －

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

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 ％ ％ ％

20年３月期 △10,343 87 －  △37.3 △24.1 △37.5

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

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19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

20年３月期 862 674 78.2 21,854 34

19年３月期 1,214 976 80.4 32,941 74

（参考）自己資本 20年３月期 674百万円 19年３月期 976百万円

 

(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

20年３月期 △176 △92 6 395

19年３月期 △91 △54 659 659

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 ％ ％

19年３月期 － － － － － － － － 0 00 － 0.0 －

20年３月期 － － － － － － － － 0 00 － 0.0 －

21年３月期（予想） － － － － － － － － 0 00 － 0.0 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累
計期間

302 △5.0 △111 － △111 － △111 － △3,611 22

通期 1,405 109.2 41 － 41 － 41 － 1,333 91

－ 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、19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」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） 20年３月期 30,850株 19年３月期 29,640株

②　期末自己株式数 20年３月期 －株 19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、33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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 671 △15.8 △251 － △250 － △307 －

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

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

20年３月期 △10,330 42 － －

19年３月期 3,548 34 2,446 85

 

(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 862 675 78.2 21,883 22

19年３月期 1,214 976 80.4 32,941 74

（参考）自己資本 20年３月期 675百万円 19年３月期 976百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計
期間

302 △5.0 △111 － △111 － △111 － △3,618 22

通期 1,405 109.2 41 － 41 － 40 － 1,322 63

※　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。
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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、特にNFC（注）関連製品の製造・販売の立ち

上げに注力し、従来からの受託開発型（売り切り型）事業に加え、NFC関連製品を協力関係にある企業（パートナー企

業）と共に販売し、その売上の一部をシェアするレベニューシェア型（積み上げ型）事業の立ち上げに注力いたしま

した。

　しかしながら、量産化プロセスにおける製造ライン構築の遅れやソフトウェアに関する追加要件の発生と、それら

一連の対応による社内リソースの偏りが他の案件へも影響を及ぼしたため、結果として当連結会計期間にNFC関連製品

を出荷することができず、レベニューシェア売上が未計上となりました。

　当連結会計期間の期初における業績計画は、パートナー企業と共有する案件情報を基に作成し、売上構成の7割以上

をNFC関連製品のレベニューシェア売上及び営業協力・製造準備売上が占める計画であったことから、期初計画を大幅

に下回る結果となり、売上高は671,973千円（前期比15.8％減）となりました。

　また、株式上場に関する管理費や人件費及び人材募集費並びにオフィス拡張に伴う費用など、販売費及び一般管理

費が前連結会計期間に比べ増加したことで、営業損失251,847千円（前期は営業利益231,618千円）、経常損失250,724

千円（前期は経常利益198,129千円）となりました。

　なお、財務の健全性の観点より繰延税金資産を全額取崩したため、当期純損失307,916千円（前期は当期純利益91,536

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）

　当社グループは、RFID技術に関連したハードウェア、ソフトウェアの企画及び開発を主要サービスとして提供して

おりますが、特に当連結会計期間においては、従来からの受託開発型事業に加え、NFC関連製品を協力関係にあるパー

トナー企業と共に販売し、その売上の一部をシェアするレベニューシェア型事業の立ち上げに注力いたしました。

　しかしながら、NFC関連製品の量産化プロセスにおいて製造ラインの構築に遅れが生じ、また、付属するソフトウェ

アにおいては最終顧客である国内コンシューマー向け製品メーカーより、追加要件として日本国内に普及している既

存の非接触ICインフラとの互換機能を求められ、関係企業と追加開発やライセンスに関する交渉を行うこととなりま

した。また、これらの対応に社内リソースを集中させたことで人員配分に偏りが生じ、工業製品（業務用機器）向け

の案件を推進することができませんでした。

　当連結会計期間の期初における業績計画は、NFC関連製品のレベニューシェア売上及び営業協力・製造準備売上が

売上構成の大部分を占める計画でしたが、これらを計上することができず、売上高は639,272千円（前期比16.4％減）、

営業損失は111,114千円（前期は営業利益295,246千円）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ます。

