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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社には関連会社がありませんので持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

回次 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 

決算年月 平成14年3月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 

売上高 （千円） 232,529 295,218 544,297 944,327 1,916,367 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） △30,302 28,696 135,441 225,781 395,478 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
（千円） △31,637 25,608 210,324 183,572 253,958 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 752,500 752,500 752,500 1,031,394 1,039,626 

発行済株式総数 （株） 12,694 12,694 12,694 56,292 57,262 

純資産額 （千円） 511,594 537,202 747,527 1,657,942 1,928,450 

総資産額 （千円） 555,006 587,308 922,124 2,411,025 3,251,410 

１株当たり純資産額 （円） 40,302.04 42,319.42 58,888.25 29,452.54 33,677.66 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配

当額） 

（円） 
－ 

（ －）

－ 

（ －）

－ 

（ －）

－ 

（ －）

－ 

（ －） 

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（△） 

（円） △2,492.28 2,017.37 16,568.83 3,433.63 4,488.08 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） － － － 3,300.32 4,176.63 

自己資本比率 （％） 92.2 91.5 81.1 68.8 59.3 

自己資本利益率 （％） － 4.88 32.74 15.3 14.1 

株価収益率 （倍） － － － 86.79 94.92 

配当性向 （％） － － － － － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 83,060 277,203 792,946 675,991 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △34,839 △46,083 △114,767 △180,049 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － 707,116 12,622 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） － 398,679 629,621 2,014,939 2,523,615 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

20 

（ 3）

17 

（ －）

27 

（ －）

29 

（  1）

30 

（  1） 



４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第６期は１株当たり当期純損失が発生しているた

め、第７期及び第８期は、潜在株式がありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないた

め、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５．当社は平成16年12月20日付で株式１株につき４株の株式分割を行っております。第９期の１株当たり当期純

利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算出しており

ます。 

６．第６期の自己資本利益率につきましては、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

７．第６期から第８期までの株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないた

め、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

８．証券取引法第193条の２の規定に基づき、第７期から第９期までの財務諸表は中央青山監査法人の、第10期

の財務諸表は監査法人トーマツの監査を受けておりますが、第６期は係る監査を受けておりません。 



２【沿革】 

年月 事項 

平成９年４月 インターネットにおける電子商取引の決済サービスの提供を目的として、米国CyberCash, Inc.

の出資により、サイバーキャッシュ株式会社を東京都中央区に設立（資本金1,000万円、 

CyberCash Japan,BV.100％） 

平成９年５月 CyberCash Japan,CV.がCyberCash Japan,BV.の保有する全てのサイバーキャッシュ株式を譲受 

  ソフトバンク（株）に対する第三者割当増資を実施 

平成10年５月 「セキュアクレジットカード」サービスの提供を開始 

平成10年11月 ソフトバンク・ファイナンス（株）がソフトバンク（株）の保有する全てのサイバーキャッシュ

株式を譲受 

平成11年８月 東京都千代田区に本社を移転 

平成12年８月 「BuySmart Web」サービス、「BuySmart Mega」サービスの提供を開始 

平成13年６月 「BuySmart Flex」サービスの提供を開始 

平成13年８月 「クレジットオールインワン」サービスの提供を開始 

平成14年３月 100％子会社である（有）バイスマートを設立 

平成14年４月 商号を「ベリトランス株式会社」に変更 

平成14年７月 「BuySmart Express」サービスの提供を開始 

平成15年２月 東京都港区に本社を移転 

平成15年７月 決済業務受託事業を開始 

CyberCash, CV.が保有するベリトランスの全株式譲渡に際し、ソフトバンク・ファイナンス

（株）がその大半を譲受 

平成15年12月 ファイナンス・オール（株）がソフトバンク・ファイナンス（株）の保有する全てのベリトラン

ス株式を譲受 

平成16年10月 大阪証券取引所「ニッポン・ニュー・マーケット－『ヘラクレス』」に株式を上場 

平成16年11月 「BuySmartコンビニ」サービスの提供を開始 

平成16年12月 ネットワーク決済処理システム、ネットワーク決済処理装置、ネットワーク決済処理方法、およ

び、ネットワーク決済処理プログラムに関する特許を取得  

平成17年６月 プライバシーマーク取得 

平成17年７月 SBIベリトランス株式会社に社名変更 

ソフトバンク・ファイナンス（株）(現ソフトバンク・エーエム(株))のデータベース・マーケテ

ィング事業の決済関連事業を譲受 

平成18年３月 親会社がファイナンス・オール（株）からSBIホールディングス（株）に変更 

    



３【事業の内容】 

当社は、インターネットを利用したBtoC（注※１）の電子商取引（Electronic Commerce: EC）における決済サービス

事業者として、消費者と電子商取引を行う事業者（EC事業者）に需要される安全且つ信頼性の高い決済手段の提供ととも

に、決済面においてEC事業の効率化をサポートすることにより、我が国のECビジネスの発展に貢献することを経営理念と

しております。 

当社は、主にインターネット上でのBtoCのEC事業者に対する決済関連のシステムサービスの提供及び業務の代行を主た

る事業としており、クレジットカード決済に係るシステム及び運用を主とする決済プラットフォーム事業、決済関連の業

務受託を行う決済業務受託事業を営んでおります。各事業を構成する事業部門名は以下のとおりであります。 

① 決済プラットフォーム事業 

決済プラットフォーム事業は、主として電子商取引を行う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業務を行う

