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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 155 ― △205 ― △205 ― △205 ―

20年3月期第2四半期 318 ― △82 ― △81 ― △61 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △6,633.00 ―

20年3月期第2四半期 △2,074.55 ―

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

21年3月期第2四半期 602 472 78.4 15,232.43
20年3月期 862 674 78.2 21,854.34

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  472百万円 20年3月期  674百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 1,405 109.2 41 ― 41 ― 41 ― 1,333.91

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（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等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)上記に記載した予想数値は、現時点で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、業況の変化等によ
り、上記予想と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  31,010株 20年3月期  30,850株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  30,910株 20年3月期第2四半期  29,640株



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２四半期連結累計期間におけるRFID業界は、交通旅券や決済分野においては社会インフラとして定着し、かつ、

その利用シーン、および関連市場は引き続き拡大を続けていますが、更なる市場拡大のためには現在までに普及した

インフラをいかに活用し、新たなサービスを生みだせるか、具体的にはコマースやマーケティング分野での応用、ネッ

トワークとの連携、地方での活用サービスなどをいかに生み出せるかが、業界の命題となっています。

　このような状況のなか、当社グループは当期より注力する事業分野をハードウェア（組み込みモジュール）からソ

フトウェア・サービス分野へシフトし、事業を進めることを計画し、それに伴い、ソフトウェア・サービス分野での

営業およびパートナーの開拓に注力してまいりました。しかしながら、当第２四半期連結累計期間においては、当該

活動により、今平成21年３月期の業績にも寄与する案件を顕在化させることができたものの、社内および社外パート

ナーのリソース不足等により、計画していた売上の一部が期ずれする結果となりました。更に、外注費が想定以上に

発生したため、利益率が計画を下回ることとなりました。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高155,850千円、営業損失は205,369千円、経

常損失は205,026千円、四半期純損失は205,026千円となりました。

　事業部門別の状況は次のとおりであります。

　（RFID事業）

　当第２四半期連結累計期間においては、前期より継続して受託しているアパレルメーカー向けのCRMシステム開発や、

ソフトウェア・サービス分野へのシフトにより顕在化させた、非接触IC技術におけるコアテクノロジーを保有する有

力企業向けのシステム開発を行いましたが、社内および社外パートナーのリソース不足等により、計画していた売上

の一部が期ずれする結果となりました。

　この結果、当事業の売上高は142,676千円、営業損失は147,311千円となりました。

　（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２四半期連結累計期間の売

上高は13,174千円、営業利益は500千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、602,396千円となり、前連結会計年度末比259,811千円の減少となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の減少101,674千円及び売掛金回収による減少160,986千円によるものであります。

負債は、130,039千円となり、前連結会計年度末比57,962千円の減少となりました。その主な要因は、買掛金支払いに

よる減少51,774千円によるものです。また、純資産は472,357千円となり、前連結会計年度末比201,848千円の減少と

なりました。その主な要因は、四半期純損失205,026千円の計上によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループはRFIDに関するハードウェア、ソフトウェア等をエンドユーザ向けサービスを提供する企業様に販売

するソリューション事業を行ってまいりましたが、新たにサービス事業に参入し、当社グループ自身がRFIDを利用し

たエンドユーザ向けサービスを展開してまいります。これにより、従来の経営課題となっていた「積み上がり」型モ

デルへの移行や、特定顧客の業績や戦略等に左右されない強固な経営基盤の確立を早期に実現します。なお既存事業

についても、サービス事業を展開するための基盤事業として、引き続き強化してまいります。

　具体的にはまず、ネットワークとRFIDを高度に連携させた次世代を担う「コマース＆マーケティングサービス」の

投入を予定しています。RFIDとコマースサービスとの連携は現時点においてもある程度の需要が見込めることはもち

ろん、今後急速な発展が予想されているデジタル放送時代のテレビ通販やモバイルコマースなどにおいて、各種個人

情報の入力や決済操作の簡素化に寄与するキーテクノロジーとして注目されています。当社グループでは、こうした

サービスを他社に先駆けて市場投入することで、RFID分野はもちろんのこと、今後業界再編が予想されるコマース、

マーケティングといった分野においても一定の存在感を示していきたいと考えております。

　これにより平成21年３月期の連結業績予想については、平成20年５月８日に公表しました業績予想に変更ありませ

ん。

　なお、業績予想数値は、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、業況の変化等により、業績予想値と異なる場合があります。
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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）

該当事項はありません。　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

重要な事項はありません。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（３）四半期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

　１．「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．棚卸資産

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

　３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

４．リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　また、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

－ 2 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 294,240 395,915

売掛金 69,453 230,440

仕掛品 700 18,402

未収入金 141,089 116,308

その他 11,595 9,902

流動資産合計 517,080 770,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,891 28,891