当連結会計期間の売上高は32,701千円（前期比1.8％減）とほぼ横ばいでしたが、前述のとおり全体の販売費及び

一般管理費が増加したことで、営業損失2,072千円（前期は営業利益55千円）となりました。

 

 (注) NFC（Near Field Communication）とは、ソニー株式会社とNXP Semiconductors（旧Philips 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。
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 (2)　次期の見通し

 当社グループは引き続きRFID事業の安定的な成長に向けて注力いたしますが、当初計画していたNFC関連製品をパー

トナー企業を通して各電子機器メーカーへ販売し、その売上の一部をシェアするレベニューシェア型事業については、

計画を縮小することとなりました。

それは、NFC関連製品の付属ソフトウェアに関する追加要件に関し、関係企業とのライセンス交渉や追加開発が継続

中であり、製品の出荷時期を現時点で特定することができないこと、さらに、国内コンシューマー向け製品に供給す

るNFC関連製品の販売価格が想定以上に下落しているため、当初予定していたレベニューシェアを獲得することが事実

上困難な状態になったことが主な要因となります。

さらに、大手半導体メーカーの携帯電話向けNFCチップ事業参入という業界の大きな動向を鑑み、世界市場を対象に

していた携帯電話向けの案件については、大手半導体メーカーが手掛けるNFCチップに当社グループがNFCモジュール

で対抗することは現実的ではないと判断いたしました。

このような事業環境の変化を踏まえ、平成21年３月期は、NFC関連製品の販売は工業製品（業務用機器）向けの案件

を一部継続するものの、注力する事業分野については、NFCを中核とするRFID分野のソリューションビジネスにシフト

いたします。

NFCは主な非接触IC技術を包含し、ICカード／ICタグへの利用はもちろん、携帯電話やパソコンなど電子機器へ搭載

することで画像やスケジュールなどのデータを端末間で送受信できる機能を持っており、世界各国でNFCを活用した実

証実験が行われている状況です。当社グループは、NFCが今後幅広い分野で応用サービスが発展する将来有望な規格で

あり、NFCを含むRFID分野のソリューション事業は引き続き市場が拡大傾向にあるものと認識しております。

従って、当社グループはハードウェア（NFC関連製品）を中核とするビジネス構築については課題がありますが、ミ

ドルウェア開発やシステム構築については、これまでの実績に基づいたノウハウを活かせるものと考えております。

よって、当社グループは、ソフトウェアやミドルウェア開発によって、ライセンス販売等の将来的な積み上げ型ビ

ジネスへの展開を図るとともに、システムインテグレーションやコンサルティングなど周辺サービスを組み合わせ、

「RFIDトータル・ソリューション・プロバイダ」として付加価値の高いRFIDソリューションビジネスを提供してまい

ります。

同時に、新規パートナー企業を開拓し、既存特定パートナー企業への依存リスクを低減させ、業績の回復を図りま

す。

以上により、平成21年３月期の連結業績は、売上高1,405百万円（前期比109.2％増）、営業利益41百万円（前期は

営業損失251百万円）、経常利益41百万円（前期は経常損失250百万円）、当期純利益41百万円（前期は当期純損失307

百万円）を見込んでおります。

 

(3)　財政状態に関する分析

 ①資産・負債・純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末比352,663千円減少し、862,208千円となりました。その主な要因は、

現金及び預金の減少263,544千円、売上債権の回収による減少191,904千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50,476千円減少し、188,001千円となりました。その主な要因は、未払法人税等92,897千円の減

少によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比302,186千円減少し、674,206千円となりました。そ

の主な要因は、当期純損失307,916千円の計上によるものです。

 

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、前連結会計年度末に比べ263,544千円減少（前期比40.0％減）

し、395,915千円となりました。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176,256千円（前期比91.8％増）の支出となりました。こ

れは売掛金の回収による売上債権の減少額191,904千円等の増加要因があったものの、税金等調整前当期純損失

281,159千円の計上による減少要因によるものです。

 

（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92,999千円（前期比71.2％増）の支出となりました。こ

れは主に有形固定資産の取得による支出51,266千円及び敷金保証金の支払による支出55,367千円によるものです。
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（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6,067千円（前期比99.1％減）の収入となりました。これ