ものです。また、これら決済関連サービスに付随して、EC事業者等を対象としたサーバ証明書（注※２）の販売も行って

おります。 

（ア）クレジットカード決済処理サービス 

クレジットカード決済処理サービスは、EC事業者がクレジットカード会社に対して行うオーソリ（与信）（注※３）の

取得、売上請求等を行う際にそれらの情報の処理及び伝送を行う情報処理サービスです。当社は、株式会社NTTデータの

提供するCAFIS（Credit And Finance Information Switching system）（注※４）を通じて国内のクレジットカード会社

からリアルタイムのオーソリの取得ができ、またオーソリを取得したクレジットカード取引に関し売上処理や取消・返品

処理等の取引管理が可能なクレジットカード決済ネットワークシステムを保有・運営しております。また、EC事業者等に

はこのクレジットカード決済ネットワークシステムの利用のためにEC事業者等の運営する仮想店舗（注※５）用のサーバ

等のコンピュータシステムに組み込む接続用ソフトや開発支援用ソフトと、EC事業者の運用管理者が当社のWebサイト

（注※６）にアクセスすることで各種のクレジットカード取引に関する管理及び処理が可能な取引管理ツールを提供して

います。決済プラットフォーム事業におけるクレジット決済処理サービスでは、上記クレジットカード決済ネットワーク

システムによる情報処理サービスの提供によって、これを利用するEC事業者等からクレジットカード決済処理に関するサ

ービス料金を得る形態となっています。尚、サービス料金は、初期登録料、月次基本料、トランザクション処理料、売上

データ処理料からなっております。 

クレジットカード決済処理サービスは、EC事業者がクレジットカード決済処理の方法や形態に応じて選択できるよう、

現在４種類のメニューを有しており、それらの主な特徴は以下のとおりです。 

(a) BuySmart Megaサービス 

仮想店舗システムと当社システム間の専用線、ISDNまたはインターネットVPNでの接続による比較的安定した利用環境の

下で、リアルタイム処理とともにバッチ処理（注※７）、洗い替え処理（注※８）を行い、大量のクレジットカード決済

処理を行うモールや比較的大規模店舗向きのサービスに適した機能を提供するサービス。 

(b) BuySmart Flexサービス 

仮想店舗システムと当社システム間のクレジットカード決済処理をインターネット経由で暗号化された接続によりネット

ワークコストが抑えられ、且つ当社Webサイトへのアクセスによって利用可能な取引管理機能により、仮想店舗側でのシ

ステム開発と運用の負担を軽減するサービス。 

(c) BuySmart Webサービス 

消費者のクレジットカード情報入力を当社システムで行なうことにより仮想店舗側のクレジットカード決済処理システム

の開発・運営負担を軽減し、且つ仮想店舗側のサーバにクレジットカード情報が残らないため、仮想店舗側でのクレジッ

トカード情報に関するセキュリティを高めたサービス。 

事業名 各事業を構成する当社事業部名 

決済プラットフォーム事業 マーチャント・プラットフォーム事業部 

決済業務受託事業 ブロードバンド・サービス事業部 



(d) BuySmart Expressサービス 

BuySmart Flex/Webサービスと同様の取引管理機能を持ち、インターネットを通じた当社システムへの取引のファイル転

送により与信・売上・取消処理等のクレジットカード取引処理が行えるサービス。導入が容易であり、仮想店舗に限ら

ず、クレジットカード決済全般で利用可能なサービス。 

（イ）クレジットカード決済に係る加盟店契約・売上代金の収納代行サービス 

当社は、EC事業者等、クレジットカード会社の加盟店となる事業者の代理となって加盟店契約の代行と売上代金の収納

代行を行なうことに関わる契約をクレジットカード会社数社と締結しており、上記クレジットカード決済処理サービスに

加えて、これらの業務の代行を「クレジットオールインワンサービス」の名称で提供しております。 

 クレジットオールインワンサービスでは、EC事業者等と当社が単一の契約を締結することによって、一社以上のクレジ

ットカード会社とEC事業者とのクレジットカード加盟店契約を成立させるものであり、クレジットカード会社から加盟店

に対する売上代金の入金は当社を介して行われます。当社は、EC事業者等とクレジットカード会社間の契約代行並びに売

上代金の収納代行業務と上記クレジットカード決済処理サービスとを一体としてEC事業者等に提供し、これらに対する対

価を得ております。 

 また、株式会社スルガ銀行との提携により、EC事業者等の資金需要に応えるため、クレジットカード会社から当社に入

金後にEC事業者等に入金するというサイクルを早め、EC事業者に対して株式会社スルガ銀行の立替によって入金する「ク

レジットオールインワン プレミアム サービス」も提供しております。 

  

 (ウ) コンビニエンスストア決済サービス 

コンビニエンスストア決済サービスは、EC事業者が販売する商品代金の収納をコンビニエンスストアで行なう際にそれ

らの情報の処理と伝送を行なうサービス、及び消費者から入金された商品代金の収納代行を行なうサービスです。当社

は、コンビニエンスストア決済取引に関し収納申込みや入金情報の取得が可能なコンビニエンスストア決済ネットワーク

システムを保有・運営しております。また、EC事業者等にはこのコンビニエンスストア決済ネットワークシステムの利用

のためにEC事業者等の運営する仮想店舗（注※５）用のサーバ等のコンピュータシステムに組み込む接続用ソフトや開発

支援用ソフトと、EC事業者の運用管理者が当社のWebサイト（注※６）にアクセスすることで各種のコンビニエンススト

ア決済取引に関する管理及び処理が可能な取引管理ツールを提供しています。 

 また、当社は、コンビニエンスストア及び決済業者との間で締結した当社の包括加盟により、EC事業者等に対しての情

報提供及び売上代金の収納を行なう契約に基づき、上記コンビニエンスストア決済サービスを提供しております。EC事業

者等は当社と単一の契約を締結することによって、一社以上のコンビニエンスストアチェーンの決済サービスをコンビニ

エンスストアからEC事業者に対する売上代金の入金は当社を介して行なわれます。当社は、EC事業者等とコンビニエンス

ストアチェーンとの間にあって売上代金の収納業務と上記コンビニエンスストア決済処理とを一体としてEC事業者等に提

供し、これらに対する対価を得ております。 

 決済プラットフォーム事業における本サービス料金は、初期登録料、月次基本料、トランザクション処理料、収納手数

料からなっております。 

（エ）サーバ認証書の販売 

 当社は、日本ベリサイン株式会社及びセコムトラストネット株式会社の販売するサーバ証明書（注※２）の販売を行っ

ております。 

  

（オ）ＭＰＩホスティングサービス 

 当社は、クレジットカード各社が提供する本人認証サービス「3－D SecureTM」（注※９）の迅速かつ円滑な導入をサ

ポートする「ＭＰＩホスティング」サービスを提供しております。当社は、「3－D SecureTM」を利用する際に必要な、

マーチャント・プラグイン（ＭＰＩ）とよばれる専用のソフトウェアの実装及び各種登録をＡＳＰ型のソリューションサ

ービスを提供することで、「3－D SecureTM」専用ソフトウェアの組込みや保守・管理負担を低減させるとともに、ライ

センスの購入・クレジットカード会社への登録及び各クレジットカードブランドとのシステムテストを代行しておりま

す。本サービスは、これらに対する対価として、トランザクション処理料を得ております。 

（注）※１ Business to Consumerの略。インターネットビジネスにおいて、一般消費者を対象としたビジネス。  

   ※２ インターネット上での通信の暗号化を行うための鍵を生成し、且つサーバーの管理者であることをそのサー

バーにアクセスする第三者に証明する電子的な仕組み。 

   ※３ クレジットカードによる決済において、消費者が代金の支払いに使用するクレジットカードが使用可能であ

ることのクレジットカード会社による承認。 



   ※４ 株式会社NTTデータが提供する、クレジットカード会社、金融機関等をネットワークで接続し、クレジット

ショッピング/キャシング、デビット取引、コンビニATM等カード決済データの交換業務を行うサービス。当

社は、オーソリの処理において、CAFISを経由してクレジットカード会社に伝送している。 

※５ インターネットを通じて消費者への商品の販売等を目的とし、商品を陳列する物理的な店舗施設を持たない

店舗。 

   ※６ インターネットの場所をいい、情報を公開しているコンピュータシステムまたは特定のホームページ。 

   ※７ コンピュータでの処理形態の一つであり、取引発生の都度、１件単位で処理するリアルタイム処理と異な

り、複数件数のデータを特定の時期に一括して処理する形態。当社クレジットカード決済では、比較的大量

のオーソリまたは売上データの処理を纏めて処理する方式。 

※８ クレジットカード加盟店が会員制の料金をクレジットカードを用いて課金する際に、クレジットカード会社

に会員のクレジットカード情報を送付することで、クレジットカード会社が個々のカードの有効性をチェッ

クし、有効期限が到来したカードに対しては更新された有効期限に情報を更新して加盟店に返送する業務を

「洗い替え」といい、洗い替え処理とは、加盟店と複数のクレジットカード会社間の情報の交換を行うため

の処理。 

   ※９ 「3－D SecureTM」は、ビザ・インターナショナルが開発したインターネット上の本人認証技術であり、同仕

      様に準拠した本人認証サービスとして、「VISA認証サービス（Verified by Visa）」 「J/Secure(TM)（ジ 

      ェイセキュア）」「MasterCard(R)SecureCode（マスターカード・セキュアコード）」の 3サービスがあ 

      る。 いずれのサービスも、発行カード会社に事前登録したインターネット専用パスワードによって、 購入

      者がカード所有者本人であるかを発行カード会社が直接確認・認証することで、 第三者のカード不正使用

      を防止する仕組みとなっている。また、ユーザーにより入力されたパスワードは、クレジットカード発行会

      社に直接暗号化送信されるため、ＥＣサイトでは取得できない仕組みになっており、店舗での情報漏洩等に

      よる事故を防ぐ。 

  

