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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 274 △22.0 △153 ― △260 ― △270 ―

21年3月期 352 △47.6 △346 ― △347 ― △426 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △6,226.01 ― △100.1 △60.5 △56.0

21年3月期 △13,739.52 ― △92.1 △52.2 △98.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  △104百万円

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

22年3月期 391 298 76.2 5,399.84
21年3月期 470 252 53.7 7,994.45

（参考） 自己資本   22年3月期  287百万円 21年3月期  252百万円

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

22年3月期 △223 △208 242 61
21年3月期 △169 △0 6 230

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

237 52.5 △13 ― △14 ― △37 ― △670.09

通期 453 65.0 △14 ― △17 ― △66 ― △1,209.91



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) 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） 

（注）詳細は23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」をご参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 55,237株 21年3月期 31,610株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 252 △25.6 △146 ― △148 ― △263 ―

21年3月期 339 △49.5 △349 ― △350 ― △429 ―

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

22年3月期 △6,072.84 ―

21年3月期 △13,824.14 ―

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

22年3月期 352 292 83.1 5,298.21
21年3月期 469 252 53.8 7,981.93

（参考） 自己資本 22年3月期  292百万円 21年3月期  252百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

※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ことなる可能性が
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ページをご参照下さい。 

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

73 △51.9 △40 ― △40 ― △40 ― △734.90

通期 156 △38.1 △76 ― △76 ― △77 ― △1,400.18



(1) 経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られ、企業収益も緩やかながら回復傾向を見

せたものの、雇用情勢の低迷や個人消費の停滞など依然として不透明かつ厳しい状況が続いております。 

 このような状況下、当社グループにおきましても、従来の「受託開発型」の事業から「積み上がり型収益モデ

ル」事業への移行を目指して、平成21年９月のロハスカーボンCO2研究所株式会社との資本・業務提携により、医

療・環境分野へのサービスの充実を計画し、RFID技術を活用したマーケティング支援業務や学会の会員管理システ

ムの構築と販売、決済サービスのノウハウを生かした集金代行システムの展開、CO2排出権付き商品やLOHAS商標を

活用した環境関連商品の販売を図っております。 

 また、平成21年９月に医療・環境分野での商品の企画・開発・販売を目的として完全子会社であるイー・キャッ

シュライフウェア株式会社を設立、平成21年11月には環境関連メディアを生かした商品の企画・販売を目的とし

て、株式会社ロハス・インスティチュートが発行する新株を引受けて同社を子会社化、平成22年２月には、医療ク

リニック向けのマーケティング支援サービスの強化やRFIDを活用したマーケティングサービスの提供の強化などを

目的として、簡易株式交換により株式会社ディー・ワークスを完全子会社といたしました。 

しかしながら、必要な人員の補強を行わなかったことによる人員不足、販売予定先との交渉の遅れ、必要な許認

可取得の遅れなどにより、医療・環境分野へのサービスの充実による「積み上がり型収益モデル」事業への移行は

当初見込みより遅れました。 

この結果、売上高は期初計画を大幅に下回る結果となり、274,671千円（前期比22.0％減）となり、営業損失は

153,717千円（前期は営業損失346,568千円）となりました。 

また、持分法適用関連会社であるロハスカーボンCO2研究所株式会社の美容外科クリニック向けの支援事業が、

当初見込みに比して利益が未達となったため、保守的な事業計画に見直しを行い、同社株式の再評価を行った結

果、同社の「のれん」の減損損失を含み、持分法による投資損失104,283千円を計上したことにより、経常損失は

260,578千円（前期は経常損失347,482千円）となりました。 

さらに、海外子会社の解散に伴い子会社清算損3,151千円、本社移転費用3,148千円、固定資産の減損損失5,254

千円を特別損失として計上したことにより、当期純損失は270,545千円（前期は当期純損失426,680千円）となりま

した。 

  

事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。 

（ＲＦＩＤ事業） 

 当連結会計年度においては、子供向けテーマパークの会員登録システム開発、携帯電話向けアプリケーション

プラットフォームの開発などを行いましたが、フィットネスクラブ向け会員管理システムを複数店舗に横展開す

る案件の計画が大幅に縮小されました。 

この結果、当事業の売上高は161,595千円（前期比50.8％減）、営業損失は40,809千円（前期は営業損失

245,413千円）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サービスを行っております。 

当連結会計期間の売上高は13,496千円（前期比43.8％減）、営業利益は995千円（前期は営業損失240千円）と

なりました。 

  

（マーケティング事業) 

当事業は、平成21年６月より新たに医療クリニックに対するマーケティング支援サービスを提供する業務を行

っており、「マーケティング事業」として新たなセグメントとしております。また、平成22年２月に簡易株式交

換により完全子会社化した株式会社ディー・ワークスは、携帯サイト専用アクセス解析サービスを幅広い業種の

顧客企業に提供しております。 

当連結会計期間の売上高は98,387千円、営業利益は6,128千円となりました。 

    

    （その他事業） 

     当事業は、連結子会社（株式会社ロハス・インスティチュート及びイー・キャッシュライフウェア株式会社）

が販売する環境関連商品等の販売を、「その他事業」として新たなセグメントとしております。 

     当連結会計期間の売上高は1,192千円、営業損失は9,860千円となりました。 

 

  

１．経営成績



 (2) 次期の見通し 

当社グループは、昨年より取組んでいるが必ずしも十分な成果を上げていない、医療・環境分野へのサービスの

拡充を加速させ「積み上がり型収益モデル」事業の構築という成長戦略の中核に位置付けるべく、活動してまい

ります。 

具体的には、①当社がもつRFID技術、URL誘導ツールなどのFeliCa技術、決済代行サービス、完全子会社である

株式会社ディー・ワークスの持つアクセス解析・広告効果測定サービスなどの機能やサービスを統合した付加価

値の高いサービスの開発・販売、②LOHAS商標を活用した環境関連商品の開発などを行ってまいります。  

   

以上により、平成23年３月期の次期連結会計年度の業績予想につきましては、売上高453百万円（前期比65.0％

増）、連結子会社の「のれん」償却14百万円を見込み営業損失14百万円（前期は営業損失153百万円）、持分法適用

関連会社の持分法による投資損失2百万円を見込んだ結果経常損失17百万円（前期は経常損失260百万円）、当期純損

失66百万円（前期は当期純損失270百万円）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78,636千円減少し、391,601千円となりました。その主な要因

は、現金及び預金の減少168,514千円、未収入金18,027千円の回収等による減少、連結子会社等の取得に伴いのれん

37,500千円、関係会社株式67,916千円が増加したことによるものです。負債につきましては、前連結会計年度比

124,203千円減少し、93,330千円となりました。その主な要因は、買掛金90,438千円、未払金47,127千円、加盟店預

り金14,847千円の支払等による減少、長期借入金24,000千円が増加したことによるものです。純資産につきまして

は、前連結会計年度末比45,566千円増加し、298,271千円となりました。その主な要因は、第三者割当増資等により

資本金は123,117千円、資本剰余金は181,119千円増加したものの、当期純損失270,545千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168,514千円減少（前期比73.1％減）

し、61,921千円となりました。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223,732千円（前期は169,994千円の支出）の支出となり

ました。これは売上債権の回収等による減少額51,982千円、未収入金の回収による減少額36,633千円等の増加要因

があったものの、税金等調整前当期純損失272,132千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208,738千円（前期は959千円の支出）の支出となりまし

た。これは主に持分法適用関連会社の株式取得172,200千円、貸付金35,000千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは242,151千円（前期は6,406千円の収入）の収入となりま

した。これは株式の発行による収入243,676千円によるものです。 



 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。 

（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。 

  

① 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。 

②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。 

③ 技術革新への対応について 

RFIDやアクセス解析の技術は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。 

④ 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

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％）  78.2  53.7  53.7

時価ベースの株主資本比率

（％） 
 158.3  108.0  330.2

債務償還年数（年）  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  －  －



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。 

⑤ 外注先の確保について 

当社グループは、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90.3%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。 

