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１．平成 23 年３月期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

（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 ％
23年３月期 452 64.7 △87 － △102 － △155 －

22年３月期 274 △22.0 △153 － △260 － △270 － 
(注) 包括利益 23年３月期 △155百万円(－％) 22年３月期 △273百万円(－％)

 
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 ％ ％ ％
 23年３月期 △2,396. 77 － △49.5 △24.8 △19.4

 22年３月期 △6,226. 01 － △100.1 △60.5 △56.0 
(参考) 持分法投資損益 23年３月期 △12百万円 22年３月期 △104百万円

 

（２）連結財政状態  
 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
 23年３月期 436 352 78.1 5,220. 25

 22年３月期 391 298 73.5 5,209. 40 
(参考) 自己資本 23年３月期 340百万円  22年３月期 287百万円

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況  

 
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

 23年３月期 △110 △62 194 84

 22年３月期 △223 △208 242 61

 

２．配当の状況 

 年間配当金 

 
第１四半期

末 
第２四半期

末 
第３四半期

末 
期末 合計 

配当金総額 
(合計) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
 年 月期  － 0. 00 － 0. 00 0. 00 － － －

 年 月期  － 0. 00 － 0. 00 0. 00 － － －

 年 月期(予想)  － 0. 00 － 0. 00 0. 00  － 

 

３．平成 24 年３月期の連結業績予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 180 △13.9 △38 － △38 － △47 － △720 45

通 期 380 △16.0 △65 － △65 － △77 － △1,180 31



 
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） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更  
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更 ： 有 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期 65,237株 22年３月期 55,237株

② 期末自己株式数 23年３月期 ―株 22年３月期 ―株

③ 期中平均株式数 23年３月期 64,936株 22年３月期 43,454株

 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融

商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業

績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「経営

成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(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、一部には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、円高や不安定な中東情勢に起因する原油価格の高騰、さらには、平成23年３月11日に発生した東日

本大震災の影響によって、経済の停滞や輸出の冷え込みなども予想されることから、依然として先行きの不透明感

が拭えないまま推移いたしました。 

 このような状況下、当社グループにおきましては、当社の中核技術であるＲＦＩＤ関連技術を活用したサービス

事業の開発に取り組んでおります。事業分野といたしまして、安定的に成長が見込まれる医療・環境分野へのサー

ビスの充実に取り組み、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。平成22年６月には、当社の業務及び資本提携先であるロハスカーボン

ＣＯ２研究所株式会社より、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への医療施設・設備貸与事

業の事業譲渡により、医療クリニック向けの新たなサービス事業を開始いたしました。 

 また、当社連結子会社である株式会社ディー・ワークスによる、携帯電話、スマートフォンを中心としたアクセ

ス解析サービスなど、従来の「受託開発型」の事業から、「積み上がり型収益モデル」への事業展開を引き続き進

めており、事業構造の変化に努めて参りました。一方、グループ企業オフィスの集約、人件費の削減、通信費等の

固定費の削減を継続的に実施してまいりましたが、固定費の削減効果が業績に寄与するタイミングは、当初見込み

より遅れました。 

なお、一昨年より業務及び資本提携を行ってまいりましたロハスカーボンＣＯ２研究所株式会社は、新たな事業

分野への投資のため一部の株式を譲渡し、持分法適用関連会社からは外れましたが、引き続き良好な関係を保って

おります。 

この結果、売上高は452,364千円（前連結会計年度比64.7％増）となりました。営業損失は固定費削減効果等の

寄与が当初より遅れたため、87,964千円（前連結会計年度は営業損失153,717千円）となりました。 

また、業務及び資本提携先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の

利益が当期見込みに比して未達となったため、持分法による投資損失12,535千円を計上したことにより、経常損失

は102,792千円（前連結会計年度は経常損失260,578千円）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） 

 当社の中核技術であるＲＦＩＤ技術を活用した医療学会向け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等の事業を行っております。 