は株式の発行による収入6,067千円によるものです。

　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 平成20年３月期

自己資本比率（％） 58.9 80.4 78.2

時価ベースの株主資本比率

（％）
－ 1,573.6 158.3

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．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　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、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一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、当期純損失を計上しているため誠に遺憾ながら無配とさせていただ

きますが、今後、安定的な利益の積み上げを実現し、財務基盤が充実してまいりましたら、配当による利益配分を行

いたいと考えております。

 

(5)　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。

 

①NFC規格の普及について

　当社グループは、中核事業とするRFID事業のうち特にNFC（注）分野に強みを持っております。

　NFCは、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国際標準の近距離無線通信規格であり、今後、パソコンや携帯電話をはじめ様々な電子

機器への搭載と応用サービスによって市場の拡大が期待される将来有望な技術分野であると当社グループは認識して

おります。

　しかしながら、電子機器メーカーや半導体メーカーの方針変更や技術上の問題など、何らかの要因によりNFC規格対

応製品及び応用サービスの普及が見込めない、あるいは普及が大幅に遅れた場合、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

(注) NFC（Near Field Communication）とは、ソニー株式会社とNXP Semiconductors（旧Philips 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。
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②技術革新への対応について

　RFIDは技術の進歩が継続しており、当社グループの事業領域においても技術標準の大きな変化や急速な技術革新が

起こる可能性があります。これらの技術革新への対応が遅れた場合、当社グループが提供する製品・サービスの陳腐

化による競争力低下や、あるいは技術革新に対応するための研究開発費用が発生し、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 

③価格競争について

　近年、企業のIT投資に対するコスト意識は高く、さらに、価格競争力で優位に立つ中国・インド等の国内市場への

参入により、情報サービス産業における価格競争は厳しい状況となっております。当社グループは、NFCを含むRFID分

野で培ったノウハウを活用し、単なる価格競争にならないよう、企画提案型による付加価値の高いサービスを提供す

ることに努めておりますが、当社グループの予想を超える市場環境の変化や価格下落圧力を受けた場合、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④案件規模と売上計上基準について

　当社グループが手掛けるRFID事業は、全体の売上高に対して一つの案件規模が大きいという特徴があります。また、

売上計上基準については顧客企業の検収時期を採用しております。

　従って、何らかの事情により案件の失注、開発の遅れ、あるいは顧客による検収作業の遅れが生じた場合には、売

上が計上できない又は計上時期のずれが発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

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、当初の見積りと実際に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、低採算あるいは採算割れのプロジェクトが発生することとなり、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦特定パートナー企業への依存度が高いことについて

　当連結会計期間においては、全売上高の92.4％にあたる620,974千円が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、特定パートナー企業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取引関係の継続に努めておりますが、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、当該会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、ハードウェア、ソフトウェアの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、

製品製造や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、当連結会計期間のRFID

事業の外注加工費は総製造費用の83.2%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。

 

イー・キャッシュ㈱（3840）平成 20 年３月期　決算短信

－ 6 －



⑨特定人物への依存について

　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、何らかの事情により、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。

 

⑩小規模組織と人材流出について

　当社グループは、販売パートナーや製造パートナー等と協力してビジネスを展開するパートナー戦略を採用してい

るため、現時点で人的組織の大幅な拡大は予定しておりません。

　ただし、平成20年3月31日現在において従業員数23名の小規模組織であることから、必要な人材の流出が発生した場

合は事業の推進に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑪情報セキュリティについて

　当社グループは、システムインテグレーション事業を遂行するうえで、顧客企業の重要な情報に接する機会があり

ます。また、決済代行事業においては、お客様の個人情報を取り扱います。従って、当社グループ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ております。

　しかしながら、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。

 

⑫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、パートナー企業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当該企業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。

 

⑬新株予約権（ストック・オプション）について

　当社グループでは、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20年3月31日現在、潜在株

式総数は10,090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24.6％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。
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２．企業集団の状況
(1)関係会社の状況