⑥ 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。 

⑦ 人材の確保について 

当社グループは、新たなサービスの開発・販売に必要な人員、また子会社管理に必要な管理部門人員の増員を計画

しておりますが、必要な人員が確保出来ない場合には、当社グループの業績やコーポレートガバナンスの強化に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 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、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。 

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

ィとの連携の窓口として任命される有識者であります。 

⑨ 情報セキュリティについて 

当社グループは、開発請負業務を遂行するうえで、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。 

⑩ 知的財産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。 

⑪ 競合について 

当社グループが提供する携帯サイト専用アクセス解析サービスには、競合企業が存在しております。当社グループ

のサービスは、その解析機能が高く評価され、その技術的な優位性により競合企業との差別化に努めております

が、今後競合企業との競争が激化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑫ 医療・環境関連商品について 

当社グループは今後の事業拡大のなかで、医療・環境関連商品の取扱いを計画しておりますが、販売する商品によ

っては、薬事法等による規制をうけ、各都道府県等の許可・登録・指定・免許及び届出を必要とします。これらの

薬事法等による規制に対応できなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



 ⑬ 継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失346,568千円、当期純損失426,680千円を計上し、当連結会計年

度におきましても、営業損失153,717千円、当期純損失270,545千円を計上いたしました。また、営業活動によるキ 

ャッシュ・フローも、前連結会計年度に引き続きマイナスとなっている状況であります。これらの状況により継続企

業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 そこで当社グループは下記対策を講じ、当該状況の解消又は改善に向けて努めてまいります。 

   ・安定した売上の確保 

  「積み上がり型収益モデル」の構築 

  医療・環境分野へのサービスの拡充を加速させ「積み上がり型収益モデル」を構築することで、売上の拡大を 

 図ってまいります。 

 ・受託開発案件の確実な受注 

 従来から売上の中心となっておりました、受託開発案件につきましては、比較的短納期の案件に集中すること 

により、機動的な受注と確実な売上計上を図ってまいります。 

 ・保守メンテナンス売上の安定的な確保 

 従来から安定的な売上計上をしている、保守メンテナンス業務を継続的に行うことにより、安定した収入を確

保します。 

 ・決済代行サービスを中核とした自社サービスの拡充 

 従来から安定的な売上計上をしている、決済代行サービスを中核として、新サービスあるいは新機能の付加を

行い、さらに自社サービスを拡充してまいります。 

  ・売上総利益率の改善 

  当社グループは、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をしてまいりましたが、その一部を内製化することにより、売上総利益率の 

 改善を図ります。 

  ・徹底した固定費の削減 

  当社グループは、引き続き徹底した固定費の削減を実施して、収益性の改善を図ります。 

  ・今後の事業方針「ENHANCEMENT PLAN」の継続推進 

  当社グループは、今後の事業方針としてENHANCEMENT PLANを策定し、中長期的な成長を確実に実現させるため 

 に、事業ドメインの拡大に取り組んでおりますが、当該方針を引き続き推進することにより、売上と利益の拡大 

 を図ります。 

  ・第三者割当増資の実施 

  当社は平成21年９月24日に第三者割当増資により新株式15,664株を発行しており、また、平成22年2月12日に株 

 式会社ディー・ワークスを完全子会社とする簡易株式交換により2,764株の新株式を発行しております。平成22年 

 ３月26日開催の取締役会において決議された第三者割当増資及び第三者割当による新株予約権が全て行使された場

 合に発行される新株式13,000株を合わせて過去6ヶ月の間に31,428株の新株式を発行しており、平成21年９月24日 

 の第三者割当増資前の当社の議決権数（36,810個）に対する希薄化率は85.38％となり、相応の株式価値の希薄化 

 につながることとなります。 

 しかしながら、現在、当社グループは財務体質の脆弱さにより継続企業の前提に疑義を生じさせるような状況が

続いており、早期に財務体質の改善を図る必要があること及び当社グループが進めている医療・環境分野における

サービス事業において、当社がもつ決済サービス、FeliCa技術、連結子会社である株式会社ディー・ワークスがも

つアクセス解析技術、広告効果測定サービスのそれぞれが持つ機能を統合してサービス化することにより、医療ク

リニックや学会などに向けて、マーケティング支援、来場者管理、会員管理、代金決済などの機能が提供可能な新

サービスの開発資金に充当することにより業績回復が図れることなどから今回の資金調達については中長期的な視

点から今後の安定的な会社運営を行っていくために必要な資金調達であり、発行数量及び株式価値の希薄化の規模

はかかる目的達成のうえで、合理的であると判断しております。 

  しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業に関する重要な不確実性が認められます。 

  なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表に反

 映しておりません。 

  



(1)関係会社の状況 

 平成22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イー・キャッシュライフウェア株式会

社及び株式会社ディー・ワークス、50.1%出資の連結子会社である株式会社ロハス・インスティチュート、20.79%出資

の持分法適用関連会社であるロハスカーボンCO2研究所株式会社の５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、決済代行事業及びマーケティング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。 

  

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。 

  

 ③マーケティング事業 

  医療クリニックに対するwebサイトのSEO対策、アクセス解析、広告媒体の提供などのマーケティング支援サービス 

 を提供する業務を行っております。 

  

 ④その他事業 

  医療・環境関連商品の販売をその他事業としております。 

  

  

２．企業集団の状況

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 

③マーケティング事業  

・webサイトのSEO対策の提供 

・アクセス解析サービスの提供 

・広告媒体の提供  

④その他事業  ・医療・環境関連商品の販売  



 ＜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 

 
  



②決済代行事業 

 
  



   ③マーケティング事業 

 
  



   

  

(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、業績の安定成長を実現するため、事業ドメインの拡大と積み上げ型の収益モデルの構築を、中期

的な経営戦略として位置づけております。 

 その方針に沿って実施した、ロハスカーボンCO2 研究所株式会社との提携、株式会社ロハス・インスティチュー

ト、株式会社ディー・ワークスの子会社化によって得られた経営資源を最大限に活用しながら、自社サービスを拡充

し、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 

 当社グループの対処すべき課題は次のとおりであります。 

  

・事業ドメインの拡大 

当社グループの強みであるRFID技術やノウハウを生かしながら、当社グループは事業領域を拡大してまいりま

す。具体的には、医療・環境分野へのサービスを拡充し、RFID 技術を活用したマーケティング支援業務や学会の

会員管理システムの構築と販売、決済サービスのノウハウを生かした集金代行システムの展開、CO2 排出権付き

商品やLOHAS 商標を活用した環境関連商品の販売を図ります。 

・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、従来からの開発請負業務（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。 

具体的には、①当社がもつRFID 技術、URL 誘導ツールなどのFeliCa 技術、決済代行サービス、完全子会社で

ある株式会社ディー・ワークスの持つアクセス解析・広告効果測定サービスなどの機能やサービスを統合した付

加価値の高いサービスの開発・販売、②LOHAS 商標を活用した環境関連商品の開発などを行ってまいります。 

・予算の精度向上 

 当社グループは、顧客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。 

・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。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 230,436 61,921 

受取手形及び売掛金 146,195 20,759 

たな卸資産 － － 

仕掛品 956 5,576 

未収入金 39,325 21,298 

商品及び製品 － 1,790 

短期貸付金 － 125,955 

繰延税金資産 － 14 

その他 6,872 5,631 

貸倒引当金 － △205 

流動資産合計 423,786 242,742 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 － 3,463 

減価償却累計額 － △3,463 

建物及び構築物（純額） － 0 

工具、器具及び備品 11,377 14,838 

減価償却累計額 △11,377 △14,568 

工具、器具及び備品（純額） 0 269 

有形固定資産合計 0 269 

無形固定資産   

ソフトウエア － 12,456 

のれん － 37,500 

その他 － 1,295 

無形固定資産合計 － 51,252 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 45,605 13,350 

関係会社株式 － 67,916 

長期貸付金 － 15,578 

その他 846 544 

貸倒引当金 － △52 

投資その他の資産合計 46,452 97,336 

固定資産合計 46,452 148,859 

資産合計 470,238 391,601 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 108,861 18,422 