   この結果、当連結会計期間の売上高は70,031千円（前連結会計年度は161,595千円）、営業損失は6,174千円

（前連結会計年度は営業損失40,809千円）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17,464千円（前連結会計年度は13,496千円）、営業利益は3,060千円（前連結会計

年度は995千円）となりました。 

  

（マーケティング事業) 

当事業は、主に連結子会社である株式会社ディー・ワークスにより、携帯電話、スマートフォンを中心とした

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216,073千円（前連結会計年度は98,387千円）、営業利益は41,248千円（前連結会

計年度は6,128千円）となりました。 

    

（医療施設・設備貸与事業) 

当事業は、当事業年度より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が医療クリニック向け

に、医療施設や設備の貸与を行っております。 

本事業は、安定的に収益を計上しており、当連結会計期間の売上高は128,415千円、営業利益は9,550千円とな

りました。 
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    （その他） 

     連結子会社である株式会社ロハス・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」としてセグメントとしております。 

     当連結会計期間の売上高は20,379千円（前連結会計年度は1,192千円）、営業損失は14,465千円（前連結会計

年度は営業損失9,860千円）となりました。 

 

  

     次期の見通し 

 当社グループは、昨年より取組んでいる医療・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、連

結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、次期連結会計年度の業績予想につきましては、売上高380百万円（当期比16.0％減）、営業損失65

百万円（当期は営業損失87百万円）、経常損失65百万円（当期は経常損失102百万円）、当期純損失77百万円（当

期は当期純損失155百万円）を見込んでおります。 

   

(2) 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44,671千円増加し、436,273千円となりました。その主な要因

は、現金及び預金の増加22,420千円、受取手形及び売掛金の増加39,076千円、棚卸資産の増加14,792千円、短期貸

付金の減少43,000千円、関係会社短期貸付金の減少82,955千円によるものです。負債につきましては、前連結会計

年度比10,044千円減少し、83,286千円となりました。その主な要因は、未払金15,546千円の支払等による減少、加

盟店預り金4,254千円の増加によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比54,715千円増加し、

352,986千円となりました。その主な要因は、第三者割当増資により資本金が100,000千円、資本剰余金が100,000千

円それぞれ増加したものの、当期純損失が155,636千円発生したことによるものです。 

  

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22,420千円増加（前期比36.2％増）

し、84,341千円となりました。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110,096千円の支出（前期は223,732千円の支出）となり

ました。これは売上債権の増加額39,076千円、未払金の減少額15,546千円等の減少要因に加え、税金等調整前当期

純損失151,735千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62,339千円の支出（前期は208,738千円の支出）となり

ました。これは主に事業譲受による支出103,421千円及び貸付金の回収43,731千円によるものです。 

  

（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194,856千円の収入（前期は242,151千円の収入）となり

ました。これは主に株式の発行による収入195,591千円によるものです。 
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 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。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 78.2 53.7 73.5 78.1

時価ベースの自己資本比率

（％） 
158.3 125.7 330.2 177.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
－ － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － － －

   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 

 (注１) 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。 

 (注２) 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） 

 (注３) 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。 

 (注４) 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。 

  

(3) 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 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。 

  

(4) 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基準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。 
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 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、ＮＦ

Ｃを含む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74.4%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 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に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 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。 

⑧ 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 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。 

⑨ 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。 

⑩ 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。 

⑪ 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。 



イー・キャッシュ㈱ (3840)  平成 23 年３月期 決算短信 

－ 6 － 

 (5) 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153,717千円、当期純損失270,545千円を計上し、当連結会

計年度におきましても、営業損失87,964千円、当期純損失155,636千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。 

  

① 安定した売上の確保 

・ サービス事業への事業ドメインの移行 

従来から売上の中心となっておりました受託開発案件から、安定的な売上の見込めるサービス事業へ中核事業

を移行し、安定的且つ継続的に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。 

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、グループ企業のオフィスの集約や人件費の削減など、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 事業ドメインの選択と集中 