　平成20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。

　当社グループは、RFID技術を応用した新規事業の企画立案及び実行を主要サービスとして提供しております。また、

それに関連したハードウェア、ソフトウェアの企画、開発、製造から、導入にかかるシステムインテグレーションなど

一連の業務を「ビジネスデザインサービス」として顧客のニーズに応じて提供しております。

なお、当社グループでは、ハードウェア、ソフトウェアの開発業務のうち、仕様設計、品質管理などの工程は自社内に

て行い、製品製造や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。

 

 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。

 

区分 事業内容

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
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 ＜事業系統図＞

 以上述べた事項を事業系統図で示すと以下のとおりです。

 

 ①RFID事業

 

外
注
先 

システム開発の提供 

当 

社 

顧 

客 
代金の受取 

ハードウェアの企画及び開発受託 

代金の受取 

ソフトウェアの企画及び開発受託 

代金の受取 

事業コンサルティング提供 

代金の支払 

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 

代金の受取 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
リ
サ
ー
チ 

の
提
供 代

金
の
支
払 

Globa l Business Design  (UK) Ltd. 

（英国・連結子会社） 

 

製品の製造 

代金の支払 
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②決済代行事業

 

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 
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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、「世界中の人々の生活・文化の質が向上する、真のサービスを創出し、豊かな未来作りに“具体

的に”貢献する」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いる経営指標は売上高営業利益率及び営業利益額の成長率です。技術分野に生きる企

業として、常に付加価値の高い製品・サービスが提供できるよう営業利益率の向上に努めると共に、営業利益額の成

長率を高めるべく事業規模を拡大していくことで、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技術を応用した事業立案や技術戦略に関するコンサルティングをはじめ、事業を実現するハー

ドウェア、ソフトウェアの開発及び導入にかかるシステムインテグレーションなど一連の業務を「ビジネスデザイン

サービス」として顧客のニーズに応じて提供しております。

　また、RFIDの事業領域はインフラ性の高い分野であることから、当社グループは、単独で市場と対峙するのではな

く、パートナー戦略を選択しております。

　さらに、従来は特定企業からの受託開発が主なビジネス形態でしたが、今後は、ミドルウェアやソフトウェアを開

発し、当社グループの商品として販売していくなど、積み上げ型のビジネスを構築することで、継続的な成長を実現

させ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、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や研究開発活

動、製品・サービス提供先の開拓、高度な技術を持つ海外企業との提携、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対処すべき課題として捉えております。

 

・パートナー企業との関係強化及び新規パートナー開拓

　当社グループは、大手パートナー企業と共にRFID事業を進めているため、これらの企業と協力関係を強化すること

は今後の課題の一つとして認識しております。その一方で、特定パートナー企業への依存度を低減させることは、リ

スク分散と事業拡大の点からさらに重要な経営課題であると認識しているため、今後は新たなパートナー開拓に努め

てまいります。

 

・積み上げ型収益モデルの構築

　当社グループは、業績の安定成長を実現するため、従来からの受託開発（売り切り型）に加え、積み上げ型の収益

モデルの構築を重要な経営課題の一つとして認識しております。今後は、ミドルウェアやソフトウェアのライセンス

販売等、積み上げ型の収益モデル構築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いくために、研究開発体制を強化し、知的財産権の取得や、

RFID及びその応用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。

 

 ・予算の精度向上

　当社グループは、パートナー企業と共有する将来の見込み案件に基づき予算を策定しておりますが、受注件数や売

上金額及び開発期間などの実績を参考とするほか、営業活動の進捗管理やプロジェクトマネジメントを強化すること

で、予算の精度向上を図ってまいります。

 

 ・ 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。
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・ コーポレートガバナンスの強化

　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19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20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   659,459   395,915   

