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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 194 3.4 △116 ― △129 ― △140 ―

21年3月期第3四半期 187 ― △294 ― △294 ― △354 ―

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3四半期 △3,500.96 ―

21年3月期第3四半期 △11,463.18 ―

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3四半期 437 372 82.3 7,099.94
21年3月期 470 252 53.7 7,994.45

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  360百万円 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）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 495 40.7 △42 ― △28 ― △40 ― △947.93



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４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４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 

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、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想数値に関する事項は３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。 

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月期第3四半期 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3四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 40,020株 21年3月期第3四半期 30,943株



 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は穏やかな回復傾向で推移致しましたが、雇用情勢の悪化やデフレ

傾向など、依然として厳しい状況が続いております。 

   このような状況下、当社グループでは、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計画し、平成21年

 ９月25日付けでロハスカーボンCO2研究所株式会社の株式20.79％を取得し、同社との資本・業務提携によりその取り

 組みを開始しました。また、平成21年９月17日付けで当社100％子会社であるイー・キャッシュライフウェア株式会 

 社の設立、平成21年11月6日付けで株式会社ロハス・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、同社株式の50.1％を取得して子会社化し、当第３四半期より連結しております。 

    しかしながら、これらの事業再編によるシナジー効果は当第４四半期以降の業績に寄与する見込みとなっておりま 

   す。 

    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、売上高は194,349千円（前第３四半期連結累計期 

  間比3.4％増）となり、営業損失は116,546千円（前第３四半期連結累計期間は営業損失294,234千円）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2,559千円及び持分法による投資損失10,672 

  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129,695千円（前第３四半期連結累計期間は経常損失 

   294,136千円）、四半期純損失は140,108千円（前第３四半期連結累計期間は四半期純損失354,705千円）となりまし 

   た。 

         

    事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりです。 

  

   （RFID事業）  

   当第３四半期連結累計期間においては、子供向けテーマパークの会員登録システム開発及び携帯電話向けアプ 

  リケーションプラットフォームの開発等を行いました。この結果、当事業の売上高は146,532千円（前第３四半期

  連結累計期間比13.5％減）営業損失は33,355千円（前第３四半期連結累計期間は営業損失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３四半期連結累計期 

   間の売上高は10,479千円（前第３四半期連結累計期間比43.6％減）、営業利益は156千円（前第３四半期連結累計 

   期間比6.7％増）となりました。 

  

   （マーケティング事業） 

    当事業は、当第２四半期会計期間より新たに医療クリニックに対するマーケティング業務を行っており、「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。     

    当第３四半期連結累計期間の売上高は36,400千円、営業利益は3,307千円となりました。 

    

   （その他事業） 

    当事業は、当第３四半期連結会計期間より連結子会社（株式会社ロハス・インスティチュート）が販売する健康

   グッズ等を「その他事業」として新たなセグメントとしており、当第３四半期連結累計期間の売上高は936千円、 

   営業損失は4,264千円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は437,790千円となり、前連結会計年度末比32,448千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82,180千円、売掛金の回収による減少98,555千円、未収入金の回収による

減少16,975千円、のれんの発生による増加15,658千円、関係会社株式取得による増加161,527千円によるものです。

負債は65,227千円となり、前連結会計年度末比152,306千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94,838千円、未払金の支払いによる減少47,029千円によるものです。また純資産は372,562千円となり、前

連結会計年度末比119,857千円の増加となりました。その主な要因は株式の発行による資本金及び資本剰余金の増加

246,235千円、四半期純損失140,108千円の計上によるものです。   

  

   平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月26日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  当社グループでは、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計画し、ロハスカーボンCO2研究所株

式会社との資本・業務提携、100％子会社であるイー・キャッシュライフウェア株式会社の設立、株式会社ロハス・

インスティチュートの子会社化など事業再編を行っております。これらの事業再編によるシナジー効果は当第４四半

期以降の業績に寄与する見込みとなっております。   

  なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって

予想数値とは異なる可能性があります。    

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。   

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、税金等調整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。 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

  

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）

（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

（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．連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更  

   平成21年９月17日付でイー・キャッシュライフウェア株式会社を設立 

  し、みなし取得日を平成21年９月30日として子会社化しております。重要

   性の観点から第２四半期会計期間では連結の範囲には含めておりませんで

   したが、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

   また、平成21年11月６日付で株式会社ロハス・インスティチュートの株式

  50.1％を取得したことにより当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に

  含めております。 

    