1年内返済予定の長期借入金 － 3,000 

未払金 81,279 34,151 

未払法人税等 1,211 3,047 

加盟店預り金 22,732 7,884 

その他 3,449 2,823 

流動負債合計 217,534 69,330 

固定負債   

長期借入金 － 24,000 

固定負債合計 － 24,000 

負債合計 217,534 93,330 

純資産の部   

株主資本   

資本金 463,080 586,197 

資本剰余金 408,080 589,199 

利益剰余金 △617,099 △887,644 

自己株式 － － 

株主資本合計 254,060 287,753 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,356 0 

評価・換算差額等合計 △1,356 0 

少数株主持分 － 10,517 

純資産合計 252,704 298,271 

負債純資産合計 470,238 391,601 



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 352,183 274,671 

売上原価 305,075 212,716 

売上総利益 47,107 61,955 

販売費及び一般管理費 ※1  393,676 ※1  215,673 

営業損失（△） △346,568 △153,717 

営業外収益   

受取利息 617 688 

その他 489 426 

営業外収益合計 1,106 1,114 

営業外費用   

株式交付費 113 2,618 

為替差損 1,791 － 

支払利息 － 263 

その他 115 809 

持分法による投資損失 － 104,283 

営業外費用合計 2,020 107,975 

経常損失（△） △347,482 △260,578 

特別損失   

固定資産除却損 － － 

本社移転費用 ※2  63,710 3,148 

子会社清算損 － 3,151 

減損損失 ※3  12,991 ※3  5,254 

リース解約損 2,205 － 

特別損失合計 78,907 11,553 

税金等調整前当期純損失（△） △426,390 △272,132 

法人税、住民税及び事業税 290 1,493 

法人税等調整額 － △14 

法人税等合計 290 1,479 

少数株主損失（△） － △3,066 

当期純損失（△） △426,680 △270,545 



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 459,820 463,080 

当期変動額   

新株の発行 3,260 123,117 

当期変動額合計 3,260 123,117 

当期末残高 463,080 586,197 

資本剰余金   

前期末残高 404,820 408,080 

当期変動額   

新株の発行 3,260 123,117 

株式交換による増加 － 58,023 

当期変動額合計 3,260 181,119 

自己株式の消却  △21 

当期末残高 408,080 589,199 

利益剰余金   

前期末残高 △190,418 △617,099 

当期変動額   

当期純損失（△） △426,680 △270,545 

当期変動額合計 △426,680 △270,545 

当期末残高 △617,099 △887,644 

自己株式   

前期末残高  － 

当期変動額   

株式交換による増加  △21 

自己株式の消却 － 21 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

株主資本合計   

前期末残高 674,221 254,060 

当期変動額   

新株の発行 6,520 246,235 

株式交換による増加 － 58,002 

当期純損失（△） △426,680 △270,545 

自己株式の消却 － － 

当期変動額合計 △420,160 33,692 

当期末残高 254,060 287,753 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 △15 △1,356 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,341 1,356 

当期変動額合計 △1,341 1,356 

当期末残高 △1,356 0 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △15 △1,356 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,341 1,356 

当期変動額合計 △1,341 1,356 

当期末残高 △1,356 0 

少数株主持分   

前期末残高  － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 10,517 

当期変動額合計 － 10,517 

当期末残高 － 10,517 

純資産合計   

前期末残高 674,206 252,704 

当期変動額   

新株の発行 6,520 246,235 

株式交換による増加 － 58,002 

当期純損失（△） △426,680 △270,545 

自己株式の消却 － 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,341 11,873 

当期変動額合計 △421,501 45,566 

当期末残高 252,704 298,271 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △426,390 △272,132 

減価償却費 13,138 2,238 

株式交付費 113 2,618 

受取利息 △617 △688 

減損損失 12,991 5,254 

本社移転費用 46,691 3,148 

のれん償却額 － 4,962 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 154 

支払利息 － 263 

持分法による投資損益（△は益） － 104,283 

子会社清算損益（△は益） － 3,151 

売上債権の増減額（△は増加） 83,979 51,982 

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,446 △3,825 

仕入債務の増減額（△は減少） 21,687 △92,968 

未収入金の増減額（△は増加） 76,864 36,633 

未払金の増減額（△は減少） △16,781 △58,042 

加盟店預り金の増減額（△は減少） △1,760 △14,847 

その他 2,170 4,537 

小計 △170,466 △223,275 

利息の受取額 617 166 

利息の支払額 － △263 

法人税等の支払額 △145 △359 

営業活動によるキャッシュ・フロー △169,994 △223,732 

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 △4,446 

無形固定資産の取得による支出 △295 △5,560 

敷金及び保証金の差入による支出 △75 △12,060 

関係会社株式の取得による支出 － △172,200 

敷金及び保証金の回収による収入 195 22,659 

子会社の清算による収入 － 2,345 

貸付けによる支出 － △35,000 

その他  △4,476 

投資活動によるキャッシュ・フロー △959 △208,738 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △1,504 

株式の発行による収入 6,406 243,676 

自己株式の取得による支出  △21 

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,406 242,151 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △931 － 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,478 △190,320 

現金及び現金同等物の期首残高 395,915 230,436 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 21,805 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  230,436 ※  61,921 



  

(5）継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度において営業損失

251,847千円、当期純損失307,916千円を計上し、当連結会

計年度におきましても、営業損失346,568千円、当期純損

失426,680千円を計上いたしました。また、営業活動によ

るキャッシュ・フローも、前連結会計年度に引き続きマイ

ナスになっている状況であります。これらの状況により継

続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況

が存在しております。 

 そこで当社は下記対策を講じ、当該状況の解消又は改善

に向けて努めてまいります。 

１．安定した売上の確保 

① 受託開発案件の確実な受注 

 従来から売上の中心となっておりました、受託開発案件

につきましては、比較的短納期の案件に集中することによ

り、機動的な受注と確実な売上計上を図ってまいります。

② 保守メンテナンス売上の安定的な確保 

 従来から安定的な売上計上をしている、保守メンテナン

ス業務を継続的に行うことにより、安定した収入を確保し

ます。 

③ 決済代行サービスを中核とした自社サービスの拡充 

 従来から安定的な売上計上をしている、決済代行サービ

スを中核として、新サービスあるいは新機能の付加を行

い、さらに自社サービスを拡充してまいります。 

２．売上総利益率の改善 

 当社グループは、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をしてまいりましたが、そ

の一部を内製化することにより、売上総利益率の改善を図

ります。 

３．徹底した固定費の削減 

 役員報酬の減額、人件費の削減、オフィスの移転による

賃料の減額など、徹底した固定費の削減を実施して、収益

性の改善を図ります。 

４．今後の事業方針「ENHANCEMENT PLAN」の継続推進 

 当社グループは今後の事業方針としてENHANCEMENT PLAN

を策定し、中長期的な成長を確実に実現するために、事業

ドメインの拡大に取り組んでおりますが、当該方針を引き

続き推進することにより、売上と利益の拡大を図ります。

  

 しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では

継続企業に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成して

おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連

結財務諸表に反映しておりません。 

 当社グループは、前連結会計年度において営業損失

346,568千円、当期純損失426,680千円を計上し、当連結会

計年度におきましても、営業損失153,717千円、当期純損

失270,545千円を計上いたしました。また、営業活動によ

るキャッシュ・フローも、前連結会計年度に引き続きマイ

ナスになっている状況であります。これらの状況により継

続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況

が存在しております。 

 そこで当社グループは下記対策を講じ、当該状況の解消

又は改善に向けて努めてまいります。 

１．安定した売上の確保 

① 「積み上がり型収益モデル」の構築 

 医療・環境分野へのサービスの拡充を加速させ「積み上

がり型収益モデル」を構築することで、売上の拡大を図っ

てまいります。 

② 受託開発案件の確実な受注 

 従来から売上の中心となっておりました、受託開発案件

につきましては、比較的短納期の案件に集中することによ

り、機動的な受注と確実な売上計上を図ってまいります。

② 保守メンテナンス売上の安定的な確保 

 従来から安定的な売上計上をしている、保守メンテナン

ス業務を継続的に行うことにより、安定した収入を確保し

ます。 

③ 決済代行サービスを中核とした自社サービスの拡充 

 従来から安定的な売上計上をしている、決済代行サービ

スを中核として、新サービスあるいは新機能の付加を行

い、さらに自社サービスを拡充してまいります。 

２．売上総利益率の改善 

 当社グループは、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をしてまいりましたが、そ

の一部を内製化することにより、売上総利益率の改善を図

ります。 

３．徹底した固定費の削減 

 当社グループは、引き続き徹底した固定費の削減を実施

して、収益性の改善を図ります。 

４．今後の事業方針「ENHANCEMENT PLAN」の継続推進 

 当社グループは今後の事業方針としてENHANCEMENT PLAN

を策定し、中長期的な成長を確実に実現するために、事業

ドメインの拡大に取り組んでおりますが、当該方針を引き

続き推進することにより、売上と利益の拡大を図ります。



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

   ５．第三者割当増資の実施 

当社は平成21年９月24日に第三者割当増資により新株 

式15,664株を発行しており、また、平成22年2月12日に 

株式会社ディー・ワークスを完全子会社とする簡易 

株式交換により2,764株の新株式を発行しております。 

平成22年３月26日開催の取締役会において決議された 

第三者割当増資及び第三者割当による新株予約権が全. 

て行使された場合に発行される新株式13,000株を合わ 

せて過去6ヶ月の間に31,428株の新株式を発行してお 

り、平成21年９月24日の第三者割当増資前の当社の議 

決権数（36,810個）に対する希薄化率は85.38％とな 

り、相応の株式価値の希薄化につながることとなりま 

す。 

しかしながら、現在、当社グループは財務体質の脆弱 

さにより継続企業の前提に疑義を生じさせるような状 

況が続いており、早期に財務体質の改善を図る必要が 

あること及び当社グループが進めている医療・環境分 

野におけるサービス事業において、当社がもつ決済サ 

ービス、FeliCa技術、連結子会社である株式会社ディ 

ー・ワークスがもつアクセス解析技術、広告効果測定 

サービスのそれぞれが持つ機能を統合してサービス化 

することにより、医療クリニックや学会などに向け 

て、マーケティング支援、来場者管理、会員管理、代 

金決済などの機能が提供可能な新サービスの開発資金 

に充当することにより業績回復が図れることなどから 

今回の資金調達については中長期的な視点から今後の 

安定的な会社運営を行っていくために必要な資金調達 

であり、発行数量及び株式価値の希薄化の規模はかか 

る目的達成のうえで、合理的であると判断しておりま 

す。 

 

 しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では

継続企業に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成して

おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連

結財務諸表に反映しておりません。 



(6）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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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. 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

 イー・キャッシュライフウェア株式会社 

 株式会社ロハス・インスティチュート 

 株式会社ディー・ワークス 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当事項はありません。 持分法適用関連会社の数 

持分法適用関連会社の名称 

ロハス・カーボンCO2研究所株式会社  

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（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法により算定）を採用

しております。 

－  

イ 関係会社株式   

  当社は移動平均法による原価法を採用

しております。  

  

ロ たな卸資産 

 ・仕掛品 

 当社は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

簿価切り下げの方法により算定）を採用

しております。 

・商品及び製品 

 当社は移動平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法により算定）を

採用しております。  

   （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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日公表分）を適用し

ております。なお、これによる当連結会

計年度の損益に与える影響はありませ

ん。  

 （会計方針の変更） 

－ 

(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（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

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  ：８～10年  

工具、器具及び備品：４～６年  

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

（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（リース資産を除く） 

（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（３～５

  年）に基づく定額法によっております。

  ハ リース資産 

  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。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・  

 リース取引のうち、リース取引開始日が

 平成20年３月31日以前のリース取引につ 

 いては、通常の賃貸借処理に係る方法に 

 準じた会計処理によっております。  

 ハ リース資産 

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。 



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

 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。 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

－ － 

(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 

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。ただし、免税

事業者に該当する連結子会社について

は、税込方式を採用しております。  

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。 のれんの消却については、３年間の定額 

法により償却を行っております。 

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 



(7）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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が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た会計処理を適用しており

ます。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありま

せん。 

  

（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） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微で

あります。 

（ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準） 

  受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準につい 

 ては、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事 

 契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19 

 年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指 

 針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27 

 日）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着 

 手したソフトウェア開発契約から、当連結会計年度末ま 

 での進捗部分について成果の確実性が認められるものに 

 ついては進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、 

 その他のものについては検収基準を適用しております。 

  これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあり 

 ません。 

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等 

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「仕掛品」として掲記しております。な

お、前連結会計年度の「たな卸資産」は全額「仕掛品」で

あります。 

              

  

  

 － 



 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額  18,031千円 

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 50,264千円

給与  100,605 

支払手数料 53,585 

地代家賃 52,801 

役員報酬 千円35,290

給与  51,829

支払手数料  41,835

※２ 本社移転費用の内訳 

 現状回復費    18,351千円 

 契約違約金相当額 14,216千円 

 リース解約損  12,280千円 

 建物及び構築物除却損 18,862千円 

    合  計   63,710千円 

    

－ 

※３ 減損損失 

   当社は、当連結会計年度において以下のとおり減 

  損損失を計上いたしました。 

※３ 減損損失 

   当社は、当連結会計年度において以下のとおり減 

  損損失を計上いたしました。 

①減損損失を認識した資産 ①減損損失を認識した資産 

場所  用途   種類 

東京都港区  事業用資産  工具、器具及び備品 

東京都港区 事業用資産 ソフトウェア 

場所  用途   種類 

東京都港区  事業用資産 建物  

東京都港区 事業用資産  工具、器具及び備品 

東京都港区 事業用資産 ソフトウェア 

②減損損失の認識に至った経緯 

   営業活動から生じた損益の継続的なマイナスの計 

  上により、当該事業に係る資産グループについて減 

  損損失を認識しております。 

②減損損失の認識に至った経緯 

   営業活動から生じた損益の継続的なマイナスの計 

  上により、当該事業に係る資産グループについて減 

  損損失を認識しております。 

③減損損失の金額 ③減損損失の金額 

工具、器具及び備品   3,853千円 

 ソフトウェア         9,137千円 

合  計 12,991千円 

建物  千円3,168

工具、器具及び備品   千円 851

 ソフトウェア       千円 1,234

合  計 千円 5,254

④資産のグルーピングの方法  

   当社は減損会計の適用にあたり、事業単位を基準 

  とした管理会計上の区分に従って資産グルーピング 

  を行っております。 

④資産のグルーピングの方法  

   当社は減損会計の適用にあたり、事業単位を基準 

  とした管理会計上の区分に従って資産グルーピング 

  を行っております。 

⑤回収可能額の算定方法 

   回収可能価額は零として減損損失を測定しており 

  ます。 

⑤回収可能額の算定方法 

   回収可能価額は零として減損損失を測定しており 

  ます。 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

 （注）当連結会計年度における760株増加の要因は、ストック・オプション行使によるものです。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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 

 （注）発行済株式の総数の増加の要因は、ストック・オプション行使により、5,200株の新株発行および第三者割当によ

り、15,664株の新株発行並びに株式交換により2,764株の新株発行によるものであります。 

   なお、当連結会計年度減少株式数の１株は株式交換により発生した自己株式を消却したことによるものでありま 

す。 

 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  30,850  760  －  31,610

合計  30,850  760  －  31,610

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
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  31,610  23,628  1  55,237