２．売掛金   422,344   230,440   

３．たな卸資産   9,806   18,402   

４．繰延税金資産   8,610   －   

５．未収入金   51,830   116,308   

６．その他   4,073   9,902   

流動資産合計   1,156,124 95.2  770,968 89.4 △385,156

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物及び構築物  2,401   28,891    

減価償却累計額  483 1,917  3,651 25,240   

(2)工具器具及び備品  27,120   14,447    

減価償却累計額  4,893 22,227  7,905 6,541   

有形固定資産合計   24,145 2.0  31,781 3.7 7,636

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   4,177   12,131   

無形固定資産合計   4,177 0.3  12,131 1.4 7,953

３．投資その他の資産         

(1)敷金保証金   15,836   45,876   

(2)繰延税金資産   14,587   －   

 (3)その他   －   1,449   

投資その他の資産合
計

  30,424 2.5  47,326 5.5 16,902

固定資産合計   58,747 4.8  91,239 10.6 32,492

資産合計   1,214,871 100.0  862,208 100.0 △352,663
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20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   13,380   87,174   

２．未払金   90,771   70,416   

３．未払法人税等   93,956   1,059   

４．未払消費税等   8,428   －   

５．加盟店預り金   26,971   24,492   

６．その他   4,969   4,858   

流動負債合計   238,478 19.6  188,001 21.8 △50,476

負債合計   238,478 19.6  188,001 21.8 △50,476

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   456,710 37.6  459,820 53.3 3,110

２．資本剰余金   401,710 33.1  404,820 47.0 3,110

３．利益剰余金   117,497 9.7  △190,418 △22.1 △307,916

株主資本合計   975,917 80.4  674,221 78.2 △301,696

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．為替換算調整勘定   475 0.0  △15 0.0 △490

評価・換算差額等合計   475 0.0  △15 0.0 △490

純資産合計   976,393 80.4  674,206 78.2 △302,186

負債純資産合計   1,214,871 100.0  862,208 100.0 △352,663
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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   797,986 100.0  671,973 100.0 △126,012

Ⅱ　売上原価   344,094 43.1  497,180 74.0 153,085

売上総利益   453,891 56.9  174,793 26.0 △279,098

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  222,273 27.9  426,640 63.5 204,367

営業利益又は営業損
失（△）

  231,618 29.0  △251,847 △37.5 △483,466

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  146   1,361    

２．その他  11 158 0.0 43 1,405 0.2 1,246

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,288   －    

２．株式交付費  8,135   152    

３．株式上場費用  23,830   －    

４．為替差損  392 33,647 4.2 129 281 0.0 △33,365

経常利益又は経常損
失（△）

  198,129 24.8  △250,724 △37.3 △448,853

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ －   15,128    

２．ソフトウェア償却費  35,850   －    

３．本店移転費用  － 35,850 4.5 15,307 30,435 4.5 △5,414

税金等調整前当期純
利益又は税金等調整
前当期純損失（△）

  162,279 20.3  △281,159 △41.8 △443,439

法人税、住民税及び
事業税

 90,997   3,558    

法人税等調整額  △20,254 70,743 8.8 23,198 26,756 4.0 △43,986

当期純利益又は当期
純損失（△）

  91,536 11.5  △307,916 △45.8 △399,452
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(3）連結株主資本等変動計算書

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

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

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高（千円） 456,710 401,710 117,497 975,917

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 3,110 3,110  6,220

当期純損失   △307,916 △307,916

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） 3,110 3,110 △307,916 △301,696

平成20年３月31日　残高（千円） 459,820 404,820 △190,418 674,221

 
 

 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

連結会計年度中の変動額    

新株の発行   6,220

当期純損失   △307,916

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額） △490 △490 △490

連結会計年度中の変動額合計（千円） △490 △490 △302,186

平成20年３月31日　残高（千円） △15 △15 674,206
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
利益又は税金等調整
前当期純損失（△）

 162,279 △281,159  

減価償却費  19,567 16,021  

株式交付費  8,135 152  

固定資産除却損  － 15,128  

ソフトウェア償却費  35,850 －  

受取利息  △146 △1,361  

支払利息  1,288 －  

売上債権の増減額
（増加△）

 △276,612 191,904  

たな卸資産の増減額
（増加△）

 △8,678 △8,596  

仕入債務の増減額
（減少△）

 3,956 73,793  

未収入金の増減額
（増加△）

 △14,174 △64,543  

未払金の増減額（減
少△）

 26,393 △5,593  

未払消費税等の増減
額（減少△）

 145 △8,428  

加盟店預り金の増減
額（減少△）

 △16,142 △2,478  

その他  5,228 △4,941  

小計  △52,910 △80,103 △27,193

利息の受取額  146 1,361  

利息の支払額  △1,288 －  

法人税等の支払額  △37,844 △97,514  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △91,896 △176,256 △84,360
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

