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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第2四半期 127 ― △76 ― △78 ― △87 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第2四半期 △2,604.81 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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月期第2四半期 515 410 79.6 7,825.00
21年3月期 469 252 53.8 7,981.93

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  410百万円 21年3月期  252百万円

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

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

21年3月期 ― ― ― ― ―

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 425 25.4 △37 ― △40 ― △49 ― △1,150.51



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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月期第2四半期 52,474株 21年3月期  31,610株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 33,759株 21年3月期第2四半期 30,910株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した平成22年3月期の業績予想数値及び３ページに記載した平成22年3月期通期連結業績予想数値は、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、上記及び３ページに記載した予想数値と異なる場合
があります。 
なお、上記及び３ページに記載した予想数値に関する事項は４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。 



５．平成 22 年 3 月期の通期連結業績予想 

（％表示は対前期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 

495 40.7 △42 ― △28 ― △40 ― △947.93

（注）平成 22 年 9 月 16 日に公表しましたとおり、医療・環境分野へのサービス拡充を図ることを目的として、当社 100％

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いたしました。当該子会社の設立により平成 22 年 3

月期第３四半期より連結での開示となるため、通期の連結業績予想を公表いたします。 



当第２四半期累計期間におけるわが国の経済情勢は、一部で改善の動きが見られたものの、本格的な回復にはほ

ど遠いものがあり、経済活動は依然として低い水準にあります。 

 このような状況下、当社におきましては、積み上がり型収益モデルを中核に事業再編を行うことを期初より計画

し、平成21年9月3日に公表した、ロハスカーボンCO2研究所株式会社との資本・業務提携によりその取り組みを開始

しました。 

 しかしながら、期初に計画しておりました開発受託案件が95,727千円の売上減少となり、一方、期初予算では見込

んでいなかった、医療クリニックに対するマーケティング支援業務が28,502千円売上計上されましたが、当第２四半

期累計期間の売上高は127,752千円となり、売上の減少にともない、営業損失は76,538千円となりました。 

 また、9月24日に実施した第三者割当増資にともなう、株式交付費2,559千円を営業外費用として計上したことによ

り経常損失は78,633千円となり、前期に見込計上した本店移転費用の差額3,148千円、Global Business Design(UK)

Ltd.の子会社清算損1,398千円及び固定資産の減損損失4,610千円を特別損失として計上したことにより四半期純損失

は87,935千円となりました。 

 事業部門別の状況は次のとおりであります。 

  

（RFID事業） 

期初に計画しておりました開発受託案件の売上減少の内容としましては、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が第2四半期にその一部が売上計上されたものの、昨今の経済情勢により顧客計画

が大幅に縮小されたことによる売上減少、携帯電話キャリア向けソフトウェア開発案件を第2四半期に売上計上しま

したが、一部機能の導入遅れによる売上減少、オンラインバンク向け案件の失注、その他コンサルティング案件等の

失注により、合わせて95,727千円の売上減少となり、当第２四半期累計期間の売上高は120,501千円となりました。 

  

（決済事業） 

 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並びにクレジットカード会社との加

盟店代行契約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２四半期累計期間の売上高は7,251千

円となりました。 

  

  

 当第２四半期会計期間末の総資産は515,575千円となり、前事業年度末比46,286千円の増加となりました。その主

な要因は売掛金49,845千円、未収入金15,948千円、敷金及び保証金33,174千円の減少要因があったものの、関係会社

株式の取得により172,200千円が増加したことによるものです。負債は104,966千円となり、前事業年度末比112,013

千円の減少となりました。その主な要因は買掛金47,841千円、未払金53,860千円、加盟店預り金10,586千円の減少に

よるものです。また、純資産は410,608千円となり、前事業年度末比158,300千円の増加となりました。その主な要因

は四半期純損失87,935千円の計上があったものの新株予約権の行使及び平成21年９月24日付で第三者割当増資による

新株発行により資本金、資本準備金がそれぞれ123,117千円増加したことによるものです。 

  

  

  当社は今後も、平成21年9月3日に公表したロハスカーボンCO2研究所株式会社との資本・業務提携（平成21年９月

 25日付で同社普通株式210株、議決権比率20.79％を取得）により、事業再編を徹底して行ってまいります。この方 

 針のもと、平成21年9月16日公表しましたように、医療・環境分野へのサービスの拡充を図ることを目的として、当

 社の100%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しており、平成22年3月期第3四半期より連結

 いたします。 

また、医療分野では、医学会会員管理システム、医院向けインターネットマーケティングや決済支援サービスな

どを新規に構築し、環境分野でのロハスカーボンCO2研究所株式会社が保有するLOHAS 商標利用権や環境コンテンツ

を活用した商品や媒体開発、電子CO2 排出権取引サービスなどの提供をすることで、「積み上げ型の収益モデル」

での早期の黒字化を図ります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

 ①簡便な会計処理  

  重要な事項はありません。  

 ②四半期財務諸表の作成に特有な会計処理 

  税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。  

  

 ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準の変更  

 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）を第１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期

間に着手したソフトウェア開発契約から、当第２四半期会計期間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。 

 これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 207,367 227,610 

売掛金 88,497 138,343 

受取手形 － 6,754 

仕掛品 7,244 956 

未収入金 15,911 31,860 

その他 11,668 13,938 

流動資産合計 330,689 419,462 

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 11,658 11,377 

減価償却累計額 △11,658 △11,377 

工具、器具及び備品（純額） 0 0 

有形固定資産合計 0 0 

投資その他の資産   

関係会社株式 172,200 3,744 

敷金及び保証金 12,060 45,234 

その他 625 846 

投資その他の資産合計 184,885 49,825 

固定資産合計 184,885 49,825 

資産合計 515,575 469,288 

負債の部   

流動負債   

買掛金 61,020 108,861 

未払金 26,902 80,763 

未払法人税等 1,318 1,211 

加盟店預り金 12,146 22,732 

その他 3,578 3,410 

流動負債合計 104,966 216,979 

負債合計 104,966 216,979 



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 586,197 463,080 

資本剰余金 531,197 408,080 

利益剰余金 △706,786 △618,851 

株主資本合計 410,608 252,308 

純資産合計 410,608 252,308 

負債純資産合計 515,575 469,288 



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高  

ＲＦＩＤ事業売上高 120,501

決済代行事業売上高 7,251

売上高 127,752

売上原価  

ＲＦＩＤ事業原価 101,042

決済代行事業原価 5,210

売上原価 106,253

売上総利益 21,498

販売費及び一般管理費 98,037

営業損失（△） △76,538

営業外収益  

受取利息 38

その他 425

営業外収益合計 464

営業外費用  

株式交付費 2,559

営業外費用合計 2,559

経常損失（△） △78,633

特別損失  

減損損失 4,610

本社移転費用 3,148

子会社清算損 1,398

特別損失合計 9,157

税引前四半期純損失（△） △87,790

法人税等 145

四半期純損失（△） △87,935



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高  

ＲＦＩＤ事業売上高 111,036

決済代行事業売上高 3,283

売上高 114,320

売上原価  

ＲＦＩＤ事業原価 93,204

決済代行事業原価 2,161

売上原価 95,365

売上総利益 18,955

販売費及び一般管理費 47,711

営業損失（△） △28,756

営業外収益  

受取利息 38

その他 250

営業外収益合計 289

営業外費用  

株式交付費 2,559

営業外費用合計 2,559

経常損失（△） △31,026

特別損失  

減損損失 4,610

子会社清算損 611

特別損失合計 5,222

税引前四半期純損失（△） △36,248

法人税等 145

四半期純損失（△） △36,393



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △87,790

減価償却費 505

株式交付費 2,559

減損損失 4,610

本社移転費用 3,148

子会社清算損益（△は益） 1,398

受取利息及び受取配当金 △38

売上債権の増減額（△は増加） 56,599

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,288

仕入債務の増減額（△は減少） △47,841

未収入金の増減額（△は増加） 38,523

未払金の増減額（△は減少） △57,008

加盟店預り金の増減額（△は減少） △10,586

その他 2,910

小計 △99,297

利息及び配当金の受取額 38

法人税等の支払額 △290

営業活動によるキャッシュ・フロー △99,548

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 △3,743

無形固定資産の取得による支出 △1,371

敷金及び保証金の差入による支出 △12,060

敷金及び保証金の回収による収入 22,659

子会社の清算による収入 2,345

関係会社株式の取得による支出 △172,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,370

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 243,676

財務活動によるキャッシュ・フロー 243,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,243

現金及び現金同等物の期首残高 227,610

現金及び現金同等物の四半期末残高 207,367



  

 当社は平成21年７月10日、平成21年８月11日、平成21年８月12日付の新株予約権の行使による払込、及び平成

21年９月24日付で、石原 啓資氏、宮嶋 淳氏、秋山 美知子氏、廣比 利次氏、丸山 浩一氏、中田 紀男氏

の計６名より第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当第２四半期会計期間において資本金が123,117

千円、資本準備金が123,117千円増加し、当第２四半期会計期間において資本金が586,197千円、資本準備金が

531,197千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

   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、当第２四半期

累計期間におきましても、営業損失76,538千円、四半期純損失87,935千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。 