当社グループは、従来からＲＦＩＤを中核技術として様々な応用分野への事業展開を図っておりますが、加え

て、医療関連分野でのさらなる事業展開を図ることが、当社グループの今後の収益の柱となり得ると考え、中長

期的に拡大の見込まれる付加価値の高い医療関連事業を当社の中核事業と位置づけ、売上と利益の拡大を図りま

す。 

⑤ 経営資源の相互連携と活用 

当社グループは、連結子会社である株式会社ディー・ワークス、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との相互による業務連携を深めることにより、ＲＦＩＤ技術、顧客データ

ベース、集金代行スキーム、医療・環境分野でのノウハウ、ＬＯＨＡＳ商標など当社グループ企業の持つ経営資

源を積極的に相互にグループ企業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。 

    

以上の方策を通じた収益性の改善により、安定した営業キャッシュ・フローを確保して参ります。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の前提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されており、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。 
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 61,921 84,341
    受取手形及び売掛金 20,759 59,836
    商品及び製品 1,790 22,158
    仕掛品 5,576 －
    繰延税金資産 14 1,017
    短期貸付金 43,000 －
    関係会社短期貸付金 82,955 －
    未収入金 21,298 21,017
    その他 5,631 16,506
    貸倒引当金 △205 △228
    流動資産合計 242,742 204,649
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物及び構築物 3,463 17,826
        減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,463 △7,253
        建物及び構築物（純額） － 10,572
      工具、器具及び備品 14,838 30,012
        減価償却累計額及び減損損失累計額 △14,568 △18,636
        工具、器具及び備品（純額） 269 11,375
      機械装置及び運搬具 － 10,048
        減価償却累計額及び減損損失累計額 － △2,512
        機械装置及び運搬具（純額） － 7,536
      リース資産 － 5,624
        減価償却累計額及び減損損失累計額 － △1,012
        リース資産（純額） － 4,612
      有形固定資産合計 269 34,096
    無形固定資産 
      のれん 37,500 106,277
      ソフトウエア 12,456 9,676
      その他 1,295 6,517
      無形固定資産合計 51,252 122,472
    投資その他の資産 
      投資有価証券 － 5,770
      関係会社株式 67,916 －
      長期貸付金 2,000 －
      関係会社長期貸付金 13,578 －
      敷金及び保証金 13,350 67,913
      その他 544 1,404
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（単位：千円）

        前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
      貸倒引当金 △52 △34
      投資その他の資産合計 97,336 75,054
    固定資産合計 148,859 231,623
  資産合計 391,601 436,273

負債の部 
  流動負債 
    買掛金 18,422 17,320
    1年内返済予定の長期借入金 3,000 3,000
    未払金 34,151 18,604
    未払法人税等 3,047 6,714
    加盟店預り金 7,884 12,139
    その他 2,823 4,507
    流動負債合計 69,330 62,286
  固定負債 
    長期借入金 24,000 21,000
    固定負債合計 24,000 21,000
  負債合計 93,330 83,286

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 586,197 686,197
    資本剰余金 589,199 689,199
    利益剰余金 △887,644 △1,034,844
    株主資本合計 287,753 340,553
  新株予約権 － 2,265
  少数株主持分 10,517 10,168
  純資産合計 298,271 352,986

負債純資産合計 391,601 436,273
        

  



イー・キャッシュ㈱ (3840)  平成 23 年３月期 決算短信 

－ 9 － 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 274,671 452,364

売上原価 212,716 331,682

売上総利益 61,955 120,681

販売費及び一般管理費 215,673 208,646

営業損失（△） △153,717 △87,964

営業外収益 
  受取利息 688 2,566
  その他 426 195
  営業外収益合計 1,114 2,762

営業外費用 
  支払利息 263 460
  株式交付費 2,618 4,408
  持分法による投資損失 104,283 12,535
  その他 809 184
  営業外費用合計 107,975 17,589

経常損失（△） △260,578 △102,792

特別利益 
  関係会社株式売却益 － 3,374
  貸倒引当金戻入額 － 43
  特別利益合計 － 3,418

特別損失 
  固定資産除却損 － 11
  本社移転費用 3,148 473
  子会社清算損 3,151 －
  減損損失 5,254 594
  のれん減損損失 － 8,540
  投資有価証券評価損 － 42,741
  特別損失合計 11,553 52,361