② 決済業務受託事業 

決済業務受託事業では、インターネットにおけるブロードバンド時代の到来によって盛んになっている、オンラインゲ

ーム、ビデオ等のデジタルコンテンツプロバイダー等の顧客を対象とした決済関連の業務受託または再受託を行っており

ます。 

 (ア) ＢＰＯ（Business Process Outsourcing) サービス 

当社がクレジットカード会社、コンビニエンスストア、インターネット銀行（または将来必要に応じ、プリペイドカー

ド会社）等の決済機関との契約に基づく加盟店契約及び売上代金の収納代行、各種決済処理サービスの提供、及び顧客の

ニーズに応じ決済システムの企画販売、運用受託、各種管理資料の作成、決済機関、顧客または消費者からの決済に関わ

る問合せ対応等の業務を請け負う事業となっております。 

（イ）ソフトバンク・ファイナンス株式会社からの再受託業務 

ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク・エーエム株式会社）は、デジタルコンテンツプロバイダー等

の顧客に対し、クレジットカード会社またはプリペイドカード会社等の決済機関との契約に基づく加盟店契約及び売上代

金の収納代行、並びにこれらの決済取引を処理または管理するための決済システムの販売、運用受託、各種管理資料の作

成、決済機関、顧客または消費者からの決済に関わる問合せ対応、及びクレジットカード決済処理サービス等を請け負

い、当社はその再委託先として、以下の業務を行っております。 

・  売上代金収納に関わる手続き業務 

・  決済システムの運用業務 

・  各種管理資料作成業務 

・  決済機関、顧客または消費者からの決済関連問合せ対応 

・  クレジットカード決済処理サービス（上記決済プラットフォーム事業）の提供 

  尚、平成17年７月１日より、旧ソフトバンク・ファイナンス株式会社より当決済関連事業を引き継ぐ目的

で、営業譲受をしております。 





４【関係会社の状況】 

 （注）１．SBIホールディングス株式会社は有価証券報告書を提出しております。 

    ２．議決権の被所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配されているため親会社としたものであり 

      ます。 

    ３．当社の親会社であったファイナンス・オール株式会社は、平成18年３月１日を合併期日とするSBIホールデ 

      ィングス株式会社への吸収合併に伴い、親会社に該当しなくなりました。 

５【従業員の状況】 

(1)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを

含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、

年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．当期中において、事業の拡大に伴い、従業員数が1名増加しております。 

(2)労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の
内容 

(％) 関係内容 

親会社           

SBIホールディングス

株式会社 

（注）1, 2, 3  

東京都港区 54,229,109 

株式等の保有を

通じた企業グル

ープの統括・運

営等 

 （40.6） 役員の兼任1名 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

 30（1） 31.0 2.5 4,827,362 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当期における国内経済は、民間需要が主導となり、景気回復が継続しております。設備投資の増加に加え、個人消

費、輸出・生産に関しても、緩やかな増加傾向となっております。 

 このような経済状況のもとで、当社が主な事業領域としておりますEコマース関連市場におきましては、以下のよ

うな状況となっております。 

①インターネット市場 

日本国内におけるインターネット・EC市場は拡大する一方で、インターネットへの信頼性を揺るがす個人情報やク

レジットカード情報の漏洩事件もあり、企業・個人ともにセキュリティに対する意識がこれまでになく高まっており

ます。 

 経済産業省、次世代電子商取引推進協議会とＮＴＴデータ経営研究所が共同で実施した「平成16年度電子商取引に

関する実態・市場規模調査」では、本調査より、インターネットオークションの流通総額の把握を実施しておりま

す。その結果、日本におけるCtoC EC（インターネットオークション）の流通額は約7840億円に達していることが判

明しました。このことより、CtoC ECは、消費者に深く浸透しているサービスであるといえます。総合的満足度を提

供するネットショップへの支持の高まり、携帯電話を活用した新たなサービスの登場、インターネットオークション

の認知・浸透の進展を背景に、2004年のBtoC ECは発展を続けておりますが、今後、携帯とＰＣ、リアルとバーチャ

ルの境界はますます曖昧なものになってくるものと想定されます。技術進展のスピードが速いインターネットの世界

においては、今後も消費者にとって、新たな価値を提供できるショップ・サービスが、支持を得て行くものと思われ

ます。  

②電子商取引市場 

ブロードバンドインターネットサービスが普及し、接続料金・通信料金の低下によるネット利用者の増加と、利用

時間の拡大による電子商取引の利用機会の拡大が、BtoC市場でのECにおける取引の成長を支えております。さらに、

ネットオークションなど実物を取引する市場が生活基盤として定着し、今後も堅調に成長すると思われます。特にゲ

ーム・音楽配信分野など急成長しております。 

プラットフォーム市場においては、課金・決済分野が、電子マネーの利用機会拡大とともに、2005年度の1,510億

円から2010年度の1,960億円市場に成長する見込みです。また、携帯電話市場のモバイルソリューション分野では、

BtoC企業のモバイルサイト構築などの立ち上げにより2010年度には約1兆7,000億円規模にまで拡大すると予測されま

す。 



当社実績 

当社は、このような市場の動向を踏まえ、セキュリティ商材の強化のため、本人認証サービス（3－ＤSecure）の

提供を開始すると同時に、日本ベリサイン、セコムトラストネット、ビートラステッドとの提携強化も行っておりま

す。決済サービスの強化としては、コンビニ決済サービスにサークルＫサンクスを追加、そして通信モジュール拡充

のため「ＰＨＰ版ＭＤＫ」の提供を開始しました。「ビッダ－ズ」公式決済サービスと「モバオク」にコンビニ決済

を追加、ＤeＮＡ社との提携強化を進めております。 

 また、株式会社ネットプロテクションズが行う第三者割当増資を引受け、株式を取得し、営業協力や派生サービス

の開発等の事業シナジーを進めており、さらに、国内最大級のゲームサイト「ハンゲーム」へクレジットカードの不

正利用を防ぐソリューションサービスの提供を開始するなど、総合決済サービスプロバイダー化を加速させておりま

す。 

 一方、サービスメニューの多様化と高度化に伴う業務量の増加と複雑化に対応するため、個々の社員において業務

を独自にシステム化するスキルを高め、合理化を図ることで業務の効率化に努め、運用に係る所要人員の増加を極力

抑えるよう徹底しております。 

 上記の結果、当事業年度末の稼動店舗数は、期初の1,010店舗から純増871店舗の1,881店舗（※稼動店舗数は、サ

ービス契約ごとに計上しております。）と拡大し、売上高は1,916百万円（前期比202.9％）に、経常利益は395百万

円（前期比175.2％）に、当期純利益は253百万円（前期比138.3％)となりました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主に営業収入の大幅な増加により、前事業

年度末に比べ508百万円増加し、当事業年度末残高は2,523百万円となりました。 

 また、当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは675百万円（前事業年度は792百万円）となり、116百万

円減少しました。当事業年度での主な増加要因は、税引前当期純利益392百万円の計上、収納代行サービス取扱増

に伴う収納代行預り金274百万円及び仕入債務の増加108百万円によるものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における投資活動による資金の減少は180百万円（前事業年度は114百万円の減少）であり、主な減少要

因はソフトウェア取得による支出82百万円、株式会社ネットプロテクションズへの投資有価証券取得による支出75

百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における財務活動による資金の増加は12百万円（前事業年度は707百万円の増加）であり、主な増加要

因は、ストックオプション行使に伴う株式発行収入であります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1)生産実績 