合計  31,610  23,628  1  55,237

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

現金及び預金 230,436千円

現金及び現金同等物 230,436千円

現金及び預金 61,921千円

現金及び現金同等物  61,921千円



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、 

  リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース 

  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、その内容は次のとおり 

  であります。 

－ 

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 

   当連結会計年度末において重要なリース契約は解約

をしているため、残高はありません。 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

 当連結会計年度末において重要なリース契約は解約

をしているため、残高はありません。 

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 3,459千円

減価償却費相当額 2,990千円

支払利息相当額 712千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（金融商品関係）



 前連結会計年度（平成21年３月31日）及び当連結会計年度（平成22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。 

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日

至 平成22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。 

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）



 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日

至 平成22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。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

 （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。 

  

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

  
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 

  

  



(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    －  －  －

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    －  －  －

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    7,800  1,040  1,100

権利確定    －  －  －

権利行使    600  80  70

失効    2,000  30  100

未行使残    5,200  930  930

    
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    －   

失効    －   

権利確定    －   

未確定残    －   

権利確定後       （株）         

前連結会計年度末    150   

権利確定    －   

権利行使    10   

失効    －   

未行使残    140   



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）  27,000  72,538  62,957

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）  109,000

公正な評価単価（付与日） （円）  －



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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 

 （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。 

  

  
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 



(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    －  －  －

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    －  －  －

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    5,200  930  930

権利確定    －  －  －

権利行使    5,200  －  －

失効    －  440  410

未行使残    －  490  520

    
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    －

失効    －

権利確定    －

未確定残    －

権利確定後 （株）      

前連結会計年度末    140

権利確定    －

権利行使    －

失効    －

未行使残    140



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）  13,796  －  －

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）  －



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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 

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100,914千円であり、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237,517千円であり、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。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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  328,171  24,012  352,183  －  352,183

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  328,171  24,012  352,183  －  352,183

営業費用  573,584  24,252  597,837  100,914  698,751

営業損失  △245,413  △240  △245,653  △100,914  △346,568

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
                             

資産  198,915  33,805  232,720  237,517  470,238

減価償却費  12,290  173  12,464  673  13,138

減損損失  11,891  －  11,891  1,100  12,991

資本的支出  1,079  －  1,079  －  1,079

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 



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （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 

 ３．事業区分の方法の変更  

    当連結会計期間より、医療クリニックに対するマーケティング事業を開始したため、また、株式会社ディ  

   ー・ワークスを新たに連結の範囲に含めたことに伴い、同社が行う携帯サイト専用アクセス解析及び広告効果 

   測定サービスの企画・運営事業を「マーケティング事業」に区分しました。また、株式会社ロハス・インステ 

   ィチュート及びイー・キャッシュライフウェア株式会社を新たに連結の範囲に含めたことに伴い、同社が販売

   する健康グッズ等を「その他事業」へ区分しております。 

    ４．会計処理の方法の変更  

      ４．連結財務諸表（７）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のとおり、当連結

     会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関

     する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。 

      これによる当連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

  
RFID事業 
（千円） 

決済代行事
業 

（千円） 

マーケティ
ング事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 161,595  13,496  98,387  1,192  274,671 ―  274,671

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ― 

計  161,595  13,496  98,387  1,192  274,671 ―  274,671

営業費用  202,404  12,501  92,259  11,053  318,218  110,170  428,389

営業利益又は営業損

失（△） 
 △40,809  995  6,128  △9,860  △43,546  △110,170  △153,717

Ⅱ．資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
                                         

資産  24,062  18,313  176,820  109,632  328,828  62,773  391,601

減価償却費  279  146  －  －  425  137  563

減損損失  851  1,234  －  －  2,086  3,168  5,254

資本的支出  －  －  －  －  －  －  －

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マーケティング

事業 

・医療クリニックに対するマーケティング業務 

・携帯サイト専用アクセス解析 

・広告効果測定サービスの企画・運営  

④その他事業 ・医療・環境関連商品の販売  



     ５．営業費用の配賦方法の変更   

      前連結会計年度末まで、管理部門に係る費用につきましては一部の費用を除き各セグメントの工数及び人員

     数の割合で各セグメントに配賦しておりましたが、当連結会計期間より、セグメント損益管理をより厳格に実

     施する必要性から、営業費用の態様と配賦基準を見直した結果、管理部門に係る費用のうち配賦可能な費用に

     つきましては、一定の配賦基準に変更し各セグメントに配賦することとしました。また、関連が明らかでない

     費用については配賦不能営業費用として「消去又は全社」に表示することとしました。 

        

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21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。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日  

至平成22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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



 （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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 7,994.45円

１株当たり当期純損失額 13,739.52円

１株当たり純資産額 5,399.84円

１株当たり当期純損失額 6,226.01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。 

 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。 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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）  △426,680  △270,545

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） 
 △426,680  △270,545

期中平均株式数（株）  31,055  43,454

             

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720個） 

新株予約権３種類（新株予約権の

数101個） 



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 当社は、平成21年４月30日開催の取締役会において、下

記のとおり、当社の連結子会社である

Global Business Design(UK)Ltd.を解散することを決議い

たしました。         

１. 解散に至った経緯 

 当社は平成18年２月にGlobal Business Design(UK)Ltd.

を設立し、海外でのRFID分野におけるマーケティングリサ

ーチを実施する拠点となるよう活動してまいりましたが、

平成20年10月23日付で発表致しました新規事業方針

（ENHANCEMENT PLAN）により、事業ドメインの転換及び拡

大とサービス事業分野への参入の取り組みを開始しまし

た。この事業方針の展開に伴い、Global Business Design

(UK)Ltd.は当初の役割を終えたと判断し、解散することと

いたしました。 

２. 海外子会社の概要 

商  号     Global Business Design(UK)Ltd. 

代 表 者    北川達彦 

本店所在地    英国バークシャー州 

設立年月日    平成18年２月10日 

主な事業内容   欧米でのRFID関連分野におけるマ  

         ーケティングリサーチ 

資本金の額       ￡50,000.00 

純資産      ￡29,458.37（2009年３月31日時点） 

事業年度末       ３月末日 

大株主           イー・キャッシュ株式会社（100％） 

３. 解散の日程 

 解散の日程につきましては、平成21年４月30日より解散

の手続きを開始し、現地の法律に従い、必要な手続きが完

了次第、清算終了となる予定であります。 

４. 子会社の解散が業績に与える影響 

 業績に与える影響は軽微であります。 

当社は、平成22年3月26日開催の当社取締役会において、

下記のとおり第三者割当により発行される株式（以下「本

新株式」という。）及び第三者割当により発行される第５

回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の募集を

行うことについて決議し、平成22年４月12日付で新株式及

び新株予約権を発行いたしました。 

１．募集の概要 

 新株式募集の概要 

   第５回新株予約権募集の概要 

（1）発 行 期 日 平成22年4月12日（月）

（2）発行新株式数 普通株式   10,000株

（3）発行価額 １株につき金 20,000円

（4）発行価額の総額 200,000,000円 

（5）資本組入額 １株につき金 10,000円

（6）資本組入額の総額 100,000,000円 

（7）募集又は割当方法 第三者割当の方法による

（8）割当先及び株式数 スガキコシステムズ株式会社

                  2,500株 

高田 隆右     2,500株 

小栗 正次     1,000株 

小黒 一三     2,500株 

玉木 栄三郎    1,500株 

(9) 前記各号については、金融商品取引法に基づく本新株

発行に係る有価証券届出書の効力発生を条件とする。 

（1）発 行 期 日 平成22年4月12日（月） 

（2）新株予約権の総数         30個 

（3）発行価額 １個につき金 75,500円 

（4）発行価額の総額 2,265,000円 

（5）当該発行による潜在株 

     式数 

3,000株 

（6）調達資金の額(新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の価額) 

69,000,000円 

（7）行 使 価 額 23,000円 

（8）募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

（9）割当先及び割当数 遠矢 康太郎   30個 

(10) 前記各号については、金融商品取引法に基づく本新株

予約権発行に係る有価証券届出書の効力発生を条件と

する。 



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  （注）本新株予約権の特徴 

   ①当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する

ことを決議した場合には、会社法第273条第2項の規

定に従って2週間前までに通知又は公告したうえ

で、かかる取得日に残存する本新株予約権の全部又

は一部を新株予約権１個あたりの払込金額と同額で

取得することができます。 

   ②割当先は、買い取った本新株予約権を第三者に 

     譲渡する場合は、当社の取締役会の承認を必要と 

     します。  

  