税金等調整前当期純損失（△） △272,132 △151,735

法人税、住民税及び事業税 1,493 5,253

法人税等調整額 △14 △1,003

法人税等合計 1,479 4,250

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △155,986

少数株主損失（△） △3,066 △349

当期純損失（△） △270,545 △155,636
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △155,986

包括利益 － △155,986

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 － △155,636
  少数株主に係る包括利益 － △349
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（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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本 
  資本金 
    前期末残高 463,080 586,197
    当期変動額 
      新株の発行 123,117 100,000
      当期変動額合計 123,117 100,000
    当期末残高 586,197 686,197
  資本剰余金 
    前期末残高 408,080 589,199
    当期変動額 
      新株の発行 123,117 100,000
      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 181,119 100,000
    当期末残高 589,199 689,199
  利益剰余金 
    前期末残高 △617,099 △887,644
    当期変動額 
      当期純損失（△） △270,545 △155,636
      持分法の適用範囲の変動 － 8,436
      当期変動額合計 △270,545 △147,200
    当期末残高 △887,644 △1,034,844
  自己株式 
    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 － －
  株主資本合計 
    前期末残高 254,060 287,753
    当期変動額 
      新株の発行 246,235 200,000
      株式交換による増加 58,002 －
      当期純損失（△） △270,545 △155,636
      持分法の適用範囲の変動 － 8,436
      当期変動額合計 33,692 52,799
    当期末残高 287,753 340,553
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（単位：千円）

        
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額 
  為替換算調整勘定 
    前期末残高 △1,356
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
1,356 －

      当期変動額合計 1,356 －
  その他の包括利益累計額合計 
    前期末残高 △1,356
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
1,356 －

      当期変動額合計 1,356 －

新株予約権 
  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） － 2,265
    当期変動額合計 － 2,265
  当期末残高 － 2,265

少数株主持分 
  前期末残高 － 10,517
  当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,517 △349
    当期変動額合計 10,517 △349
  当期末残高 10,517 10,168

純資産合計 
  前期末残高 252,704 298,271
  当期変動額 
    新株の発行 246,235 200,000
    株式交換による増加 58,002 －
    当期純損失（△） △270,545 △155,636
    持分法の適用範囲の変動 － 8,436
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,873 1,915
    当期変動額合計 45,566 54,715
  当期末残高 298,271 352,986
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（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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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（△） △272,132 △151,735
  減価償却費 2,238 23,729
  株式交付費 2,618 4,408
  受取利息 △688 △2,566
  減損損失 5,254 594
  本社移転費用 3,148 473
  のれん償却額 4,962 24,406
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 154 4
  支払利息 263 460
  持分法による投資損益（△は益） 104,283 12,535
  投資有価証券評価損益（△は益） － 42,741
  子会社清算損益（△は益） 3,151 －
  関係会社株式売却損益（△は益） － △3,374
  のれん減損損失 － 8,540
  売上債権の増減額（△は増加） 51,982 △39,076
  たな卸資産の増減額（△は増加） △3,825 △14,792
  仕入債務の増減額（△は減少） △92,968 △1,102
  未収入金の増減額（△は増加） 36,633 △3,260
  未払金の増減額（△は減少） △58,042 △12,028
  前払費用の増減額（△は増加） － △8,173
  加盟店預り金の増減額（△は減少） △14,847 4,254
  その他 4,537 3,148
  小計 △223,275 △110,810
  利息の受取額 166 3,087
  利息の支払額 △263 △462
  法人税等の支払額 △359 △1,911
  営業活動によるキャッシュ・フロー △223,732 △110,096

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 △4,446 △11,009
  無形固定資産の取得による支出 △5,560 △9,289
  敷金及び保証金の差入による支出 △12,060 △45
  敷金及び保証金の回収による収入 22,659 1,290
  関係会社株式の取得による支出 △172,200 －
  関係会社株式の売却による収入 － 19,404
  子会社の清算による収入 2,345 －
  事業譲受による支出 － △103,421
  貸付けによる支出 △35,000 △3,000
  貸付金の回収による収入 － 43,731
  その他 △4,476 －
    