 当社は、決済プラットフォーム事業及び決済業務受託事業などの決済関連事業を行っており、提供するサービス

の性格上、生産実績の記載に馴染まない為、記載しておりません。 

(2)商品仕入実績 

 当事業年度の商品仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記商品仕入は、全てサーバ証明書の購入に係るものであります。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  (3)受注状況 

生産実績と同様の理由により、記載しておりません。 

(4)販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．最近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

事業別 
第10期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

決済プラットフォーム事業（千円） 73,636 87.2 

決済業務受託事業（千円） － － 

 合計（千円） 73,636 87.2 

事業別 
第10期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

決済プラットフォーム事業（千円） 1,299,522 161.0 

決済業務受託事業（千円） 616,845 449.4 

合計（千円） 1,916,367 202.9 

相手先 

第９期 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ソフトバンク・ファイナンス株式会社 109,150 11.56 30,067 1.6 

ガンホー・オンライン・エンターテイ

メント株式会社 
－ － 250,478 13.1 

 株式会社デジタルメディアマート － － 211,438 11.0 

 株式会社ゲームオン － － 193,395 10.1 



３【対処すべき課題】 

近年のADSLや光ファイバー網の家庭への普及に伴い、インターネットを利用したBtoCのEC市場はこれまで著しい拡大を

示しており、今後も当面この基調は続くことが予想される一方で、比較的販売の好調なECサイトと低迷するサイトとの差

が歴然とし始めており、EC事業者による売上格差は顕著となっております。集客力のあるECサイトは堅調に売上や取引件

数を伸ばし、事業性を確保しているところが多くなっているものと思われる反面、売上の低迷するECサイトも比較的多数

存在していることも確かであります。また、一般の小売業同様、電子商取引の分野においても景気の影響も少なからず受

けているものと推測されます。 

売上規模や取引件数の多くなっているECサイトは、サービスの停止等による機会損失をなくすことが重要であるため、

特に、取引に不可欠な決済サービスに関して24時間365日安定的に稼動するサービスが強く要求されます。 

 一方、新規にECサイトを立ち上げる事業者や、販売が低迷しているECサイトは少しでも低コストのアウトソース先を求

めており、決済サービス分野においても価格競争力も重要な要素となっております。 

また、ECビジネスは、従来小売を行っていなかったメーカーや流通業者が新たな販路として開始する場合もあり、この

ような場合、インターネットやシステム、決済機関との契約、売上金の入出金等に関わる経理・出納業務、更に非対面取

引特有の消費者の問合せへの対応等、ECビジネスを遂行する上で必要な業務知識に精通した人材やノウハウが事業者に必

ずしも十分でない場合も多く見受けられます。これらの業務をサポートする、若しくは専門業務として請け負うことは、

ECビジネスの裾野を広げるものであり、当社としても、これまでの実績を生かし、今後サービスとして需要に応じて積極

的に提供していくべきものと考えます。 

更に、当社はSBIグループの中にあって、唯一決済サービスを専業とする企業であり、現在ADSL事業を推進する当グル

ープにおいて、ブロードバンドの普及と共に盛んになっている有料コンテンツ等の決済に関して積極的な取り組みを図り

たいと考えております。 

以上を勘案し、今後当社が対処すべき課題は以下のとおりとなります。 

①情報セキュリティの強化 

 顧客情報セキュリティの重要性が増しておりますので、全社的な情報管理に関するガバナンスとコンプライアンス

体制を強化するため、内部情報管理規程を定め、社内の内部情報管理の強化に努めております。また、オフィスでの

入室許可制度を設け、職務内容によって各部署の立ち入りを制限し、内部情報漏洩防止に努めております。なお、当

社では以前より情報セキュリティの重要性を認識し、各事業において万全の取り組みを行ってまいりました。近年、

個人情報を悪用する行為や事件が多く、個人情報保護に対する関心と要求がますます高まってきたことを背景とし

て、クレジットカード情報などを扱う当社としても、お客様に安心を提供するためには、個人情報保護の取り組みを

見直し、その取り組みが適切であることを客観的に示す必要があると考え、プライバシーマーク取得を目指してさま

ざまな取り組みを実施してきた結果、平成17年６月１日付でプライバシーマークの取得を致しました。今後はさらに

情報セキュリティについての社内現状を精査し、改善の必要があれば早急に対策を講じるとともに、今後もリスク回

避のための速やかな対応に努めてまいります。 

②運用コストの抑制 

 より多くのEC事業者に受け入れられるサービス価格の維持または改善のため、取引量の増加、また、取引サービス

の多様化に伴い処理量が増加または複雑化する社内業務について、適宜システムの処理内容、運用等のレビューや業

務フローの整備を行い、必要に応じて効率的なシステムの改善・新規導入を即すことで、サービスの品質を維持しな

がら運用にかかるコスト増の抑制に努めてまいります。 

③システム管理の効率化 

 市場の拡大により取引量が急速に増加している中、今後、特に注力すべき大口店舗との取引量にも耐えられるよ

う、既存システムの増強を行い、信頼されるサービスを提供して参ります。また、今後需要されるサービスの展開を

行う上で、社内業務効率化のためのシステム投資を、費用対効果を勘案しつつ行いたいと考えております。 

④パートナーシップ提携への積極的取組み 

 更なる顧客層の開拓、取引件数の増加を図るため、集客力のある大手ポータルサイトやシステム事業者との連携を

積極的に進めて参りました。今後は、より一層の売上拡大のため、新たな提携を進めていく一方で、既存の提携先と

の強力関係を強化し、プロモーション活動を強化して参りたいと考えております。 



 ⑤人材の補充 

   今後のビジネス展開に必要な技術、または事業推進上必要な人材を補充し、ビジネス推進のための人的なリソース

の拡充を図り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います。また、投資家の

投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示してお

ります。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針です

が、本株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項記載以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると

考えます。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書の提出日現在において当社が判断したものであります。