(2) 変更後の連結会社の数 

  ２社  

２．持分法の適用に関する事項の変更 (1) 持分法適用非連結関連会社の変更 

  平成21年９月25日付でロハスカーボンCO2研究所株式会社の株式20.79％

を取得し、みなし取得日を平成21年９月30日として持分法適用関連会社と

しております。重要性の観点から第２四半期会計期間では持分法の範囲に

含めておりませんでしたが、当第３四半期連結会計期間より持分法の範囲

に含めております。  

  

 (2) 変更後の持分法適用関連会社の数 

   １社  

３．連結子会社の事業年度等に関する事

項  

   連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税等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。  

６．のれんの償却に関する事項    のれんの償却については、３年間の定額法により償却を行っておりま  

 す。 

  

７．会計処理基準に関する事項の変更   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３四半期連結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。 



  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、当第３四半期連

 結累計期間におきましても、営業損失116,546千円、四半期純損失140,108千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 

    当社グループは、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。 

 ５．経営資源の活用 

   当社グループは、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ロハス・インスティチュー 

  ト、持分法適用関連会社であるロハスカーボンCO2研究所株式会社との業務提携を深めることにより、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標、LOHAS商標権利など同社のもつ経営資源を積極的に当社グ 

  ループ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ます。 

 なお、四半期連結財務諸表は、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 

  を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 148,255 230,436 

受取手形及び売掛金 47,639 146,195 

商品 1,796 － 

仕掛品 289 956 

未収入金 22,350 39,325 

その他 26,677 6,872 

流動資産合計 247,008 423,786 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,463 － 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,463 － 

建物及び構築物（純額） 0 － 

工具、器具及び備品 11,658 11,377 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △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 

無形固定資産   

のれん 15,658 － 

その他 1,020 － 

無形固定資産合計 16,678 － 

投資その他の資産   

関係会社株式 161,527 － 

敷金及び保証金 12,060 45,605 

その他 515 846 

投資その他の資産合計 174,103 46,452 

固定資産合計 190,781 46,452 

資産合計 437,790 470,238 

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,023 108,861 

未払金 34,249 81,279 

未払法人税等 1,557 1,211 

加盟店預り金 13,447 22,732 

その他 1,949 3,449 

流動負債合計 65,227 217,534 

負債合計 65,227 217,534 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 △757,207 △617,099 

株主資本合計 360,188 254,060 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 － △1,356 

評価・換算差額等合計 － △1,356 

少数株主持分 12,374 － 

純資産合計 372,562 252,704 

負債純資産合計 437,790 470,238 



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 187,918 194,349 

売上原価 169,395 160,586 

売上総利益 18,522 33,762 

販売費及び一般管理費 312,757 150,308 

営業損失（△） △294,234 △116,546 

営業外収益   

受取利息 410 57 

その他 491 426 

営業外収益合計 902 483 

営業外費用   

株式交付費 113 2,559 

持分法による投資損失 － 10,672 

為替差損 574 － 

その他 115 400 

営業外費用合計 803 13,632 

経常損失（△） △294,136 △129,695 

特別損失   

減損損失 － 4,610 

リース解約損 2,205 － 

本社移転費用 58,363 3,148 

子会社清算損 － 3,151 

特別損失合計 60,568 10,909 

税金等調整前四半期純損失（△） △354,705 △140,605 

法人税等 － 712 

少数株主損失（△） － △1,209 

四半期純損失（△） △354,705 △140,108 



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 32,068 66,596 

売上原価 30,414 54,333 

売上総利益 1,653 12,263 

販売費及び一般管理費 90,519 52,271 

営業損失（△） △88,865 △40,008 

営業外収益   

受取利息 1 18 

その他 △3 0 

営業外収益合計 △2 18 

営業外費用   

持分法による投資損失 － 10,672 

為替差損 126 － 

その他 115 400 

営業外費用合計 242 11,072 

経常損失（△） △89,110 △51,062 

特別損失   

リース解約損 2,205 － 

本社移転費用 58,363 － 

子会社清算損 － 1,752 

特別損失合計 60,568 1,752 

税金等調整前四半期純損失（△） △149,679 △52,814 

法人税等 － 567 

少数株主損失（△） － △1,209 

四半期純損失（△） △149,679 △52,172 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △140,605 