  



イー・キャッシュ㈱ (3840)  平成 23 年３月期 決算短信 

－ 14 － 

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 
  投資活動によるキャッシュ・フロー △208,738 △62,339

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 －
  長期借入金の返済による支出 － △3,000
  株式の発行による収入 243,676 195,591
  自己株式の取得による支出 △21 －
  新株予約権の発行による収入 － 2,265
  財務活動によるキャッシュ・フロー 242,151 194,856

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,320 22,420

現金及び現金同等物の期首残高 230,436 61,921

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 61,921 84,341
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(5）継続企業の前提に関する注記 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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

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。 

③  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。 

④  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 ＰＬＡ

Ｎ」の継続推進当社グループは今後の事業方針としＥＮ

ＨＡＮＣＥＭＥＮＴ 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。 

 

 当社グループは、前連結会計年度において営業損失

153,717千円、当期純損失270,545千円を計上し、当連結会

計年度におきましても、営業損失87,964千円、当期純損失

155,636千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 サービス事業への事業ドメインの移行 

従来から売上の中心となっておりました受託開発案件か

ら、安定的な売上を見込めるサービス事業へ中核事業を移

行し、安定的且つ継続的に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、グループ企業のオフィスの集約や人件

費の削減など、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．事業ドメインの選択と集中 

当社グループは、従来からＲＦＩＤを中核技術として

様々な応用分野への事業展開を図っておりますが、加え

て、医療関連分野でのさらなる事業展開を図ることが、当

社グループの今後の収益の柱となり得ると考え、中長期的

に拡大の見込まれる付加価値の高い医療関連事業を当社の

中核事業と位置づけ、売上と利益の拡大を図ります。 

５．経営資源の相互連携と活用 

  当社グループは、連結子会社である株式会社ディー・ワ

ークス、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との相互による業務連携

を深めることにより、ＲＦＩＤ技術、顧客データベース、

集金代行スキーム、医療・環境分野でのノウハウ、ＬＯＨ

ＡＳ商標など当社グループ企業の持つ経営資源を積極的に

相互にグループ企業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。  
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前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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。 

以上の方策を通じた収益性の改善により、安定した営

業キャッシュ・フローを確保して参ります。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の

前提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さ

れており、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。  
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(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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 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 

 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子会社化し

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、並びに平成22年２月12日

を効力発生日として簡易株式交換により株

式会社ディー・ワークスを子会社化し当連

結会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。  

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 

持分法適用関連会社の数 １社 

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 

 平成21年９月25日付でロハスカーボンＣ

Ｏ２研究所株式会社の株式20.79％を取得

し、持分法適用関連会社として持分法の範

囲に含めております。  

持分法適用関連会社の数 －社 

  

前連結会計年度まで持分法適用関連会社

であったロハスカーボンＣＯ２研究所株

式会社は、平成22年11月12日に保有株式

の一部を売却し、持分比率が減少したた

め、持分法の適用範囲から除いておりま

す。 

  

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 

イ 有価証券 

  

   

  

 ・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 

 当社及び連結子会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 

 連結子会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 

  

    

イ 有価証券 

 ・その他有価証券 

   時価のないもの  

 当社は移動平均法による原価法を採

用しております。 

 ・関係会社株式   

同左  

  

  

ロ たな卸資産 

 ・仕掛品 

－ 

  

  

  

・商品 

同左  

  

  

  

・半製品  

 連結子会社は先入先出法による原価法

（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。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(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） 

 当社及び連結子会社は定率法を採用

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） 

同左 

  建物及び構築物  ：８～10年  

工具、器具及び備品：４～６年  

建物及び構築物  ：５～16年 

機械及び装置   ：５年 

工具、器具及び備品：４～20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（３～５

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） 

同左  

   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。    

 ハ リース資産 

同左 

(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、

当社及び連結子会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。 

貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な収益及び費用の

    計上基準  

ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の

計上基準 

イ 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 

    進行基準（進捗率の見積りは原価比例

  法） 

ロ その他のもの 

  検収基準  

  ソフトウェアの請負開発契約に係る収益

の計上基準 

イ 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 

同左  

  