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

 △6,380 △51,226  

無形固定資産の取得
による支出

 △47,954 △10,193  

敷金保証金の支払に
よる支出

 － △55,367  

敷金保証金の返還に
よる収入

 － 25,237  

その他  － △1,449  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △54,335 △92,999 △38,663

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入れによる収
入

 140,000 －  

短期借入金の返済に
よる支出 

 △140,000 －  

株式の発行による収
入

 659,785 6,067  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 659,785 6,067 △653,717

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 644 △355 △999

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 514,197 △263,544 △777,741

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 145,262 659,459 514,197

Ⅶ　現金及び現金同等物の
期末残高

※ 659,459 395,915 △263,544
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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

 

 　　

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）

 　　 当社は、法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より、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

－

（自社利用目的のソフトウェア）

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

 株式交付費

 　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

同左

 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．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。 同左

７．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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

－

(7）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

 該当事項はありません。

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 32,822千円

給与 60,280

支払手数料  23,517

役員報酬       59,821千円

給与       107,787

支払手数料        57,331

※２　　　　　　　　　　　－ ※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 

 工具器具及び備品　　　　　　　　　 10,559
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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．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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 29,640 1,210 － 30,850

合計 29,640 1,210 － 30,850

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）当連結会計年度における1,210株増加の要因は、以下のとおりであります。

 １．平成20年２月22日付ストック・オプション行使による新株の発行による1,210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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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19年３月31日現在） （平成20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

現金及び預金  395,915千円

現金及び現金同等物  395,915千円
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

4,500 825 3,675

合計 4,500 825 3,675

 
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

12,777 1,277 11,499

車両運搬具 4,353 870 3,482

合計 17,130 2,148 14,982

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 858千円

１年超 2,885千円

合計 3,744千円

１年内    3,131千円

１年超     12,196千円

合計     15,328千円

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 1,916千円

減価償却費相当額 1,708千円

支払利息相当額 177千円

支払リース料      3,337千円

減価償却費相当額      2,774千円

支払利息相当額    952千円

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（平成19年３月31日）及び当連結会計年度（平成20年３月31日）

　前連結会計年度末及び当連結会計年度末において残高がないため、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18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

至　平成20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。

（退職給付関係）

　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）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

　至　平成20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。
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（ストック・オプション等関係）

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．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23日 平成18年４月28日

権利確定条件

（当社の取締役）

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。

（社外協力者）

当社の普通株式が上場されて

いること。

 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。

 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。

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
 自平成19年３月12日

至平成21年８月13日

自平成20年２月８日　

至平成28年２月６日

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
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。

権利行使期間
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・オプションの数及び単価

情報については、付与後に実施された株式分割を考慮した上で、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） －
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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23日 平成18年４月28日

権利確定条件

（当社の取締役）

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。

（社外協力者）

当社の普通株式が上場されて

いること。

 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。

 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。

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
 自平成19年３月12日

至平成21年８月13日

自平成20年２月８日　

至平成28年２月６日

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
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。

権利行使期間
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・オプションの数及び単価

情報については、付与後に実施された株式分割を考慮した上で、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  － 1,080 1,170

付与  － － －

失効   30 70

権利確定  － 1,050 1,100

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  9,000 － －

権利確定  － 1,050 1,100

権利行使  1,200 10 －

失効  － － －

未行使残  7,800 1,040 1,100

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  150

付与  －

失効  －

権利確定  150

未確定残  －

権利確定後　　　　　　 （株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  150

権利行使  －

失効  －

未行使残  150
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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） 62,200 62,200 －

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 7,567

税務上の繰越欠損金 1,377

減価償却費 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

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 372

税務上の繰越欠損金 121,148

減価償却費 8,104

固定資産除却損 4,296

その他 4,602

繰延税金資産小計 138,523

評価性引当額 △138,523

繰延税金資産合計 －

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 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