（1）新規参入及び競合について 

インターネット関連業界においては、急速な技術変化及び競合相手による競合製品の投入等への対応が常に必要

とされております。当社の決済プラットフォーム事業及び決済業務受託事業において提供するサービスは、株式会

社NTTデータが提供するCAFIS（Credit And Finance Information Switching system）等のネットワーク及びインタ

ーネット回線という一般に広く提供されているサービスをインフラ基盤とするものであり、他社が新規参入するこ

とについて障壁はなく、現に大規模小売店舗やEC事業者等の運営する仮想店舗等に対して当社と同様のサービスを

提供する事業者は当社以外にも存在しております。当社は、ECマーケットのニーズにマッチしたサービスモデルを

築き、既に多数のECサイトによる導入実績を持つことから、当業界において比較的優位な状況にあると認識してお

り、今後も、サービスの向上、取り分け新しい機能の提供による付加価値の向上に努めることにより、優位性を維

持できるものと考えております。 

しかしながら、今後、競争が激化した場合に、当社が決済プラットフォーム事業及び決済業務受託事業において

優位性を構築・維持できるという保証はなく、あるいは低価格競争を余儀なくされることにより、当社の売上・収

益が低下する可能性があり、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

（2）事業環境の変化による影響について 

① インターネット自体及びインターネット取引の発展について 

 当社は、インターネット上で商品及びサービスを提供するEC事業者向けのサービスを提供しており、インター

ネットの更なる普及及びインターネット取引の発展が当社の成長にとっての不可欠の条件であります。近年、

ADSLやケーブル回線などのブロードバンド回線の普及もあり、日本国内におけるインターネット人口は毎年増加

しております。また、通信販売やインターネット取引は、消費者にとっての利便性や店舗を保有しないことによ

るコスト削減及び商品の安価での提供により、従来の店舗型販売に次ぐ新たな販売チャネルとしての地位を確立

しつつあります。 

しかしながら、インターネットの利用及びインターネット取引の発展に伴い、インターネットを利用した犯罪

が誘発されるなどの弊害も生じていること、及びかかる弊害に対してインターネットの利用に関する何らかの規

制が導入されるなどの要因により、それらの普及が阻害される可能性も無いとは断言できず、今後のインターネ

ットの更なる発展が実現しない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 技術革新への対応について 

IT関連技術は技術革新が継続しており、新技術の登場により、業界の技術標準または顧客の利用環境が変化し

ます。これらの新技術への対応が遅れた場合、当社の提供するサービスが、陳腐化・不適応化し、業界内での競

争力低下を招く可能性があります。 

特に、決済プラットフォーム事業にて提供するサービスのうち、EC事業者等の運営する仮想店舗用のサーバに

接続用ソフトウェアや開発支援用ソフトウェアを組み込むタイプのサービスに関しては、提供するソフトウェア

が仮想店舗用のサーバのプラットフォーム等のシステム環境に適合する必要があるため、当社では最新のシステ

ム環境への対応は適宜行っておりますが、万が一、将来普及するシステム環境の変化への対応が遅れた場合、ま

たは当該システム環境への適合のために新たな社内体制の構築及びシステム開発等の多額の費用負担が発生する

場合には、当社の事業に不利な影響を及ぼす可能性があります。 



  ③ CAFISの利用について 

当社の決済プラットフォーム事業及び決済業務受託事業において提供するサービスは、前述のNTTデータ株式会

社が提供するCAFIS等のネットワークをインフラ基盤とするものであり、今後何らかの理由により当社のCAFISの

利用が困難になった場合には、これに代替する他のシステムを利用するために当社のシステムの改変が必要であ

り、また顧客側のシステムもアプリケーションを改変する必要が生ずる可能性があります。現在、クレジットカ

ード会社の多くが決済情報の授受にCAFISを利用しており、当該サービスの利用が困難になるという事態が発生す

る可能性は小さく、万が一そのような事態が生じたとしても、代替のシステムを利用するための対策を迅速に行

うことにより、顧客離れのリスクを最小化できると考えております。 

しかしながら、当社のシステムの改変を要する事態が生じた場合、これに伴う顧客の喪失またはコストの増大

により、当社の収益は大きく影響を受ける可能性があります。 

（3）現在の事業内容に関するリスクについて 

① 個人情報の漏洩について 

当社は、ECサイト上の決済で用いられる消費者のクレジットカード情報を含む個人情報を保有し、当社システ

ム内で処理しております。当社といたしましては、セキュリティシステムによって外部からの当社システムへの

侵入を遮断し、セキュリティホール（注※）を皆無にするべく最新のシステム対応を行い、また個人情報へのア

クセスの物理的な制限及びアクセス権限者の範囲の制限に加え、当社従業員に対しては退職者も含めた秘密保持

の義務を課す等して個人情報の取扱いについての厳格なルールを遵守させることにより、情報の漏洩防止を実施

しております。 

しかしながら、いわゆるハッカーと呼ばれるシステムへの不法な侵入を試みる悪質者がセキュリティホールを

突いて侵入し、クレジットカード情報を盗み出す危険性や人為的に漏洩される危険性は否定できません。クレジ

ットカード情報を含む個人情報の漏洩等の重大なトラブルが当社から発生した場合には、当社への損害賠償請求

や信用の低下等により、当社の事業及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

（注）※  セキュリティ上脆弱な部分を意味し、いわゆるハッカー等悪意の第三者から、コンピュータシステ

ムの破壊または誤動作を目的とした攻撃を受けた際にその進入経路となり得る箇所、または攻撃に

利用される危険性のある状態等をいい、広義には人為的な機密情報の漏洩の危険性を指します。コ

ンピュータシステムのセキュリティホールは、通常ソフトウェアのベンダーが提供する最新のソフ

トウェアに更新することで除去されます。 

② 決済システムの長期間の障害について 

インターネットの電子商取引において、決済システムの長期間にわたる停止は、EC事業者にとって機会損失に

直結する事態となります。 

当社は、重要システムについては同一の処理を複数の装置によって行う多重化された機器構成とすることによ

り、重要施設が壊滅的な被害を受ける大規模災害等の場合を除いてサービスが長期間にわたって停止するリスク

を回避しております。また、EC事業者との間の契約では、万が一サービスが停止し、EC事業者に経済的な損失が

生じた場合でも、当社が賠償する範囲を直接且つ現実の損害（機会損失については賠償責任を負わないこととな

っております）に限定するとともに、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社の収入の範囲内に留める

内容として、当社に対して不測の損害が生じることを回避しております。 

しかしながら、自然災害や不慮の事故、悪質なハッカーなどの意図的な行為による侵害、または人為的ミスな

どにより、長時間のサービス停止が発生した場合には、当社への損害賠償請求や顧客の他社サービスへの切り替

えといった事態が生じることは有り得、これにより当社の収益は大きく影響を受ける可能性があります。 

当社は、サービスの停止を極力回避するため、今後もシステムの多重化などによる決済システムの障害防止の

対策強化を行っていく予定です。 

③ 収納代行業務におけるEC事業者の倒産について 

当社は、決済プラットフォーム事業におけるクレジットオールインワンサービス及び決済業務受託事業におい

て、クレジットカード決済による売上代金の収納代行を行っております。当社のEC事業者への売上代金の入金は

現在クレジットカード会社からの入金後となっており、当社自身による立替は行っておりません。しかし、当社

よりEC事業者への売上代金の入金後に、消費者からのクレーム等によりクレジットカード会社が消費者に返金し

た場合にはクレジットカード会社に対する返金についてEC事業者と当社が連帯して責任を負うことがクレジット

カード会社との契約上義務付けられております。したがいまして、EC事業者が倒産等によりクレジットカード会

社からの返金請求に応じられない場合には、当社が、クレジットカード会社に返金する必要があり、当社は、倒

産または所在不明等となったEC事業者から、クレジットカード会社への返金額を回収できない可能性がありま



す。 

当社は、当該リスクの極小化のため、クレジットオールインワンサービスの提供または決済業務受託に際し

て、顧客であるEC事業者の信用情報の入手に努めるとともに、販売商品やサービスの内容及び長期の瑕疵担保ま

たはサービスの提供責任の有無を調査し、且つ売上代金の金額や月々の額の変動にも注意を払う等の措置を講じ

ております。しかしながら、EC事業者に対する債権の不良債権化の内容如何によっては、当社の業績に重大な影

響を及ぼす可能性があります。 

④ 特定事業への依存について 

現在、当社の売上高の大半は、決済プラットフォーム事業のうちクレジットカード決済の情報処理及び収納代

行業務から生じております。また、当社は、将来的にもインターネット取引におけるクレジット決済需要のさら

なる拡大を見込み、今後もクレジットカード決済の情報処理及び収納代行業務を当社事業の中核としてとしてシ

ステム拡大、社内体制強化を図り、さらには、綿密な市場調査の上、携帯課金決済や代金引換決済などのマーケ

ットニーズに合わせた決済方法を提供していく計画です（平成18年３月31日現在）。 

しかしながら、このように、特定事業に依存している現在の状況は、クレジットカード決済の需要が、当社の

予測通りに伸びなかった場合に、当社の将来の業績につき不確実性を与える要因であると考えられます。 

⑤ サーバ証明書の売上における日本ベリサイン株式会社への依存 

平成18年３月期の当社売上高のうち、サーバ証明書の売上高は111百万円（総売上金額の5.8%）であり、このう

ちの大半が日本ベリサイン株式会社からの購入によるものであります。現在、日本ベリサイン株式会社との関係

は良好であり、当社は同社サーバ証明書の販売店となっておりますが、万が一、日本ベリサイン株式会社との販

売店契約が何らかの理由により解約され、当社が同社の販売店の資格を失った場合、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