ロ その他のもの 

同左 

(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。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。  

ロ 消費税等の会計処理 

同左 

(6）のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

  

－  のれんの償却については、３年～７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。 

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．のれん及び負ののれんの  のれんの償却については、３年間の定 － 
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償却に関する事項 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。 

－ 
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(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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（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。  

 

（資産除去債務に関するの計上基準） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び、

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第21号

平成20年３月31日)を適用しております。 

  これにより、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失はそれぞれ1,200千円増加してお

ります。また、投資その他の資産の「敷金及び保証金」が

1,200千円減少しております。 

  

  

  

(8）表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

－ （連結損益計算書） 

   当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日)

に基づき、「会社法施行規則、会社計算規則等の一

部を改正する省令」（平成21年３月27日 平成21年

法務省令代７号）を適用し、「少数株主損益調整前

当期純利益」の科目で表示しております。  

  

(9）追加情報 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１.連結納税制度の適用  

  当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。 

  

２．当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準 25号 平成22年６月

30日)を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合

計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記

載しております。 

 なお、その他の包括利益の内訳項目ごとに税効果の金額及び組替調整額についても記載しておりま

す。 
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(10)連結財務諸表に関する注記事項 

(連結包括利益計算書関係)  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益  

親会社株主に係る包括利益 △270,545千円

少数株主に係る包括利益 △3,066千円

計  △273,611千円
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（セグメント情報等） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日 至  平成22年３月31日） 

  
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 22,756 22,640 246,164 41,676 333,238 58,363 391,601

減価償却費 206 219 1,674 － 2,100 137 2,238

減損損失 644 1,442 － － 2,086 3,168 5,254

資本的支出 2,443 1,756 4,188 － 8,388 1,618 10,006

 （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 

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・環境関連商品等の販売  

３．事業区分の方法の変更  

     当連結会計年度より、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．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110,170千円であり、その主なも 

    のは当社の管理部門等に係る費用であります。 

   ５．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58,363千円であり、その主なものは当社での 

    余剰資金及び管理部門に係る資産であります。 
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   ６．会計処理の方法の変更  

       連結財務諸表「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」に記載のとおり、当連結会計年度 

     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年度の損益に与える影響はありません。 

    ７．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、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の営業利益は、RFID事業が 

     52,734千円増加、決済代行事業が2,557千円増加しております。また、当連結会計年度により発生した「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4,074千円減少、その他事業が114千円減少となっております。  

         

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（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。 

   

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（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。 



イー・キャッシュ㈱ (3840)  平成 23 年３月期 決算短信 

－ 25 － 

ｄ．セグメント情報 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社

は、ＲＦＩＤ事業として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、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

提供及び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、マーケティング事業として医療クリニックに対するマーケティング支援サービスの提

供並びに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する事業、医療クリニック向

けの医療施設・設備貸与事業を行っております。 

 したがって、当社は、事業会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ＲＦ

ＩＤ事業」、「決済代行事業」、「マーケティング事業」及び「医療施設・設備貸与事業」の４つを報告セ

グメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

                                            （単位：千円） 

  

報告セグメント 
その他
（注）１ 

調整額 
（注）
２、３ 

連結財務諸
表計上額
（注）４

ＲＦＩＤ事
業 

決済代行
事業 

マーケティ
ング事業

医療施設
・設備貸与

事業 
計 

 売上高            

外部顧客への

売上高 
70,031 17,464 216,073 128,415 431,984 20,379 － 452,364

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － －

計 70,031 17,464 216,073 128,415 431,984 20,379 － 452,364

セグメント利益又

は損失(△)  
△6,174 3,060 39,681 10,486 47,053 △13,834 △121,183 △87,964

セグメント資産  16,373 16,542 113,235 197,256 343,407 31,924 60,940 436,273

 その他の項目            

減価償却費 － － 6,914 16,527 23,441 － 287 23,729

のれん償却費 － － 8,460 10,525 18,712 5,693 － 24,406

のれん減損損

失 
－ － － － － 8,540 － 8,540

減損損失 － － － － － － 594 594

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

－ － 9,423 10,048 19,472 146 680 20,298

    （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療・環境関連商品等の

販売事業等を含んでおります。 

       ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△121,183千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費等であります。 