 　当連結会計期間については、税金等調整前当期純損失

が計上されているため、記載をしておりません。
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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

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）

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。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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 639,272 32,701 671,973 － 671,973

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 639,272 32,701 671,973 － 671,973

営業費用 750,387 34,773 785,160 138,660 923,821

営業損失 △111,114 △2,072 △113,186 △138,660 △251,847

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 395,247 55,433 450,681 411,526 862,208

減価償却費 14,259 289 14,549 1,471 16,021

資本的支出 42,645 2,769 45,415 1,325 46,740

　（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の金額は138,660千円であり、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411,526千円であり、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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ｂ．所在地別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　

至平成20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18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　

至平成20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。

 

（関連当事者との取引）

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）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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額        21,854.34円

１株当たり当期純損失額        10,343.87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、１株当たり当期純

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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失額（△）
  

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 91,536 △307,916

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
91,536 △307,916

期中平均株式数（株） 25,075 29,768

   

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４種類（新株予約権の数

1,009個）

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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   656,921   393,834   

２．売掛金   422,344   230,440   

３．仕掛品   9,806   18,402   

４．前払費用   3,665   9,329   

５．繰延税金資産   8,610   －   

６．未収入金   51,512   116,340   

７．その他   －   157   

流動資産合計   1,152,860 94.9  768,505 89.1 △384,355

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物  2,401   28,891    

減価償却累計額  483 1,917  3,651 25,240   

(2)工具器具及び備品  27,120   14,447    

減価償却累計額  4,893 22,227  7,905 6,541   

有形固定資産合計   24,145 2.0  31,781 3.7 7,636

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   4,177   12,131   

無形固定資産合計   4,177 0.3  12,131 1.4 7,953

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   －   

(3)敷金保証金   15,224   45,354   

(4)その他    －   1,449   

投資その他の資産合
計

  33,556 2.8  50,548 5.8 16,991

固定資産合計   61,879 5.1  94,461 10.9 32,581

資産合計   1,214,740 100.0  862,966 100.0 △351,773
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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   13,380   87,174   

２．未払金   90,706   70,336   

３．未払費用   2,377   2,599   

４．未払法人税等   93,956   1,059   

５．未払消費税等   8,428   －   

６．前受金   551   526   

７．加盟店預り金   26,971   24,492   

８．預り金   1,954   1,680   

９．その他流動負債   20   －   

流動負債合計   238,347 19.6  187,869 21.8 △50,478

負債合計   238,347 19.6  187,869 21.8 △50,478

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   456,710 37.6  459,820 53.3 3,110

２．資本剰余金         

資本準備金  401,710   404,820    

資本剰余金合計   401,710 33.1  404,820 46.9 3,110

３．利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  117,973   △189,542    

利益剰余金合計   117,973 9.7  △189,542 △22.0 △307,515

株主資本合計   976,393 80.4  675,097 78.2 △301,295

純資産合計   976,393 80.4  675,097 78.2 △301,295

負債純資産合計   1,214,740 100.0  862,966 100.0 △351,773
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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  764,691   639,272    

２．決済代行事業売上高  33,294 797,986 100.0 32,701 671,973 100.0 △126,012

Ⅱ　売上原価         

１．RFID事業原価  321,727   473,910    

２．決済代行事業原価  22,366 344,094 43.1 23,270 497,180 74.0 153,085

売上総利益   453,891 56.9  174,793 26.0 △279,098

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  217,432 27.3  426,636 63.5 209,203

営業利益又は営業損失
（△）

  236,458 29.6  △251,843 △37.5 △488,301

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  87   1,284    

２．為替差益  －   343    

３．その他  11 98 0.0 43 1,672 0.2 1,573

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,288   －    

２．株式交付費  8,135   152    

３．株式上場費用  23,830   －    

４．為替差損  961 34,215 4.2 － 152 0.0 △34,063

経常利益又は経常損失
（△）

  202,341 25.4  △250,323 △37.3 △452,665

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 －   15,128    

３．本店移転費用  －   15,307    

４．ソフトウェア償却費  35,850 42,623 5.4 － 30,435 4.5 △12,188

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
(△)