２． 募集の目的及び理由 

（１）資金調達の背景 

  当社は事業方針である「ENHANCEMENT PLAN」（注1）

のもと、事業ドメインの拡大とサービス事業分野への

参入の取り組みを行っており、これにより従来の「受

託開発型」の事業から「積み上がり型収益モデル」事

業への移行をし、安定的でかつ確実な成長を目指して

おります。 

  当社といたしましては、財務基盤を強化するととも

に、昨年より取組んでいるが必ずしも十分な成果をあ

げていない、医療・環境分野へのサービスの拡充を加

速させ「積み上がり型収益モデル」事業の構築という

成長戦略の中核に位置付けるべく、積極的な投資を実

施したいと考えております。 

具体的には、当社がもつRFID技術、URL誘導ツールな

どのFeliCa技術、決済代行サービス、平成22年2月に簡

易株式交換により完全子会社とした株式会社ディー・

ワークスの持つアクセス解析・広告効果測定サービス

などの機能やサービスを統合した付加価値の高いサー

ビスの開発・販売、また当該サービスの開発・販売に

必要な人員や子会社管理に必要な人員の増強を検討し

ております。 

以上の、「財務基盤の強化と必要な人員の増強を含

む運転資金」及び「現有の機能やサービスを統合した

付加価値の高いサービスの開発・販売資金」を調達す

るために、第三者割当による本新株式及び本新株予約

権の募集を行いました。 

 なお、当社の子会社である株式会社ロハス・インステ

ィチュートと、青果物大手商社の株式会社ベジテック 

は、生産・加工・物流・販売など、青果物の生産・流通

プロセスにおいて独自の品質管理基準を適用した「ロハ

ス野菜（仮称）」の開発、販売に関して、平成22年1月 

に業務提携を行いました。 



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  本新株予約権の割当先として遠矢康太郎氏を選定して

おり、同氏は株式会社ベジテックの代表取締役を務め

ています。これにより株式会社ベジテックと当社グル

ープの提携関係がより強化され、株式会社ベジテック

と当社グループが行う共同事業が加速されることも期

待しております。 

  以上により、財務基盤を強化し、事業ドメインの拡

大とサービス事業分野への参入を加速させ「積み上が

り型収益モデル」を確立することで利益の 大化を図

ることが、当社の企業価値及び株主価値を高めること

であると判断し、本新株式及び本新株予約権の募集を

決議いたしました。 

  

  （注1）「ENHANCEMENT PLAN」は、平成20年10月に当社が 

 策定した経営戦略で、事業ドメインの拡大とサービス事業

 分野への参入を主軸として「積み上がり型収益モデル」の

 構築を経営方針としております。具体的なサービス分野と

 しては、マーケティング、広告、物流、決済、セキュリテ

 ィー、物販などであり、当社が持つRFID技術を基盤に、新

 たな技術開発やM&Aを手法とした拡大戦略です。 

  （注2）CO2 排出権付き商品を販売するe コマースサイト

 の立ち上げ開発につきましては開発に取り組み中であり、

 現時点では開発資金は一部未消化となっております。 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 227,610 35,112 

受取手形 6,754 － 

売掛金 138,343 11,479 

仕掛品 956 5,392 

前払費用 4,912 3,488 

短期貸付金 － 82,955 

未収入金 31,860 17,846 

未収消費税等 7,169 4,409 

その他 1,856 － 

流動資産合計 419,462 160,685 

固定資産   

有形固定資産   

建物 － 3,463 

減価償却累計額 － △3,463 

建物（純額） － 0 

工具、器具及び備品 11,377 12,360 

減価償却累計額 △11,377 △12,360 

工具、器具及び備品（純額） 0 0 

有形固定資産合計 0 0 

無形固定資産   

その他 － 0 

無形固定資産合計 － 0 

投資その他の資産   

関係会社株式 3,744 165,566 

敷金及び保証金 45,234 12,060 

関係会社長期貸付金 － 13,578 

その他 846 405 

投資その他の資産合計 49,825 191,609 

固定資産合計 49,825 191,609 

資産合計 469,288 352,294 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 108,861 17,938 

未払金 80,763 29,538 

未払費用 1,031 556 

未払法人税等 1,211 2,503 

前受金 896 321 

加盟店預り金 22,732 7,884 

預り金 1,483 893 

流動負債合計 216,979 59,637 

負債合計 216,979 59,637 

純資産の部   

株主資本   

資本金 463,080 586,197 

資本剰余金   

資本準備金 408,080 589,199 

資本剰余金合計 408,080 589,199 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △618,851 △882,740 

利益剰余金合計 △618,851 △882,740 

自己株式 － － 

株主資本合計 252,308 292,657 

純資産合計 252,308 292,657 

負債純資産合計 469,288 352,294 



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

ＲＦＩＤ事業売上高 315,648 239,246 

決済代行事業売上高 24,012 13,496 

売上高合計 339,660 252,742 

売上原価   

ＲＦＩＤ事業原価 286,725 200,501 

決済代行事業原価 17,030 7,986 

売上原価合計 303,755 208,488 

売上総利益 35,904 44,254 

販売費及び一般管理費 ※1  385,653 ※1  190,778 

営業損失（△） △349,749 △146,524 

営業外収益   

受取利息 591 119 

その他 452 425 

営業外収益合計 1,044 545 

営業外費用   

株式交付費 113 2,618 

為替差損 1,176 － 

その他 115 257 

営業外費用合計 1,405 2,875 

経常損失（△） △350,110 △148,854 

特別損失   

固定資産除却損 －  

本社移転費用 ※2  63,710 3,148 

減損損失 ※3  12,991 ※3  5,254 

関係会社株式評価損 － 104,283 

リース解約損 2,205 － 

子会社清算損 － 1,398 

特別損失合計 78,907 114,084 

税引前当期純損失（△） △429,018 △262,939 

法人税、住民税及び事業税 290 950 

法人税等調整額 － － 

法人税等合計 290 950 

当期純損失（△） △429,308 △263,889 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 459,820 463,080 

当期変動額   

新株の発行 3,260 123,117 

当期変動額合計 3,260 123,117 

当期末残高 463,080 586,197 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 404,820 408,080 

当期変動額   

新株の発行 3,260 123,117 

株式交換による増加  58,023 

自己株式の消却  △21 

当期変動額合計 3,260 181,119 

当期末残高 408,080 589,199 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △189,542 △618,851 

当期変動額   

当期純損失（△） △429,308 △263,889 

当期変動額合計 △429,308 △263,889 

当期末残高 △618,851 △882,740 

自己株式   

前期末残高  － 

当期変動額   

株式交換による増加 － △21 

自己株式の消却 － 21 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

株主資本合計   

前期末残高 675,097 252,308 

当期変動額   

新株の発行 6,520 246,235 

株式交換による増加 － 58,002 

当期純損失（△） △429,308 △263,889 

自己株式の消却 － － 

当期変動額合計 △422,788 40,348 

当期末残高 252,308 292,657 



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 675,097 252,308 

当期変動額   

新株の発行 6,520 246,235 

株式交換による増加 － 58,002 

当期純損失（△） △429,308 △263,889 

自己株式の消却 － 0 

当期変動額合計 △422,788 40,348 

当期末残高 252,308 292,657 



１．RFID事業原価明細書 

 （注）※１．主な内訳は次のとおりであります。 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

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。 

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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
（％） 