             ３．セグメント資産の調整額のうちに含まれる全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び

預金)等で管理部門にかかる資産であります。 

       ４．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行ってお

ります。  
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（追加情報） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

        

      

e．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

    

  
  

報告セグメント 

その他 調整額 
連結財務諸
表計上額ＲＦＩＤ事

業 
決済代行 
事業 

マーケティ
ング事業

医療施設
・設備貸与

事業 
計 

当期償却額  － － △8,460 △10,252 △18,712 △5,693 － △24,406

当期減損額  － － － － － △8,540 － △8,540

当期末残高  － － 14,806 91,471 106,277 － － 106,277
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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
  

１株当たり純資産額 5,220.25円

１株当たり当期純損失額 2,396.77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。 

 （注） 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。 

  
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純損失額（△）     

当期純損失（△）（千円） △270,545 △155,636 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― － 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △270,545 △155,636 

期中平均株式数（株） 43,454 64,936 

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３種類（新株予約権の

数115個） 

新株予約権２種類（株式の数

3,140株） 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

（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。

  

  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）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。 
  

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

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

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

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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。 
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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円）

          前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 35,112 38,698
    売掛金 11,479 50,428
    仕掛品 5,392 －
    前払費用 3,488 3,184
    関係会社短期貸付金 82,955 24,000
    未収入金 17,846 25,283
    未収消費税等 4,409 1,701
    その他 － 709
    流動資産合計 160,685 144,006
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物 3,463 4,143
        減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,463 △4,143
        建物（純額） － －
      工具、器具及び備品 12,360 7,095
        減価償却累計額及び減損損失累計額 △12,360 △7,095
        工具、器具及び備品（純額） － －
      有形固定資産合計 － －
    投資その他の資産 
      投資有価証券 － 5,770
      関係会社株式 165,566 77,143
      関係会社長期貸付金 13,578 164,000
      敷金及び保証金 12,060 10,860
      その他 405 －
      投資その他の資産合計 191,609 257,773
    固定資産合計 191,609 257,773
  資産合計 352,294 401,780

負債の部 
  流動負債 
    買掛金 17,938 16,068
    関係会社短期借入金 － 20,000
    未払金 29,538 16,803
    未払費用 556 236
    未払法人税等 2,503 2,604
    前受金 321 344
    加盟店預り金 7,884 12,139
    預り金 893 446
    その他 － 763
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（単位：千円）

          前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 
    流動負債合計 59,637 69,406
  負債合計 59,637 69,406

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 586,197 686,197
    資本剰余金 
      資本準備金 589,199 689,199
      資本剰余金合計 589,199 689,199
    利益剰余金 
      その他利益剰余金 
        繰越利益剰余金 △882,740 △1,045,288
      利益剰余金合計 △882,740 △1,045,288
    株主資本合計 292,657 330,109
  新株予約権 － 2,265
  純資産合計 292,657 332,374

負債純資産合計 352,294 401,780
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

    
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 
  ＲＦＩＤ事業売上高 161,595 70,031
  決済代行事業売上高 13,496 17,464
  マーケティング事業売上高 77,651 103,559
  その他事業売上高 － 17,250
  売上高合計 252,742 208,304

売上原価 
  ＲＦＩＤ事業原価 130,500 62,511
  決済代行事業原価 7,986 11,384
  マーケティング事業原価 70,000 97,425
  その他事業原価 － 4,502
  売上原価合計 208,488 175,825