  159,717 20.0  △280,759 △41.8 △440,477

法人税、住民税及び事
業税

 90,997   3,558    

法人税等調整額  △20,254 70,743 8.9 23,198 26,756 4.0 △43,986

当期純利益又は当期純
損失（△）

  88,974 11.1  △307,515 △45.8 △396,490
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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　材料費  504 0.2 1,132 0.2 628

Ⅱ　労務費  45,851 13.7 46,502 9.5 650

Ⅲ　外注費  250,810 75.0 408,649 83.2 157,838

Ⅳ　経費 ※１ 37,141 11.1 35,063 7.1 △2,078

小計  334,308 100.0 491,347 100.0 157,039

期首仕掛品たな卸高  1,128  9,806  8,678

合計  335,436  501,154  165,717

期末仕掛品たな卸高  9,806  18,402  8,596

他勘定振替高 ※２ 3,901  8,841  4,939

RFID事業原価  321,727  473,910  152,182

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

地代家賃 5,315千円

減価償却費 13,669

通信費 10,338

地代家賃      9,124千円

減価償却費       3,301

通信費       4,075

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

営業費 3,901千円 営業費      8,841千円

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

 14,627 65.4 15,341 65.9 714

Ⅱ　労務費  3,243 14.5 4,006 17.2 762

Ⅲ　経費 ※１ 4,495 20.1 3,922 16.9 △573

決済代行事業原価  22,366 100.0 23,270 100.0 903

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

地代家賃 470千円

減価償却費 2,642

通信費 1,024

地代家賃    664千円

減価償却費      236

通信費      2,572
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(3）株主資本等変動計算書

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  
 

 

 　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

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高
（千円） 456,710 401,710 117,973 976,393 976,393

事業年度中の変動額      

新株の発行 3,110 3,110  6,220 6,220

当期純損失   △307,515 △307,515 △307,515

事業年度中の変動額合計
（千円） 3,110 3,110 △307,515 △301,295 △301,295

平成20年３月31日　残高
（千円） 459,820 404,820 △189,542 675,097 675,097
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(4）重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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

建物　　　　　　　　　　10～15年

　工具器具及び備品　　　　４～５年

 （会計方針の変更）　

　当社は、法人税法の改正に伴い、

当事業年度より、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。 

 （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

－

 （自社利用目的のソフトウェア）

同左

４．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。

 株式交付費

 　同左

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

－

(6）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

 該当事項はありません。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※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。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は２％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は98％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。

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 3,255

業務委託費  16,406

役員報酬      53,262千円

給与手当 107,787 

法定福利費       14,552

人事募集費       23,553

支払手数料       54,280

地代家賃      34,208

減価償却費  12,484

業務委託費  25,970

※２　　　　　　　　　　　　－ ※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 

工具器具及び備品　　　　　　　 　 10,559千円

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

4,500 825 3,675

合計 4,500 825 3,675

 
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

12,777 1,277 11,499

車両運搬具 4,353 870 3,482

合計 17,130 2,148 14,982

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 858千円

１年超 2,885千円

合計 3,744千円

１年内    3,131千円

１年超      12,196千円

合計      15,328千円

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 1,916千円

減価償却費相当額 1,708千円

支払利息相当額 177千円

支払リース料      3,337千円

減価償却費相当額      2,774千円

支払利息相当額    952千円

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（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 7,567

関係会社株式評価損 2,756

減価償却費 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

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 372

関係会社株式評価損 2,756

減価償却費 8,104

税務上の繰越欠損金 119,694

固定資産除却損 4,296

その他 4,602

繰延税金資産小計 139,825

　評価性引当額 △139,825

繰延税金資産合計 －

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 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

当事業年度については、税引前当期純損失が計上され

ているため、記載をしておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額        21,883.22円

１株当たり当期純損失金額        10,330.42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、１株当たり当期純

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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額（△）
  

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) 88,974 △307,515

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
88,974 △307,515

期中平均株式数（株） 25,075 29,768

   

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４種類（新株予約権の数

1,009個）

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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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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