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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 187 ― △294 ― △294 ― △354 ―

20年3月期第3四半期 423 ― △169 ― △168 ― △215 ―

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3四半期 △11,463.18 ―

20年3月期第3四半期 △7,254.63 ―

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3四半期 456 321 70.3 10,355.17
20年3月期 862 674 78.2 21,854.34

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  321百万円 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 319 △52.5 △361 ― △361 ― △423 ― △13,646.65

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．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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  30,943株 20年3月期第3四半期  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３四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、その利用シーン及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て事業を進めることを計画しました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高187,918千円、営業損失は294,234千円、経

常損失は294,136千円、今後の事業環境を考慮し、賃料の削減を目的とした本社移転費用58,363千円を特別損失に計

上した結果、四半期純損失は354,705千円となりました。 

 事業部門別の状況は、次のとおりであります。 

（RFID事業） 

 当第３四半期連結累計期間においては、アパレルメーカー向けのCRMシステム開発や、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。 

 この結果、当事業の売上高は169,344千円、営業損失は211,470千円となりました。 

  

（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３四半期連結累計期間の売

上高は18,573千円、営業利益は146千円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は456,619千円となり、前連結会計年度末比405,588千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81,431千円、売掛金の回収による減少214,564千円、未収入金の回収によ

る減少70,503千円によるものです。負債は135,505千円となり、前連結会計年度末比52,496千円の減少となりまし

た。その主な要因は、買掛金の支払いによる減少75,265千円によるものです。また純資産は321,113千円となり、前

連結会計年度末比353,092千円の減少となりました。その主な要因は四半期純損失354,705千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、注力する事業分野をハードウェアからソフトウェアへ転換することを期初より計画し、顧客企業

数社から引き合いのあった大型開発案件に集中する計画を策定いたしました。従来から当社グループの事業は顧客企

業の検収時期により、下半期に偏重しておりましたが、当期は大型案件への集中により特にその傾向が顕著となり

（下半期売上の通期売上に占める比率はおよそ８割）、なかでも第4四半期に偏った事業計画となっておりました。 

 平成20年10月23日付で、第2四半期累計期間の業績予想を下方修正しましたが、第2四半期累計期間で下回った案件

はハードウェア分野あるいは比較的短納期の中小型案件であったため、下半期に売上計上を予定している大型案件に

は影響はないと判断し、また、新事業方針（ENHANCEMENT PLAN）を策定して、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開始することで、通期業績予想は達成できるものと判断いたしました。 

 しかしながら、今下期からの急速な経済状況の悪化に伴い、顧客企業が予算削減等の施策を講じるなか、当下期に

売上計上を予定していた主要案件の執行停止、あるいは延期が見込まれる状況となりました。当社グループとしまし

ては引き続き売上計上に向けての最大限の努力を継続しておりますが、当社グループが事業の中核としている新規事

業分野や研究開発分野における開発請負業務は、経済環境の変化の影響を受けやすい中、顧客企業の事業状況などを

考慮した場合、当期中の売上計上は困難であると判断するに至りました。 

 また、中長期的な成長を目指して策定したENHANCEMENT PLANによる活動は継続しておりますが、当期の業績には未

だ寄与しておりません。 

 以上により、平成21年1月30日に平成21年３月期の連結業績予想を、売上高319百万円、営業損失361百万円、経常

損失361百万円、当期純損失423百万円といたしました。 



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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 314,483 395,915