売上総利益 44,254 32,479

販売費及び一般管理費 190,778 137,078

営業損失（△） △146,524 △104,599

営業外収益 
  受取利息 119 2,597
  その他 425 169
  営業外収益合計 545 2,767

営業外費用 
  株式交付費 2,618 4,408
  支払利息 － 207
  その他 257 －
  営業外費用合計 2,875 4,616

経常損失（△） △148,854 △106,448

特別損失 
  本社移転費用 3,148 473
  減損損失 5,254 594
  投資有価証券評価損 － 42,741
  関係会社株式評価損 104,283 20,506
  子会社清算損 1,398 －
  特別損失合計 114,084 64,315

税引前当期純損失（△） △262,939 △170,763

法人税、住民税及び事業税 950 △8,215

法人税等合計 950 △8,215

当期純損失（△） △263,889 △162,547
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

            
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本 
  資本金 
    前期末残高 463,080 586,197
    当期変動額 
      新株の発行 123,117 100,000
      当期変動額合計 123,117 100,000
    当期末残高 586,197 686,197
  資本剰余金 
    資本準備金 
      前期末残高 408,080 589,199
      当期変動額 
        新株の発行 123,117 100,000
        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 181,119 100,000
      当期末残高 589,199 689,199
  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 △618,851 △882,740
        当期変動額 
          当期純損失（△） △263,889 △162,547
          当期変動額合計 △263,889 △162,547
        当期末残高 △882,740 △1,045,288
  自己株式 
    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 － －
  株主資本合計 
    前期末残高 252,308 292,657
    当期変動額 
      新株の発行 246,235 200,000
      株式交換による増加 58,002 －
      当期純損失（△） △263,889 △162,547
      自己株式の消却 － －
      当期変動額合計 40,348 37,452
    当期末残高 292,657 330,109
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（単位：千円）

      
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

新株予約権 
  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） － 2,265
    当期変動額合計 － 2,265
  当期末残高 － 2,265

純資産合計 
  前期末残高 252,308 292,657
  当期変動額 
    新株の発行 246,235 200,000
    株式交換による増加 58,002 －
    当期純損失（△） △263,889 △162,547
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,265
    当期変動額合計 40,348 39,717
  当期末残高 292,657 332,374
      

  



イー・キャッシュ㈱ (3840)  平成 23 年３月期 決算短信 

－ 36 － 

(4）継続企業の前提に関する注記 

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31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 「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。 

③  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。 

④  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 ＰＬＡ

Ｎ」の継続推進当社は、今後の事業方針としてＥＮＨＡ

ＮＣＥＭＥＮＴ 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。 

 

  当社は、前事業年度において営業損失146,524千円、当

期純損失263,889千円を計上し、当事業年度におきまして

も、営業損失104,599千円、当期純損失162,547千円を計上

いたしました。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 サービス事業への事業ドメインの移行 

従来から売上の中心となっておりました受託開発案件か

ら、安定的な売上の見込めるサービス事業へ中核事業を移

行し、安定的且つ継続的に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 

当社は、グループ企業のオフィスの集約や人件費の削減

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．事業ドメインの選択と集中 

当社は、従来からＲＦＩＤを中核技術として様々な応用

分野への事業展開を図っておりますが、加えて、医療関連

分野でのさらなる事業展開を図ることが、当社の今後の収

益の柱となり得ると考え、中長期的に拡大の見込まれる付

加価値の高い医療関連事業を当社の中核事業と位置づけ、

売上と利益の拡大を図ります。 

５．経営資源の相互連携と活用 

当社は、連結子会社である株式会社ディー・ワークス、

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との相互による業務連携を深める

ことにより、ＲＦＩＤ技術、顧客データベース、集金代行

スキーム、医療・環境分野でのノウハウ、ＬＯＨＡＳ商標

など当社グループ企業の持つ経営資源を積極的に相互にグ

ループ企業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。  
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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。  

以上の方策を通じた収益性の改善により、安定した営

業キャッシュ・フローを確保して参ります。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の

前提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されて

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。  

  


	第21期決算短信サマリ_個別削除済_＿2011.05.13_2.pdf
	10716994_20110513145234[1]