減価償却費 9,789 505 

減損損失 － 4,610 

株式交付費 113 2,559 

のれん償却額 － 1,423 

本社移転費用 58,363 3,148 

子会社清算損益（△は益） － 3,151 

受取利息及び受取配当金 △410 △57 

持分法による投資損益（△は益） － 10,672 

売上債権の増減額（△は増加） 214,060 97,530 

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,810 947 

仕入債務の増減額（△は減少） △75,265 △96,983 

未収入金の増減額（△は増加） 70,286 35,527 

未払金の増減額（△は減少） △6,805 △57,158 

加盟店預り金の増減額（△は減少） △9,265 △9,284 

その他 △2,267 4,523 

小計 △83,294 △139,489 

利息及び配当金の受取額 410 57 

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 △83,029 △139,792 

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 △3,743 

無形固定資産の取得による支出 － △1,371 

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 

貸付けによる支出 － △20,000 

敷金及び保証金の差入による支出 △74 △12,060 

敷金及び保証金の回収による収入 195 22,659 

その他 － △570 

投資活動によるキャッシュ・フロー △664 △184,940 

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 3,406 243,676 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,406 243,676 

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 △81,056 

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）

－ △1,123 

現金及び現金同等物の四半期末残高 314,483 148,255 



  

  

（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21年10月１日 
至 平成21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346,568千円、当期純損失426,680千円を計上し、

当第３四半期連結累計期間におきましても、営業損失116,546千円、四半期純損失140,108千円を計上い

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 

    当社グループは、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。 

 ５．経営資源の活用 

   当社グループは、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ロハス・インステ 

    ィチュート、持分法適用関連会社であるロハスカーボンCO2研究所株式会社との業務提携を深めることに

    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標、LOHAS商標権利など同社の

   もつ経営資源を積極的に当社グループ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ま

す。 

 なお、四半期連結財務諸表は、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

実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 
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前第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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

（５）セグメント情報

〔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） 

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） 

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） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  41,531  3,228  20,900  936  66,596  －  66,596

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  41,531  3,228  20,900  936  66,596  －  66,596

営業利益又は営業損失（△）  △11,584  764  1,643  △4,253  △13,429  △26,578  △40,008

  
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

  
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） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  146,532  10,479  36,400  936  194,349  －  194,349

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  146,532  10,479  36,400  936  194,349  －  194,349

営業利益又は営業損失（△）  △33,355  156  3,307  △4,264  △34,155  △82,390  △116,546
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２．各区分に属する主要な製品 

  

    ３．事業区分の方法の変更 

    第２四半期会計期間より、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、医療クリニックに 

   対するマーケティング事業を「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．その他（３）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７に記載のとおり、第１ 

     四半期連結会計期間より「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．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、当第３四半期連結会計期間より、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。 

      この変更に伴い、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、 

     RFID事業が37,010千円増加、決済代行事業が2,302千円増加しております。また当第３四半期連結会計期間よ 

     り新たに発生した「マーケティング事業」及び「その他事業」のセグメントにつきましても、同様の基準によ

          り配賦を行っており、マーケティング事業が592千円減少、その他事業が100千円減少となっております。 

  

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  

④その他事業  ・健康グッズ等の販売  
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前第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 

   

 前第３期半期連結累計期間（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、所在地セグメント情報の

 記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12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）及び前第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。 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21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。 

 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、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３四半期連結会計期間末において資本金が586,197千円、 

資本準備金が531,197千円となっております。  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
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

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 （重要な後発事象） 

  

６．その他の情報

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

 当社は、平成22年1月20日開催の取締役会において、平成22年2月12日を効力発生日として、当社を「株 

式交換完全親会社」、株式ディー・ワークスを「株式交換完全子会社」とする株式交換を行うことを決議 

し、同日付で株式交換契約書を締結いたしました。 

  

 1. 株式交換による完全子会社化の目的 

     当社は、事業方針である『ENHANCEMENT PLAN』の基、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ますが、医療・環境分野へのサービスの拡充を行うことで、「積み上が 