但し、同社と同様のサービスを提供する、他の会社からサーバ証明書を購入することが可能であり、売上高の

減少を抑えることができると判断しております。 

（4）事業体制に係るリスクについて 

① 小規模組織について 

当社は、平成18年３月31日現在、従業員30名と小規模組織であります。内部管理体制もこのような規模に応じ

たものになっております。今後は事業拡大とともに人員の育成・増強と内部管理体制の一層の充実を図る予定で

あります。しかし、人材の確保及び管理面の強化が予定どおり進捗しない場合、業務の組織的な運営を行う上で

の効率性または管理機能が低下する恐れがあり、業務に支障をきたす可能性があります。 

② 優秀な人材の確保について 

当社は事業の拡大に応じて、優秀な人材を引き続き確保することが当社の事業を成長軌道に乗せるために必要

であり、当社の経営の重要な課題と認識しております。 

当社は、今後とも中途採用を中心に積極的に優秀な人材の採用等を進め、かつストックオプション制度等の公

正なインセンティブプランの実施により、役職員の経営への参画意識及び業績の向上を図るとともに、優秀な人

材の定着を図るよう努めてまいります。 

しかしながら、当社の求める人材が十分に確保できない場合には、当社の事業拡大及び業績の向上に影響が出

る可能性があります。 



(5) SBIホールディングス株式会社との関係について 

① SBIホールディングスにおける当社の位置付けについて 

SBIホールディングスは、株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等を中心に、アセットマネジメント

事業、ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事業、ファイナンシャル・サービス事業、住宅不動産事

業、生活関連ネットワーク事業の５つのコアビジネスを中心とした総合金融グループを形成しております。平成

18年３月31日現在、SBIホールディングス株式会社が当社株式の40.6％を所有しています。当社はグループ内にお

いて、唯一決済サービスを専業とする企業であり、独立した経営を行っておりますが、将来のグループの政策変

更等により、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

（6）知的財産権について 

① 知的財産権について 

現在の決済プラットフォーム事業のビジネスモデルまたは使用技術等の基本的なものに関しては、公知のもの

であり、第三者の特許権等の知的財産権を侵害するものではないと認識しており、また、訴訟あるいは対価請求

を受けている事実はありません。 

しかしながら、万が一第三者が、当社の上記ビジネスモデルまたは使用技術等を内容とする特許権等の知的財

産権を取得した場合、もしくは、上記ビジネスモデルまたは使用技術等について当社の認識していない第三者の

特許権等が成立している場合には、当該第三者より使用の対価の請求を受けるか、あるいは第三者の特許権等を

侵害しない態様に当社システム及び顧客システムを改変するための費用の負担を強いられる可能性があり、これ

らの費用の発生が当社の経営に影響を及ぼす可能性があります。 

② 第三者からの申立てについて 

当社の提供するサービス内容の一部に関して、特許出願中であるとの申立てを第三者から受けておりますが、

現在においても当該第三者の主張する発明については、特許は成立しておらず、万が一当該特許出願にかかる発

明について特許が成立し、使用の対価の支払いを余儀なくされる場合であっても業績に与える影響は軽微と考え

ております。しかしながら、当社の想定外の事態となった場合には業績に影響を与える可能性があります。 

（7）株式に係るリスクについて 

① ストックオプションの付与について 

当社は、役員及び従業員のモチベーション向上及び優秀な人材の確保を目的として、ストックオプションとし

て新株引受権（成功報酬型ワラント）及び新株予約権を付与しております。 

これらの新株引受権または新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、

当社株価形成に影響を与える可能性があります。また当社は今後も優秀な人材確保のために、ストックオプショ

ンのようなインセンティブプランを継続して実施していくことを検討しており、今後も新たに新株予約権を付与

する可能性があります。 

なお、当該新株引受権及び新株予約権の状況及び内容につきましては、「第一部 企業情報 第４ 提出会社

の状況 １．株式等の状況 （７）ストックオプション制度の内容」の項をご参照ください。 

② 配当政策について 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しておりますが、財務体質の強化及び今

後の事業展開に備えるため、過年度においては利益配当は行なっておりませんでした。今後は、将来の事業展開

と企業体質の強化のために内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する利益還元を積極的に検討していく方針で

す。 



５【経営上の重要な契約等】 

営業譲受 

    当社は、ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク・エーエム（株))から平成17年７月１日付で収

納代行事業に関する営業を譲り受け 

  ました。 

   譲受価額は無償であり、譲受対象資産、負債はありません。 

契約締結先 契約年月日 契約品目 契約内容 

ソフトバンク・ファ

イナンス株式会社 

平成17年 

６月20日 
営業譲受契約 収納代行事業に関する営業の譲渡 



６【研究開発活動】 

当社は、変化のスピードが急速であり、新たな参入事業者も多く技術革新の著しいインターネット業界において、

グローバルな視点から最新の業務動向をいち早く捉えると共に、当社の技術力を有効に活用したサービスの開発に努

めています。 

 ただし、当事業年度において研究開発による支出はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）財政状態の分析 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、2,905百万円（前事業年度末2,210百万円）となり、694百万円増加し

ました。現金及び預金の増加815百万円、売掛金の増加164百万円並びに短期貸付金の減少301百万円が主な要因で

す。現金及び預金並びに売掛金の増加につきましては営業収入の大幅な増加が主な要因であります。また現先解約

に伴い短期貸付金を現金及び預金へ振り替えております。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、337百万円（前事業年度末187百万円）となり、149百万円増加しまし

た。主にソフトウェアの増加56百万円及び投資有価証券の増加75百万円によるものであります。ソフトウェアにつ

きましては、主に決済システムなどの増強による増加84百万円、減価償却に伴う減少52百万円であります。投資有

価証券については、総合決済サービスプロバイダ化の一環で、業務シナジーを追求した株式会社ネットプロテクシ

ョンズへの出資によるものです。 

  （流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、1,322百万円（前事業年度末753百万円）となり、569百万円増加しま

した。収納代行預り金の増加274百万円、買掛金の増加108百万円及び未払法人税等の増加108百万円が主な要因で

す。収納代行預り金につきましては、「収納代行サービス」におけるクレジットカード・コンビニエンスストア・

プリペイドの決済事業者から加盟店に対する売上代金の預り金であり、買掛金につきましては、決済業務受託事業

におけるプリペイドカード決済サービスによる買掛金の増加、未払法人税等につきましては、当期繰越欠損金が解

消し、課税所得発生に伴う法人税等の計上額であります。 

（資本） 

当事業年度末における資本の残高は、1,928百万円（前事業年度末1,657百万円）となり、270百万円増加しまし

た。その主な要因は、当期未処分利益の計上による利益剰余金の増加253百万円によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの分析 