売掛金 15,875 230,440

仕掛品 5,592 18,402

未収入金 45,804 116,308

その他 11,957 9,902

流動資産合計 393,713 770,968

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 △27,297 △3,651

建物及び構築物（純額） 1,594 25,240

工具、器具及び備品 15,231 14,447

減価償却累計額 △10,455 △7,905

工具、器具及び備品（純額） 4,776 6,541

有形固定資産合計 6,370 31,781

無形固定資産   

ソフトウエア 9,969 12,131

無形固定資産合計 9,969 12,131

投資その他の資産   

敷金及び保証金 45,578 45,876

その他 986 1,449

投資その他の資産合計 46,564 47,326

固定資産合計 62,905 91,239

資産合計 456,619 862,208

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,908 87,174

未払金 103,202 70,416

未払法人税等 1,192 1,059

加盟店預り金 15,227 24,492

その他 3,974 4,858

流動負債合計 135,505 188,001

負債合計 135,505 188,001



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 △545,123 △190,418

株主資本合計 323,036 674,221

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,922 △15

評価・換算差額等合計 △1,922 △15

純資産合計 321,113 674,206

負債純資産合計 456,619 862,208



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 187,918

売上原価 169,395

売上総利益 18,522

販売費及び一般管理費 312,757

営業損失（△） △294,234

営業外収益  

受取利息 410

その他 491

営業外収益合計 902

営業外費用  

株式交付費 113

為替差損 574

その他 115

営業外費用合計 803

経常損失（△） △294,136

特別損失  

リース解約損 2,205

本社移転費用 58,363

特別損失合計 60,568

税金等調整前四半期純損失（△） △354,705

四半期純損失（△） △354,705



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 32,068

売上原価 30,414

売上総利益 1,653

販売費及び一般管理費 90,519

営業損失（△） △88,865

営業外収益  

受取利息 1

その他 △3

営業外収益合計 △2

営業外費用  

為替差損 126

その他 115

営業外費用合計 242

経常損失（△） △89,110

特別損失  

リース解約損 2,205

本社移転費用 58,363

特別損失合計 60,568

税金等調整前四半期純損失（△） △149,679

四半期純損失（△） △149,679



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △354,705

減価償却費 9,789

株式交付費 113

本社移転費用 58,363

受取利息及び受取配当金 △410

売上債権の増減額（△は増加） 214,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,810

仕入債務の増減額（△は減少） △75,265

未収入金の増減額（△は増加） 70,286

未払金の増減額（△は減少） △6,805

加盟店預り金の増減額（△は減少） △9,265

その他 △2,267

小計 △83,294

利息及び配当金の受取額 410

法人税等の支払額 △145

営業活動によるキャッシュ・フロー △83,029

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 △74

敷金及び保証金の回収による収入 195

投資活動によるキャッシュ・フロー △664

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 △1,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,431

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 314,483



 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 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12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、当第３四半

期連結累計期間におきましても、営業損失294,234千円、四

半期純損失354,705千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、当該状況の解消に

向けて努めてまいります。 

１． 徹底したコストダウンの実施 

  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、徹底したコストダウンを実施して、収益 

 性の改善を図ります。 

２． 安定した売上と利益の確保 

  従来から安定的な売上計上をしている、保守メンテナン 

 ス売上や決済代行による売上により、安定した収入を確保 

 します。また、これまでの当社グループの開発ノウハウを 

 有効に活用した開発案件にも引き続き取り組み、徹底した 

 コストダウンの効果と併せて、利益の確保を図ります。 

３． 今後の事業方針「ENHANCEMENT PLAN」の推進 

  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 

 ドメインの拡大とサービス事業の参入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。 

  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すべく、サービス事業分野での利益の 

 拡大を図ります。なお、サービス事業としてはコマース・ 

 マーケティング分野を中核とします。また、上記の中核事 

 業分野を補完するセキュリティー分野、コールセンター分 

 野、決済センター分野などの周辺事業への取り組みも同時 

 並行的に行います。 

  

 なお、当社グループは有利子負債がなく、上記の対策の実

行により、資金の安定化と収益の向上を図ることが可能とな

ります。四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表に反映しておりません。 



（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（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  

  

 
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  26,668 5,399 32,068 － 32,068 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － 

 計 26,668 5,399 32,068 － 32,068 

営業利益又は営業損失（△） △64,159 △353 △64,512 △24,353 △88,865 

 
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  169,344 18,573 187,918 － 187,918 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － 

 計 169,344 18,573 187,918 － 187,918 

営業利益又は営業損失（△） △211,470 146 △211,324 △82,910 △294,234 

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〕 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

 ヨーロッパ・・・英国 

３．地域区分の変更 

 従来、本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であったため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しておりましたが、当第３四半期連結会計期間において「ヨーロッパ」の売上高

が、全セグメントの売上高の合計に占める割合が10％以上となったため、地域区分を「日本」と「ヨーロッ

パ」とし、所在地別セグメント情報を記載することといたしました。 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

 当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  
日本 

（千円） 
ヨーロッパ 
（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 28,146 3,921 32,068 ― 32,068 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― 625 625 (625) ― 

計 28,146 4,547 32,694 (625) 32,068 

営業利益（又は営業損失） △88,868 2 △88,865 ― △88,865 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   423,414 100.0 

Ⅱ 売上原価   283,899 67.1 

売上総利益   139,514 32.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   308,757 72.9 

営業損失（△）   △169,243 △40.0 

Ⅳ 営業外収益       

 １．受取利息 714     

 ２．その他  0 715 0.2 

Ⅴ 営業外費用       

 １．為替差損 11 11 0.0 

経常損失（△）   △168,539 △39.8 

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 4.7 

税金等調整前四半期純損
失（△）   △188,415 △44.5 

法人税、住民税及び事業
税   26,611 6.3 

四半期純損失（△）   △215,027 △50.8 

       



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △188,415 

減価償却費  10,598 

固定資産除却損  4,568 

受取利息  △714 

売上債権の増減額（増加△）  359,244 

たな卸資産の増減額（増加△）  △55,786 

仕入債務の増減額（減少△）   30,912 

未収入金の増減額（増加△）  △55,120 

未払金の増減額（減少△）   △999 

加盟店預り金の増減額（減少△） △3,227 

その他  △22,990 

小計 78,069 

利息の受取額  714 

法人税等の支払額  △97,369 

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,585 

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  △49,986 

無形固定資産の取得による支出  △7,212 

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 △112,566 

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 △49 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △131,202 

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第３四半期末
残高 

528,257 

   



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  
RFID事業 
（千円） 

決済代行事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上

高 
398,240 25,173 423,414 － 423,414 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － 

計 398,240 25,173 423,414 － 423,414 

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

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

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 
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