     り型収益モデル」を中核に事業再編を加速させることを図っており、これらにより、安定的でかつ確 

     実な成長を目指しております。 

       一方、株式会社ディー・ワークスは、携帯電話、スマート・フォン向けサイトを中心としたアクセ 

     ス解析・広告効果測定サービス「wellout」（注）をSaaS (Software as a Service)として提供してお 

     り、その優れた機能と技術力が評価され、当該サービスは既に延べ250以上の事業者に採用されてお 

     り、顧客企業の数を毎年着実に増やしております。 

   当社は、株式会社ディー・ワークスの経営資源を活用することで、両者のシナジーにより事業の大 

 きな拡大が見込まれ、かつ、「積み上がり型収益モデル」を中核とした事業再編が飛躍的に加速さ 

 れ、当社の企業価値の向上に繋がるものと判断いたしました。 

   なお、同社の完全子会社化により推進・加速される事業は、具体的には以下のとおりです。 

① 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 

平成21年6月より、当社は医療クリニックに対してマーケティング支援のサービスを提

供しております。このサービスに同社のアクセス解析・広告効果測定サービスを追加する

ことにより、より付加価値の高いマーケティング支援サービスを医療クリニックに対して

提供することが可能になります。 

② RFIDを活用したマーケティングサービスの提供の強化 

 当社は、RFID技術の有望な活用分野はマーケティング分野だと考えており、当社が有す

るURL誘導ツールなどのFeliCa技術を利用したサービスと同社のアクセス解析・広告効果

測定サービスを組み合わせることにより、RFID技術を活用した付加価値の高いマーケティ

ングサービスの提供が可能になります。 

③ 決済代行サービスとの協業 

    当社は電子商取引を行う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サービスを提供しております。この決済代行サービスと、同社

のアクセス解析・広告効果測定サービスを組み合わせて提供することによる相乗効果が見

込まれます。 

④ 顧客基盤の増大 

同社は既に延べ250以上の事業者に対してサービスを提供しておりますが、当社の新た

なサービスを付加することにより、顧客に対してより付加価値の高いサービスを提供する

ことが可能となり、グループとしての収益機会が広がるものと見込まれます。 

    

以上の効果が見込まれ、本株式交換により、医療・環境分野へのサービスの拡充と併せて、当社グ

ループの企業価値を 大化することが可能であると考えております。 

  

  

  

Page 5 of 10

2010/02/04



  

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

なお、株式会社ディー・ワークスは、フューチャーアーキテクト株式会社（コード番号：4722東証

１部）の持分法適用関連会社でしたが、フューチャーアーキテクト株式会社は所有する同社普通株式

200株を、当社筆頭株主である石原 啓資氏に平成21年11月30日に譲渡しております。 

当社は前述のように多くのシナジー効果を同社との間に期待し、同社と接触してまいりましたが、

フューチャーアーキテクト社が早期に同社株を譲渡したい意向であることを聞き及びました。しかし

ながら、昨年の時点では当社は平成21年10月30日に公表しました株式会社ロハス・インスティチュー

トの子会社化の案件などもあり、機動的に動くことが難しく、その時点におきましては同社の子会社

化を含む協業の実施は断念せざるを得ませんでした。 

また、その時点で当社筆頭株主である石原 啓資氏に、親会社に売却意向のある、将来性があると思

われる会社として同社を紹介しました。当社としましては同氏に対しては何らのコミットメントも出

来るものではありませんでしたが、同氏は、同社の将来性に着目して同社株式200株を、1株当たり

152,000円にて取得したと聞いております。 

また、同氏は同社普通株式取得と同時に、同社の取締役に就任しております。 

その後、新たに石原 啓資氏を経営陣に迎えた同社より、同社を子会社化することで、両者のシナジ

ーにより事業の大きな拡大を目指す提案があり、慎重に協議・交渉を重ね、同社の子会社化による同

社経営資源の活用により「積み上がり型収益モデル」を中核とした事業再編が飛躍的に加速され、当

社の企業価値の向上に繋がるものと判断いたしました。 

（注）株式会社ディー・ワークスが提供するwelloutは、世界初の携帯サイト専用アクセス解析サー

ビスとして2005年10月にSaaSとして提供を開始し、4半期に一度の頻度でバージョンアップを行い、常

に 新の機能をお客様に提供しています。ローソンモバイルやドクターシーラボの携帯サイトへの導

入の他、小売、保険・金融、各種メーカー(自動車、化粧品、ビール等)、求人、旅行、美容、出版、

教育など、幅広い業種に250の事業者への導入実績があります。 

iモード、EZweb、Yahoo!ケータイの公式・勝手サイト並びにiPhone、Android等のスマートフォンに

対応しています。 

主要な機能は 

・日々のアクセス動向を把握するアクセス動向レポート 

・サイト内でのユーザーの動きをインタラクティブに表示が可能な経路解析機能 

・広告からの流入・直接コンバージョン測定に加え、過去の広告接触等の間接効果や自然流入から

の分析も可能な広告効果測定機能 

・過去発売された約850機種の携帯端末データを基に、サイトにアクセスがあった端末を機能別等の

切り口から分布・表示する端末レポート機能 

       ・SEO（検索エンジン 適化）のための、クローラ解析機能、検索順位レポート機能があり、サイト

         適化に欠かすことのできない機能を提供しています。 

  