Ⅰ 材料費    5,487  1.9  － －

Ⅱ 労務費    12,180  4.2  9,602  4.7

Ⅲ 外注費    233,303  79.9  187,810  91.6

Ⅳ 経費 ※１  40,855  14.0  7,524  3.7

小計    291,857  100.0  204,937  100.0

期首仕掛品たな卸高    18,402        956      

合計    310,260        205,894      

期末仕掛品たな卸高    956        5,392      

他勘定振替高 ※２  22,579        －      

RFID事業原価    286,725        200,501      

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

地代家賃    5,220千円

減価償却費 987 

通信費 1,394 

業務委託費 千円3,014

通信費  2,356

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

営業費     22,579千円 営業費   千円－



２．決済代行事業原価明細書 

 （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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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
（％） 

Ⅰ クレジットカード会社取
扱手数料    11,137  65.4  5,284  66.2

Ⅱ 労務費    1,936  11.4  973  12.2

Ⅲ 経費 ※１  3,956  23.2  1,729  21.6

決済代行事業原価    17,030  100.0  7,986  100.0

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

地代家賃 1,004千円

減価償却費 179 

通信費 2,204 

地代家賃 千円69

減価償却費  17

通信費  1,205



(4）継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 当社は、前事業年度において営業損失251,843千円、当

期純損失307,515千円を計上し、当事業年度におきまして

も、営業損失349,749千円、当期純損失429,308千円を計上

いたしました。また、営業活動によるキャッシュ・フロー

も、前事業年度に引き続きマイナスになっている状況であ

ります。これらの状況により継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 そこで当社は下記対策を講じ、当該状況の解消又は改善

に向けて努めてまいります。 

１．安定した売上の確保 

① 受託開発案件の確実な受注 

 従来から売上の中心となっておりました、受託開発案件

につきましては、比較的短納期の案件に集中することによ

り、機動的な受注と確実な売上計上を図ってまいります。

② 保守メンテナンス売上の安定的な確保 

 従来から安定的な売上計上をしている、保守メンテナン

ス業務を継続的に行うことにより、安定した収入を確保し

ます。 

③ 決済代行サービスを中核とした自社サービスの拡充 

 従来から安定的な売上計上をしている、決済代行サービ

スを中核として、新サービスあるいは新機能の付加を行

い、さらに自社サービスを拡充してまいります。 

２．売上総利益率の改善 

 当社は、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をしてまいりましたが、その一部を

内製化することにより、売上総利益率の改善を図ります。

３．徹底した固定費の削減 

 役員報酬の減額、人件費の削減、オフィスの移転による

賃料の減額など、徹底した固定費の削減を実施して、収益

性の改善を図ります。 

４．今後の事業方針「ENHANCEMENT PLAN」の継続推進 

 当社は今後の事業方針としてENHANCEMENT PLANを策定

し、中長期的な成長を確実に実現するために、事業ドメイ

ンの拡大に取り組んでおりますが、当該方針を引き続き推

進することにより、売上と利益の拡大を図ります。 

  

 しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では

継続企業に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務

諸表に反映しておりません。  

当社は、前事業年度において営業損失349,749千円、当期

純損失429,308千円を計上し、当事業年度におきまして

も、営業損失146,524千円、当期純損失263,889千円を計上

いたしました。また、営業活動によるキャッシュ・フロー

も、前事業年度に引き続きマイナスになっている状況であ

ります。これらの状況により継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 そこで当社は下記対策を講じ、当該状況の解消又は改善

に向けて努めてまいります。 

１．安定した売上の確保 

① 受託開発案件の確実な受注 

 従来から売上の中心となっておりました、受託開発案件

につきましては、比較的短納期の案件に集中することによ

り、機動的な受注と確実な売上計上を図ってまいります。 

② 受託開発案件の確実な受注 

 従来から売上の中心となっておりました、受託開発案件

につきましては、比較的短納期の案件に集中することによ

り、機動的な受注と確実な売上計上を図ってまいります。

② 保守メンテナンス売上の安定的な確保 

 従来から安定的な売上計上をしている、保守メンテナン

ス業務を継続的に行うことにより、安定した収入を確保し

ます。 

③ 決済代行サービスを中核とした自社サービスの拡充 

 従来から安定的な売上計上をしている、決済代行サービ

スを中核として、新サービスあるいは新機能の付加を行

い、さらに自社サービスを拡充してまいります。 

２．売上総利益率の改善 

 当社は、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をしてまいりましたが、その一部を

内製化することにより、売上総利益率の改善を図ります。

３．徹底した固定費の削減 

 当社は、引き続き徹底した固定費の削減を実施して、収

益性の改善を図ります。 

４．今後の事業方針「ENHANCEMENT PLAN」の継続推進 

 当社は今後の事業方針としてENHANCEMENT PLANを策定

し、中長期的な成長を確実に実現するために、事業ドメイ

ンの拡大に取り組んでおりますが、当該方針を引き続き推

進することにより、売上と利益の拡大を図ります。 



前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ５．第三者割当増資の実施 

当社は平成21年９月24日に第三者割当増資により新株 

式15,664株を発行しており、また、平成22年2月12日に 

株式会社ディー・ワークスを完全子会社とする簡易 

株式交換により2,764株の新株式を発行しております。 

平成22年３月26日開催の取締役会において決議された 

第三者割当増資及び第三者割当による新株予約権が全. 

て行使された場合に発行される新株式13,000株を合わ 

せて過去6ヶ月の間に31,428株の新株式を発行してお 

り、平成21年９月24日の第三者割当増資前の当社の議 

決権数（36,810個）に対する希薄化率は85.38％とな 

り、相応の株式価値の希薄化につながることとなりま 

す。 

しかしながら、現在、当社グループは財務体質の脆弱 

さにより継続企業の前提に疑義を生じさせるような状 

況が続いており、早期に財務体質の改善を図る必要が 

あること及び当社グループが進めている医療・環境分 

野におけるサービス事業において、当社がもつ決済サ 

ービス、FeliCa技術、連結子会社である株式会社ディ 

ー・ワークスがもつアクセス解析技術、広告効果測定 

サービスのそれぞれが持つ機能を統合してサービス化 

することにより、医療クリニックや学会などに向け 

て、マーケティング支援、来場者管理、会員管理、代 

金決済などの機能が提供可能な新サービスの開発資金 

に充当することにより業績回復が図れることなどから 

今回の資金調達については中長期的な視点から今後の 

安定的な会社運営を行っていくために必要な資金調達 

であり、発行数量及び株式価値の希薄化の規模はかか 

る目的達成のうえで、合理的であると判断しておりま 

す。 

 

 しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では

継続企業に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務

諸表に反映しておりません。  



(5）重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

 当社は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

簿価切り下げの方法により算定）を採用

しております。 

(1）仕掛品 

 当社は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

簿価切り下げの方法により算定）を採用

しております。 

   （会計処理の変更） 

 当事業年度より「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日公表分）を適用しておりま

す。なお、これによる当事業年度の損益に

与える影響はありません。 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

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          ８～10年 

 工具器具及び備品    ４～５年 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 （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（リース資産を除く） 

 （自社利用目的のソフトウェア） 

同左 

  (3）リース資産 

  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。

 なお、所有権移転外ファイナンス・ 

 リース取引のうち、リース取引開始日が

 平成20年３月31日以前のリース取引につ

 いては、通常の賃貸借処理に係る方法に

準じた会計処理によっております。  

(3）リース資産 

  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。

     

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 



項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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 ―  ―  

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 

(6）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度より「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））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が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た会計処理を適用しており

ます。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。 

（ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準） 

  受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準につい 

 ては、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事 

 契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19 

 年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指 

 針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27 

 日）を当事業年度より適用し、当事業年度に着手したソ 

 フトウェア開発契約から、当事業年度末までの進捗部分 

 について成果の確実性が認められるものについては進行 

 基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のもの 

 については検収基準を適用しております。 

  これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ 

 ん。 



 該当事項はありません。 

(7）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は5.9％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94.1％であ

ります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は0.2％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は99.8％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 45,277千円

給与手当   100,605  

法定福利費  14,778 

支払手数料  51,375 

地代家賃  51,020 

減価償却費   11,971 

営業費  22,579 

          