 当事業年度における営業活動による資金の増加は675百万円（前事業年度は792百万円の増加）となり、主な増加

要因は税引前当期純利益392百万円、収納代行サービス取扱増に伴う収納代行預り金274百万円及び仕入債務の増加

108百万円などです。 

     当事業年度における投資活動による資金の減少は180百万円（前事業年度は114百万円の減少）であり、主な減少

要因はソフトウェア取得による支出82百万円、株式会社ネットプロテクションズへの投資有価証券取得による支出

75百万円であります。 

  当事業年度における財務活動による資金の増加は12百万円（前事業年度は707百万円の増加）であり、こちらは

ストックオプション行使に伴う株式発行収入であります。 

（３）経営成績の分析 

当事業年度及び前事業年度の売上及び利益の推移は以下のとおりとなっております。 

 従来からの事業である決済プラットフォーム事業については、当事業年度において前事業年度末からの利用店舗

数の純増が871店舗（当事業年度末において1,881店舗。サービス契約ごとに計上しております。）あり、また、店

舗当たりの売上が大きい「収納代行サービス」の割合が決済プラットフォーム事業部売上の50％を超えてきており

ます。また、決済業務受託事業については、旧ソフトバンク・ファイナンス株式会社からの営業譲受、オンライン

ゲームに代表されるデジタルコンテンツ販売事業者での本人認証機能（3－Dsecure対応）の導入などにより、前年

同期比4倍超の売上となりました。これらが影響し、さらには個々の社員において業務を独自にシステム化するス

キルを高め、業務の効率化に努め、利用店舗が増加している中でも現状の人員で運用を行う努力をしたことが比較

的高い利益率を維持する要因となっております。 

 以上の結果、当事業年度の業績は、売上高1,916百万円、営業利益400百万円、経常利益395百万円、当期純利益

事業年度 
売上高 
（百万円） 

売上総利益 
（百万円） 

営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

平成18年3月期 1,916 804 400 395 253 

平成17年3月期 944 522 221 225 183 



253百万円となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社における設備投資の対象は、インターネット及びブロードバンドの普及により急速に増加する決済取引に耐え

うるための当社決済システム設備の増強・補強、既存サービスシステムをより利便性の高いものとするための機能追

加を目的とする開発、及び、新サービスの開発であります。 

当事業年度実施しました設備投資の総額は、142,860千円であり、主な内訳としては、クレジットカード決済サー

ビスのバックエンドシステムの増強、クレジットカード本人認証機能の追加、コンビニエンスストア決済サービス及

び、MPIホスティングサービスの開発を実施致しました。 

 なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 平成18年３月31日現在における当社の各事業の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりでありま

す。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等を含めておりません。 

    ２．従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書しております。 

    ３．その他の内訳は、商標権、ソフトウェア仮勘定、電話加入権であります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社の設備投資については、新サービスの提供の為のシステム開発及びバックオフィスシステムの強化を計画して

おります。 

 平成18年３月31日現在の重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。 

(1）重要な設備の新設等 

 （注） 金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）重要な設備の除却等 

 特記すべき事項はありません。 

事業所名 
(所在地) 

事業別
の名称 

設備の内容

帳簿価格（千円）
  

従業員数(人)
 建物 

器具及び備
品  

ソフト 
ウェア 

その他 合計 

本社 

（東京都港

区） 

決済プ

ラット

フォー

ム事業

及び決

済業務

受託事

業 

建物・器

具及び備

品・ソフ

トウェア

等 

7,432 29,986 179,313 11,630 228,361  30（1） 

事業所名 
（所在地） 

事業別の名称 設備の内容 

投資予定金額（千円）
資金調
達方法 

着手及び完了予定 完成
後の
増加
能力 総額 既支払額 着手 完了 

本社（東京都 

   港区） 

決済プラット

フォーム事業

及び決済業務

受託事業 

バックオフィ

スシステム 
41,000 － 

自己 

資金 

 平成18年 

4月 

平成19年 

3月  
－  

本社（東京都 

   港区） 

決済プラット

フォーム事業

及び決済業務

受託事業 

マルチ決済シ

ステム 
40,000 － 

自己 

資金 

 平成18年 

4月 

平成18年 

9月   
－  

本社（東京都 

   港区） 

決済プラット

フォーム事業

及び決済業務

受託事業 

マルチ決済シ

ステム 
73,000 － 

自己 

資金 

 平成18年 

10月  

平成19年 

3月  
 － 

合計 

  
154,000 －  －  － －   － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

    （注）平成18年1月23日開催の当社取締役会の決議に基づき、投資金額の引き下げと株式の流動性を高めることに

より、投資家の皆様により投資しやすい環境を整える目的で、平成18年4月1日付をもって、普通株式1株を3

株に分割致しました。また、同取締役会の決議に基づき、旧商法第218条第2項の規定により、平成18年4月1

日付をもって、当社定款第5条に定める当社の発行する株式の総数を450,336株増加させ675,504株に変更致

しております。 

②【発行済株式】 

（注） 完全議決権株式であり、権利の内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 225,168 

計 225,168 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月21日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 57,262 171,870 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
（注） 

計 57,262 171,870 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 

（平成16年2月12日臨時株主総会決議） 

（注）１．当社が株式分割、株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生のときをもって次の算式により行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

２．新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権また

は商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新株

引受権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずると当社

が認めた地位にあることを要する。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年退職その他正当

な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。 

② 予約権者は、以下の区分に従って権利を行使することができる。ただし、各新株予約権の一部の行使はで

きないものとする。 

(ア）平成18年2月13日もしくは当社普通株式が日本国内の株式市場に上場した日のうちいずれか遅く到来す

る日から1年間（以下「第一権利行使期間」という）は、当初割り当てられた本新株予約権のうち4分の

1の個数（ただし、本号に基づき行使可能な本新株予約権の個数が1の整数倍でない場合は、1の整数倍

に切り捨てた数とする）。 

(イ）第一権利行使期間の末日の翌日から1年間（以下「第二権利行使期間」という）は、当初割り当てられ

た本新株予約権のうち2分の1の個数（前号に定める個数を含む。ただし、本号に基づき行使可能な本新

株予約権の個数が1の整数倍でない場合は、1の整数倍に切り捨てた数とする）。 

(ウ）第二権利行使期間の末日の翌日から1年間（以下「第三権利行使期間」という）は、当初割り当てられ

た本新株予約権のうち4分の3の個数（前号に定める個数を含む。ただし、本号に基づき行使可能な本新

株予約権の個数が1の整数倍でない場合は、1の整数倍に切り捨てた数とする）。 

(エ）第三権利行使期間の末日の翌日から平成26年2月12日までは、未行使の本新株予約権すべて。 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年3月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 637 630 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,548 7,560 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 17,223 5,741 

新株予約権の行使期間 
自  平成18年2月13日

至  平成26年2月12日 

自  平成18年2月13日

至  平成26年2月12日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

（注）１．２．４．５． 

発行価格  17,223 

資本組入額 8,612 

発行価格   5,741 

資本組入額 2,871 

新株予約権の行使の条件 （注）３． （注）３． 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
1 

分割・併合の比率

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行

株式数
＋ 

１株当たり

払込金額 
× 

新発行

株式数

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 



     ③ その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。  

  ４．平成16年10月5日開催の取締役会における株式分割決議に伴い、平成16年12月20日付をもって、「事業年度末

現在」及び「提出日の前月末現在」の新株予約権の払込金額並びに権利行使により発行する株式の数、株式の

発行価格及び資本組入額を調整しております。 

   ５．平成18年１月23日開催の取締役会決議により、平成18年４月1日付で１株を３株とする株式分割を行っており 

     ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約

     権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

 ② 商法等改正整備法第19条第2項の規定により、新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債 

（注）１．当社の取締役及び従業員に対し支給または譲渡しております。 

    ２．成功報酬型ワラントであります。 

   ３．平成16年10月5日開催の取締役会における株式分割決議に伴い、平成16年12月20日付をもって、「事業年度末

現在」及び「提出日の前月末現在」の新株引受権の払込金額並びに権利行使により発行する株式の数、株式の

発行価格及び資本組入額を調整しております。 

銘柄 
（発行年月日） 

事業年度末現在 
（平成18年3月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年5月31日） 

新株引受権 
の残高(円) 