  2. 株式交換の要旨 

(1) 株式交換の日程 

  

   当社においては会社法第796条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく簡易株式

交換の手続きにより行う予定です。 

  

  

  

 株式交換決議取締役会（両社）  平成22年1月20日 

 株式交換契約締結（両社）  平成22年1月20日 

 株式交換承認臨時株主総会（ディー・ワークス）  平成22年2月5日 

 株式交換の効力発生日  平成22年2月12日 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

(2) 株式交換の方式 

当社が株式交換完全親会社、株式会社ディー・ワークスが株式交換完全子会社となる株式交換

により行う予定です。本株式交換について当社においては、会社法第796条第3項の規定に基づ

き、株主総会の承認を得ることなく簡易株式交換の手続きにより行う予定です。 

  

(3) 株式交換に係る割当ての内容 

① 株式の割当 

株式会社ディー・ワークスの普通株式1株に対し、当社の普通株式6.91株を割当交付い

たします。 

  ② 株式交換により交付する株式数 

普通株式 2,764株 発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 5.27% 

当社は、株式会社ディー・ワークスの株主に対する株式の割当には、新たに発行する

普通株式を充当いたします。 

  ③ 1株に満たない端数の取扱い 

本株式交換に際して株主に交付しなければならない当社の株式の数に1株に満たない端

数が生じた場合には、会社法第234条の規定に従い、その端数の合計数（その合計数に1

に満たない端数がある場合は切り捨てるものとします。）に相当する数の株式の売却代

金をその端数に応じて当該株主に交付します。 

  

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約券付社債に関する取扱い 

 該当事項はありません。   

    3. 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

(1) 算定の基礎 

本株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、当社から独立し

た第三者機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、東京フィナンシャル・アドバイザーズ

株式会社を第三者機関として選定いたしました。 

 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社は、当社については市場株価平均法、株式会社

ディー・ワークスについては修正純資産法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以

下、「DCF法」といいます。）を採用してそれぞれの算定を行いました。類似会社比準方式は、株

式会社ディー・ワークスと比較可能な上場類似会社が検出されず、算定手法として採用しており

ません。 

 市場株価平均法に関しては、平成22年1月19日を算定基準日とし、算定基準日の終値が、 近の

株価を反映しているものと判断出来るため、これに基づき算定を行いました。 

         東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社は、株式交換の算定に際して、両社から提供を 

         受けた情報及び一般に公開された情報を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び 

         情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完 

         全性の検証を行っておりません。また、両社とその関係会社の資産または負債（偶発債務を含み 

         ます。）について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定または査 

         定を行っておらず、第三者機関への鑑定または査定の依頼も行っておりません。両社の財務予測 

         については両社の経営陣により現時点で得られる 善の予測と判断に基づき合理的に作成された 

         ことを前提としております。 

  

  

  

会社名 
イー・キャッシュ株式会社 

（株式交換完全親会社） 

株式会社ディー・ワークス 

（株式交換完全子会社） 

株式交換比率 1 6.91 

株式交換により 

発行する新株式数 
普通株式：2,764株 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

(2) 算定の経緯 

 当社及び株式会社ディー・ワークスは、第三者機関による算定結果を参考に慎重に検討し、ま

た、両社の財務状況、業績動向、株価動向等のその他の要因を含め慎重に協議・交渉を重ねまし

た。その結果、上記2.(3)の株式交換比率は妥当であり、両社の株主の利益に資するものであると

判断し、平成22年1月20日開催の各々の取締役会において決議のうえ、同日、両社間で株式交換契

約を締結いたしました。 

 なお、株式交換比率は、その前提となる諸条件について重大な変更が生じた場合には、両社間

で協議のうえ、変更することがあります。 

  

(3) 算定機関との関係 

第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社は、当社及び株式会社ディ

ー・ワークスの関連当事者に該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しま

せん。 

  

(4) 上場廃止となる見込み及びその理由 

 該当事項はありません。 

  