役員報酬 千円32,342

給与手当    48,271

通信費  15,222

支払手数料   40,414

業務委託費   10,500

※２ 本社移転費用の内訳  

 現状回復費    18,351千円 

 契約違約金相当額 14,216千円 

 リース解約損  12,280千円 

 建物除却損 18,862千円 

    合  計   63,710千円 

    

－ 

※３ 減損損失   

当社は、当事業年度において以下のとおり減損損失

を計上いたしました。 

※３ 減損損失   

当社は、当事業年度において以下のとおり減損損失

を計上いたしました。 

①減損損失を認識した資産 ①減損損失を認識した資産 

場所  用途   種類 

東京都港区  事業用資産  工具、器具及び備品 

東京都港区 事業用資産 ソフトウェア 

場所  用途   種類 

東京都港区  事業用資産 建物 

東京都港区 事業用資産  工具、器具及び備品 

東京都港区 事業用資産 ソフトウェア 

②減損損失の認識に至った経緯   

営業活動から生じた損益の継続的なマイナスの計 

上により、当該事業に係る資産グループについて減 

損損失を認識しております。 

②減損損失の認識に至った経緯   

営業活動から生じた損益の継続的なマイナスの計 

上により、当該事業に係る資産グループについて減 

損損失を認識しております。 

③減損損失の金額 ③減損損失の金額 

工具、器具及び備品   3,853千円 

 ソフトウェア       9,137千円

合  計 12,991千円 

建物  千円 3,168

工具、器具及び備品  千円 851

 ソフトウェア       千円1,234

合  計 千円 5,254

④資産のグルーピングの方法  

当社は減損会計の適用にあたり、事業単位を基準と

した管理会計上の区分に従って資産グルーピングを行

っております。 

④資産のグルーピングの方法  

当社は減損会計の適用にあたり、事業単位を基準と

した管理会計上の区分に従って資産グルーピングを行

っております。 

⑤回収可能額の算定方法  

回収可能価額は零として減損損失を測定しておりま

す。  

⑤回収可能額の算定方法  

回収可能価額は零として減損損失を測定しておりま

す。  



該当事項はありません。 

前事業年度（平成21年３月31日）及び当事業年度（平成22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。 

（株主資本等変動計算書関係）

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、 

    リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース 

    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、その内容は次のとおり 

    であります。 

－  

  

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 

   当事業年度末において重要なリース契約は解約をし

ているため、残高はありません。 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

 当事業年度末において重要なリース契約は解約をし

ているため、残高はありません。 

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        3,459千円

減価償却費相当額        2,990千円

支払利息相当額 712千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

（有価証券関係）



 （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。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 7,981.93円

１株当たり当期純損失金額  13,824.14円

１株当たり純資産額 5,298.21円

１株当たり当期純損失金額 6,072.84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。 

 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。 

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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)  △429,308  △263,889

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） 
 △429,308  △263,889

期中平均株式数（株）  31,055  43,454

             

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720 個） 

新株予約権３種類（新株予約権の

数101個） 



（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

―  

当社は、平成22年3月26日開催の当社取締役会において、

下記のとおり第三者割当により発行される株式（以下「本

新株式」という。）及び第三者割当により発行される第５

回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の募集を

行うことについて決議し、平成22年４月12日付で新株式及

び新株予約権を発行いたしました。 

１．募集の概要 

 新株式募集の概要 

   第５回新株予約権募集の概要 

  

（1）発 行 期 日 平成22年4月12日（月）

（2）発行新株式数 普通株式   10,000株

（3）発行価額 １株につき金 20,000円

（4）発行価額の総額 200,000,000円 

（5）資本組入額 １株につき金 10,000円

（6）資本組入額の総額 100,000,000円 

（7）募集又は割当方法 第三者割当の方法による

（8）割当先及び株式数 スガキコシステムズ株式会社

                  2,500株 

高田 隆右     2,500株 

小栗 正次     1,000株 

小黒 一三     2,500株 

玉木 栄三郎    1,500株 

(9) 前記各号については、金融商品取引法に基づく本新株

発行に係る有価証券届出書の効力発生を条件とする。 

（1）発 行 期 日 平成22年4月12日（月） 

（2）新株予約権の総数         30個 

（3）発行価額 １個につき金 75,500円 

（4）発行価額の総額 2,265,000円 

（5）当該発行による潜在株 

     式数 

3,000株 

（6）調達資金の額(新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の価額) 

69,000,000円 

（7）行 使 価 額 23,000円 

（8）募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

（9）割当先及び割当数 遠矢 康太郎   30個 

(10) 前記各号については、金融商品取引法に基づく本新株

予約権発行に係る有価証券届出書の効力発生を条件と

する。 



前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  （注）本新株予約権の特徴 

   ①当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する

ことを決議した場合には、会社法第273条第2項の規

定に従って2週間前までに通知又は公告したうえ

で、かかる取得日に残存する本新株予約権の全部又

は一部を新株予約権１個あたりの払込金額と同額で

取得することができます。 

   ②割当先は、買い取った本新株予約権を第三者に 

     譲渡する場合は、当社の取締役会の承認を必要と 

     します。 

   

 ２． 募集の目的及び理由 

（１）資金調達の背景 

  当社は事業方針である「ENHANCEMENT PLAN」のも

と、事業ドメインの拡大とサービス事業分野への参入

の取り組みを行っており、これにより従来の「受託開

発型」の事業から「積み上がり型収益モデル」事業へ

の移行をし、安定的でかつ確実な成長を目指しており

ます。 

  当社といたしましては、財務基盤を強化するととも

に、昨年より取組んでいるが必ずしも十分な成果をあ

げていない、医療・環境分野へのサービスの拡充を加

速させ「積み上がり型収益モデル」事業の構築という

成長戦略の中核に位置付けるべく、積極的な投資を実

施したいと考えております。 

具体的には、当社がもつRFID技術、URL誘導ツールな

どのFeliCa技術、決済代行サービス、平成22年2月に簡

易株式交換により完全子会社とした株式会社ディー・

ワークスの持つアクセス解析・広告効果測定サービス

などの機能やサービスを統合した付加価値の高いサー

ビスの開発・販売、また当該サービスの開発・販売に

必要な人員や子会社管理に必要な人員の増強を検討し

ております。 

以上の、「財務基盤の強化と必要な人員の増強を含

む運転資金」及び「現有の機能やサービスを統合した

付加価値の高いサービスの開発・販売資金」を調達す

るために、第三者割当による本新株式及び本新株予約

権の募集を行いました。 

 なお、当社の子会社である株式会社ロハス・インステ

ィチュートと、青果物大手商社の株式会社ベジテック 

は、生産・加工・物流・販売など、青果物の生産・流通

プロセスにおいて独自の品質管理基準を適用した「ロハ

ス野菜（仮称）」の開発、販売に関して、平成22年1月 

に業務提携を行いました。 



  

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。 

  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  本新株予約権の割当先として遠矢康太郎氏を選定して

おり、同氏は株式会社ベジテックの代表取締役を務め

ています。これにより株式会社ベジテックと当社グル

ープの提携関係がより強化され、株式会社ベジテック

と当社グループが行う共同事業が加速されることも期

待しております。 

  以上により、財務基盤を強化し、事業ドメインの拡

大とサービス事業分野への参入を加速させ「積み上が

り型収益モデル」を確立することで利益の 大化を図

ることが、当社の企業価値及び株主価値を高めること

であると判断し、本新株式及び本新株予約権の募集を

決議いたしました。 

  

（注1）「ENHANCEMENT PLAN」は、平成20年10月に当社が

策定した経営戦略で、事業ドメインの拡大とサービス

事業分野への参入を主軸として「積み上がり型収益モ

デル」の構築を経営方針としております。具体的なサ

ービス分野としては、マーケティング、広告、物流、

決済、セキュリティー、物販などであり、当社が持つ

RFID技術を基盤に、新たな技術開発やM&Aを手法とし

た拡大戦略です。 

（注2）CO2 排出権付き商品を販売するe コマースサイト

の立ち上げ開発につきましては開発に取り組み中であ

り、現時点では開発資金は一部未消化となっておりま

す。 

６．その他
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