減価償却累計額 △6,840 △3,651

建物及び構築物（純額） 22,051 25,240

工具、器具及び備品 15,231 14,447

減価償却累計額 △9,532 △7,905

工具、器具及び備品（純額） 5,698 6,541

有形固定資産合計 27,749 31,781

無形固定資産   

ソフトウエア 10,496 12,131

無形固定資産合計 10,496 12,131

投資その他の資産   

敷金及び保証金 45,928 45,876

その他 1,140 1,449

投資その他の資産合計 47,069 47,326

固定資産合計 85,315 91,239

資産合計 602,396 862,208

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,399 87,174

未払金 67,582 70,416

未払法人税等 1,800 1,059

加盟店預り金 17,935 24,492

その他 7,322 4,858

流動負債合計 130,039 188,001

負債合計 130,039 188,001



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 461,580 459,820

資本剰余金 406,580 404,820

利益剰余金 △395,444 △190,418

株主資本合計 472,715 674,221

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △357 △15

評価・換算差額等合計 △357 △15

純資産合計 472,357 674,206

負債純資産合計 602,396 862,208



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 155,850

売上原価 138,981

売上総利益 16,868

販売費及び一般管理費 222,237

営業損失（△） △205,369

営業外収益  

受取利息 408

その他 495

営業外収益合計 904

営業外費用  

株式交付費 113

為替差損 447

営業外費用合計 561

経常損失（△） △205,026

税金等調整前四半期純損失（△） △205,026

法人税等 －

四半期純損失（△） △205,026



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 93,974

売上原価 91,220

売上総利益 2,753

販売費及び一般管理費 116,973

営業損失（△） △114,220

営業外収益  

受取利息 394

その他 439

営業外収益合計 833

営業外費用  

株式交付費 56

為替差損 190

営業外費用合計 246

経常損失（△） △113,633

税金等調整前四半期純損失（△） △113,633

法人税等 －

四半期純損失（△） △113,633



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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（△） △205,026

減価償却費 6,450

株式交付費 113

受取利息及び受取配当金 △408

売上債権の増減額（△は増加） 160,766

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,701

仕入債務の増減額（△は減少） △51,774

未収入金の増減額（△は増加） △21,422

未払金の増減額（△は減少） △2,717

加盟店預り金の増減額（△は減少） △6,557

その他 △1,442

小計 △104,315

利息及び配当金の受取額 408

法人税等の支払額 △145

営業活動によるキャッシュ・フロー △104,052

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 △784

敷金及び保証金の差入による支出 △75

投資活動によるキャッシュ・フロー △859

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 3,406

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,406

現金及び現金同等物に係る換算差額 △168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,674

現金及び現金同等物の期首残高 395,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 294,240



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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　 87,916 6,058 93,974 － 93,974

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

　計 87,916 6,058 93,974 － 93,974

営業利益又は営業損失（△） △85,445 282 △85,163 △29,057 △114,220

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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　 142,676 13,174 155,850 － 155,850

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

　計 142,676 13,174 155,850 － 155,850

営業利益又は営業損失（△） △147,311 500 △146,811 △58,557 △205,369

（注）１．事業の区分の方法　

　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

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

－ 1 －



〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30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。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 2 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  318,694 100.0

Ⅱ　売上原価  207,881 65.2

売上総利益  110,813 34.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  192,976 60.6

営業損失（△）  △82,162 △25.8

Ⅳ　営業外収益    

　１．受取利息 690   

　２．その他　 0 690 0.2

Ⅴ　営業外費用    

　１．為替差損 24 24 0.0

経常損失（△）  △81,496 △25.6

Ⅵ　特別損失    

　１．固定資産除却損 4,568   

　２．本店移転費用 15,307 19,876 6.2

税金等調整前中間純損失
（△）

 △101,372 △31.8

法人税、住民税及び事業税 145   

法人税等調整額 △40,027 △39,882 △12.5

中間純損失（△）  △61,489 △19.3

－ 3 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △101,372

減価償却費　 5,521

固定資産除却損　 4,568

本店移転費用　 15,307

受取利息　 △690

売上債権の増減額（増加△）　 252,544

たな卸資産の増減額（増加△）　 1,028

仕入債務の増減額（減少△）　　 76,964

未収入金の増減額（増加△）　 △16,490

未払金の増減額（減少△）　　 14,696

未払消費税等の増減額（減少△）
　　

△8,428

加盟店預り金の増減額（減少△）
　　　

3,795

その他　 △8,931

小計 238,513

利息の受取額　 690

法人税等の支払額　 △93,956

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,247

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　 △20,105

無形固定資産の取得による支出　
　

△327

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 △75,799

Ⅲ　財務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 －

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 7

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 69,455

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 659,459

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 728,914

－ 4 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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　 301,136 17,557 318,694 － 318,694

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

　計 301,136 17,557 318,694 － 318,694

営業費用　 309,530 17,193 326,724 74,133 400,857

営業利益又は営業損失（△） △8,393 364 △8,029 △74,133 △82,162

　（注）１．事業の区分の方法　

　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

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

〔所在地別セグメント情報〕

　前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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。

〔海外売上高〕

　前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

－ 5 －
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