(5) 公正性を担保するための措置 

          上記3.(1)に記載のとおり、当社は、独立した第三者機関に株式交換比率の算定を依頼し、そ 

        の算定結果の報告を受け、かかる第三者機関による算定結果を参考に、協議・交渉を行い、そ 

        の結果合意された株式交換比率により本株式交換を行うこととしました。 

          また、当社は本件株式交換にかかる法務に関して東京青山・青木・狛法律事務所にアドバイ 

        スを依頼し、かかるアドバイスをもとに十分な協議・交渉を行い、本株式交換の条件その他の 

        事項について決定をいたしました。 

        以上のことから、当社の取締役会は、本株式交換に関する公正性を担保するための措置を十 

      分に講じているものと判断しております。 

        なお、当社は、第三者機関から、公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）の取得は 

      しておりません。 

  

(5) 利益相反を回避するための措置 

 取締役会において株式交換契約締結に係る決議を行う際に、利益相反の関係を有する取締役も

おりませんでしたので、特に利益相反を回避するための措置は必要ないと考えておりますが、東

京青山・青木・狛法律事務所に利益相反の問題を含む法務に関する指導及び評価を依頼し、同事

務所から、本株式交換は、公正性が担保された手続を通じて、当社株主の利益が不当に損なわれ

ることのないように配慮しているものであるとの見解をいただいております。 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

 1. 株式交換当事会社の概要 

 

  完全親会社 完全子会社 

(1) 名称 イー・キャッシュ株式会社 株式会社ディー・ワークス 

(2) 所在地 
東京都港区新橋五丁目8番11号 静岡県静岡市清水区草薙二丁目

16番14号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 玉木 栄三郎 代表取締役 泉 大五郎 

(4) 事業内容 

RFID技術を応用したサービスの企

画・開発 

インターネット決済、電子マネー

サービスの提供 

二酸化炭素排出権取引および製品

の企画・開発 

LOHAS製品の企画・開発 

医療機器の企画・開発 

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 

(5) 資本金 586,197千円 25,000千円 

(6) 設立年月日 平成2年5月2日 平成8年6月17日 

(7) 発行済株式数 52,474株 400株 

(8) 決算期 3月31日 9月30日 

(9) 従業員数 5名 7名 

(10)主要取引先 

トッパン・フォームズ㈱ 

ロハスカーボンCO2研究所㈱ 

㈱サイバーエージェント 

㈱ISAO 

㈱IMJモバイル 

(11)主要取引銀行 みずほ銀行神谷町支店 静岡銀行本店 

(12)大株主及び持ち株比率 石原 啓資 16.05% 

小山 静雄 8.46% 

宮嶋 淳 8.12% 

藤田 宗雄 6.67% 

広比 利次 4.62% 

玉木 栄三郎 4.57% 

秋山 美知子 4.07% 

トッパン・フォームズ㈱   

2.86% 

遠矢 康太郎 2.86% 

丸山 浩一 1.36% 

  

石原 啓資    50.00% 

泉 大五郎 27.75% 

泉 宏枝 10.00% 

西島 幸一郎 7.25% 

鵜飼 宏成 5.00% 

  

（平成21年12月31日現在） 

※平成21年9月30日現在の株主名簿

および平成21年12月31日までに当

社が確認した大量保有報告に基づ

き、当社にて想定した比率を記載

しております。 

（平成21年12月31日現在） 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

   

 

(13)当事会社間の関係 

  

  

  

  

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。 

当社筆頭株主である石原 啓資氏は、当該会社の普通株式200株を所有

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

筆頭株主である石原 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当該会社の間

には特筆すべき取引関係はありません。 

関連当事者への 

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者に該当しません。 

また、当該会社の取締役であり株主である石原 啓資氏は、当社の主要

株主であり関連当事者に該当します。 

(14) 近3年間の経営成績及び財政状態 

  イー・キャッシュ㈱（連結） ㈱ディー・ワークス(単体) 

平成19年 

3月期 

平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成19年

9月期 

平成20年

9月期 

平成21

年9月期 

純資産 976,393 674,206 252,704 21,640 28,595 37,343

総資産 1,214,871 862,208 470,238 31,710 33,180 71,050

1株当たり連結純資産（円） 32,941.74 21,854.34 7,994.45 54,101.81 71,488.22 93,359.29

売上高 797,986 671,973 352,183 53,327 67,624 72,382

営業利益 231,618 △251,847 △346,568 7,428 6,993 9,396

経常利益 198,129 △250,724 △347,482 7,252 6,900 8,900

当期純利益 91,536 △307,916 △426,680 6,963 6,954 8,748

1株当たり連結当期純利益

（円） 
3,650.50 △10,343.87 △13,739.52 17,409.64 17,386.40 21,871.08

1株当たり配当金（円） － － － － － － 
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