５．第三者割当増資の実施 

  当社は平成21年９月３日開催の取締役会において決議した第三者割当による新株式の発行により財務基

 盤を安定させ、また、増資により調達した資金をもってロハスカーボンCO2研究所株式会社との資本業務提

 携を行うことにより、顧客データベース、集金代行スキーム、医療・環境分野における商権、LOHAS商標権

 利など同社の持つ経営資源を積極的に当社で活用することにより収益力の向上につながり、早期の収益改 

 善に資するものと見込んでおります。 

  

 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す。 

 なお、四半期財務諸表は、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

の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。   

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

  

  

「参考資料」

前年同四半期に係る連結財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：千円）

  
前第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

          （単位：千円） 

  
前第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



  

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  （単位：千円）

  
前第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 



（重要な後発事象）  

  

６．その他の情報

当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当社は、平成21年10月30日開催の当社取締役会において株式会社ロハス・インスティチュートが第三者割

当増資により発行する株式を引受け、同社を当社の子会社とすることといたしました。 

１．第三者割当増資引受（子会社化）の目的 

   株式会社ロハス・インスティチュートは、LOHAS商標権並びにLOHASCLUB商標権の管理業務を行うとと

もに、同社代表の小黒 一三氏を中核に、福岡 伸一氏（分子生物学者・青山学院大学教授）をはじめと

する環境分野における著名な方々が理事として名を列ね、環境分野におけるシンクタンクとしての役割

を担っております。特に、小黒 一三氏は、毎年環境省と共催して新宿御苑にて開催する「ロハスデザ

イン大賞」などの環境分野の多くのプロジェクトに関与しております。また、同氏が編集長を務める雑

誌「ソトコト」（編集：株式会社トド・プレス、発行：株式会社木楽舎）は同分野をリードする斬新な

雑誌として定評があり、CO2排出権付き定期購読をわが国において 初に始めております。また同氏は

一般社団法人ロハスクラブの代表を務め、ロハス関連商品やサービスの審査、承認及び認定等を行って

おります。 

同社が有する各種権利や小黒氏の人脈を、当社が持つ技術や人材により事業化することで、当社が推

進する環境事業が著しく加速するものと判断しております。具体的には以下の事項を計画しておりま

す。 

・小黒氏の人脈を活用した、サービス・商品の企画・販売 

・環境関連メディアを活用した、関連商品の販売 

・環境関連メディアを活用した、関連商品の販促サービス 

以上により、同社の第三者割当増資を引受け、子会社化することといたしました。 

２．株式会社ロハス・インスティチュートの概要 

  

(1)名称 株式会社ロハス・インスティチュート 

(2)所在地 東京都中央区築地七丁目12番7号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 小黒 一三 

(4)事業内容 商標権の管理、商品の販売、印刷業 

(5)資本金 10百万円 

(6)設立年月日 平成18年5月24日 

(7)大株主及び持株比率 小黒 一三      160株(80.0%) 

石原 啓資       20株(10.0%) 

宮嶋 淳              20株(10.0%) 

(8)上場会社との関係 資本関係 

  

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあり

ません。 

当社の社外取締役である宮嶋 淳は当該会社の株式を10%

保有しており、当社の主要株主である石原 啓資氏は当

該会社の株式を10%保有しております。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。 

当社の主要株主である石原 啓資氏は当該会社の取締

役を務めております。 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

取引関係はありません。 



  

当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

 ３．取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況 

 (1)異動前の所有株式数   0株（議決権の数：0個、所有割合：－%） 

(2)取得株式数      201株（議決権の数：201個、所有割合：50.1%、取得価格：30,150千円） 

 (3)異動後の所有株式   201株（議決権の数：201個、所有割合：50.1%） 

 ※取得価格につきましては、第三者機関により算定された企業価値（DCF方式）から２割程度ディ 

スカウントした価格としました。 

※平成21年9月3日に公表した、9月24日付で第三者割当により調達した資金の使途については、公表した

とおり、ロハスカーボンCO２研究所株式会社との資本・業務提携に充当しております。 

 （平成21年9月25日実行） 

その他の資金使途についても公表したとおりです。従って本件に係る取得資金は全額自己資金を 

充当します。 

４．日程 

   取締役会決議  平成21年10月30日 

   払込期日    平成21年11月6日（予定） 

(9)当該会社の 近3年間の経営成績及び財政状態 

（単位 千円） 平成19年8月期 平成20年8月期 平成21年8月期 

純資産 8,701 7,374 5,686 

総資産 11,275 7,537 5,827 

1株当たり純資産（円） 43,508.02 36,874.91 28,432.17 

売上高 3,852 7,267 6,063 

営業利益 △891 △1,273 △1,624 

経常利益 △883 △1,253 △1,617 

当期純利益 △954 △1,326 △1,688 

1株当たり当期純利益（円） △4,773.14 △6,633.11 △8,442.74 

1株当たり配当金 － － － 
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