発行価格
（円） 

資本組入額
(円) 

新株引受権 
の残高(円) 

発行価格
（円） 

資本組入額
（円） 

第2回無担保社債 

（新株引受権付） 

（平成13年10月10日発行） 

  

18,246,872

  

16,740.3

  

8,371

 

18,079,470 

 

5,580.1 

 

2,791 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格   600,000円 

引受価額   555,000円 

      発行価額   425,000円 

      資本組入額  212,500円 

      払込金総額  721,500千円 

     ２．新株引受権行使による増加であります。 

３．１株を４株に株式分割したことによる増加であります。 

     ４．新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。 

     ５．平成18年４月１日付で１株を３株に株式分割したため、発行済株式総数が114,524株増加しております。 

    ６. 平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が84株、 

      資本金及び資本準備金が482千円増加しております。 

年月日 

発行済株
式総数増
減数 
（株） 

発行済株式総
数残高 
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残高 
（千円） 

平成16年10月5日 

（注）1. 
1,300 13,994 276,250 1,028,750 445,250 718,050 

 平成16年10月5日 

～ 

 平成16年10月30日 

（注）2. 

79 14,073 2,644 1,031,394 2,697 720,747 

平成16年12月20日 

（注）3. 
42,219 56,292 － 1,031,394 － 720,747 

平成17年10月5日 

    ～ 

平成18年3月9日 

   （注）4. 

970 57,262 8,231 1,039,626 8,317 729,065 



(4）【所有者別状況】 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 

（株） 
政府及び地方

公共団体 
金融機関 証券会社 その他の法人

外国法人等  

個人その他 計 
個人以外 個人 

株主数（人） － 3 4 61 7 3 7,146 7,224 － 

所有株式数

（株） 
－ 1,663 575 25,337 3,447 3 26,237 57,262 － 

所有株式数の割

合（％） 
－ 2.91 1.0 44.25 6.01 0.01 45.82 100 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注） １．前事業年度末現在主要株主であったファイナンス・オール株式会社は、平成18年３月１日付で、SBIホー

       ルディングス株式会社と合併致しました。そのため、当事業年度末現在主要株主はSBIホールディングス 

       株式会社となりました。 

      ２．前事業年度末現在主要株主であったソフトバンク・コンテンツファンドは、当事業年度では主要株主では

       なくなりました。 

  平成18年3月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

SBIホールディングス株式会

社  
東京都港区六本木１－６－１ 23,260 40.62 

JPモルガンチェースオッペン

ハイマーファンズジャスデッ

クアカウント（常任代理人 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行） 

CHASESIDE,BOURNEMOUTH,DORSET, 

BH7 7DB UNITED KINGDAM 

（東京都千代田区丸の内２－７－１） 

3,250 5.67 

ソフトバンク・コンテンツフ

ァンド 業務執行組合員 

ソフトバンク・インベストメ

ント株式会社 

東京都港区六本木１－６－１  2,154 3.76 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２－４－６  1,423 2.48 

オリックス株式会社  東京都港区浜松町２－４－１  1,056 1.84 

日立オムロンターミナルソリ

ューションズ株式会社  
東京都品川区大崎１－６－３  650 1.13 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１  436 0.76 

矢川 弘文 福岡市中央区 300 0.52 

樫木 久子 新潟市 200 0.34 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２－11－３  200 0.34 

計 － 32,929 57.5 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年3月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － －  － 

議決権制限株式（自己株式等）   － －  － 

議決権制限株式（その他）   －   －  － 

完全議決権株式（自己株式等）   － －  － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 57,262 57,262 

 完全議決権株式であ 

 り、権利の内容に何 

 ら限定のない当社に 

 おける標準となる株 

 式 

端株   － －  － 

発行済株式総数 57,262 － － 

総株主の議決権 － 57,262 － 

  平成18年3月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

   当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。   

①（平成16年２月12日臨時株主総会決議） 

     「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株予約権等の状況」に記載しております。 

   ②（平成17年６月21日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子法人等の取締役及び従業員に対し、スト

ックオプションとして新株予約権を発行することを、平成17年６月21日の定時株主総会において特別決議された

ものであります。 

 当該内容は次のとおりであります。 

  （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果0.01株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 

また、新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合又は資本

の減少を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 

  (注）２．新株予約権１個当たりの払込金額は、次に決定される１株当たりの払込金額に新株予約権１個当たりの目

的となる株式数を乗じた金額とする。 

新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、新株予

約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）の大阪証券取引所「ニッポ

ン・ニュー・マーケット－『ヘラクレス』」市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を

乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値（取引が成

立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日   平成17年６月21日 

付与対象者の区分及び人数（名）  取締役及び従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

株式の数（株）  500株を上限とする（注）１． 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  （注）２． 

新株予約権の行使期間  自 平成19年６月22日 

 至 平成27年６月21日 

新株予約権の行使条件 (1) 新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子法人等の取締

役、従業員その他これに準ずる地位にあると当社が認めたことを要す

る。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年退職その他正

当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りで

はない。 

(2) その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締

結する契約に定めるところによる。 

新株予約権の消却事由 (1)当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、又は当社が完全

子会社となる株式交換についての株式交換契約書もしくは株式移転の議

案について株主総会の承認決議がなされた場合、存続会社又は当社の完

全親会社に新株予約権にかかる義務が承継されるときを除き、新株予約

権は無償で消却することができる。 

(2) 新株予約権者が行使条件(1)に規定する条件に該当しなくなったた

め新株予約権を行使できなくなった場合、当該新株予約権は無償で消却

することができる。 

(3)当社は、未行使の新株予約権を当社が取得した場合には、いつで

も、これを無償で消却することができる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 



  また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権

又は「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社

債の新株引受権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、

「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞ

れ読み替えるものとする。 

 さらに、新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合又は

資本の減少を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
1 

分割・併合の比率

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

     該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

     該当事項はありません。 

     （注）平成18年６月21日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、会社法第165条第2項 

      の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款 

      に定めています。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

     該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

     該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しておりますが、財務体質の強化及び今後の

事業展開に備えるため、過年度においては利益配当は行なっておりませんでした。今後は、将来の事業展開と企業体

質の強化のために内部留保を確保しつつ、株主に対する利益還元を積極的に検討していく方針です。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

なお、平成16年10月5日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該

当事項はありません。 

２．□印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

回次 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 

決算年月 平成14年3月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 

最高（円） － － － 
1,850,000 

  □350,000 
620,000 

最低（円） － － － 
1,040,000 

  □204,000 
236,000 

月別 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年1月 平成18年2月 平成18年3月 

最高（円） 293,000 295,000 354,000 573,000 620,000 484,000 

最低（円）   260,000 261,000 265,000 333,000 331,000 375,000 



５【役員の状況】 

  役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有株式

数 

（株） 

代表取締役  COO 沖田 貴史 昭和52年3月11日生 

平成11年 4月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバ

ンク・エーエム株式会社）入社 

        サイバーキャッシュ株式会社（当社）へ出向 

平成13年 8月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社より当社へ転

籍 

平成14年10月 オフィスワーク・システムズ株式会社（現ＳＢＩビ

ジネス・ソリューションズ株式会社）取締役 

平成15年 4月 当社事業開発室室長 

平成16年 2月 当社取締役（現任） 

平成16年 3月 当社マーチャントプラットフォーム事業部長 

平成17年 6月 当社代表取締役ＣＯＯ 

 平成18年 6月 当社代表取締役執行役員ＣＯＯ（現任） 

－ 

取締役  CEO 北尾 吉孝 昭和26年１月21日生 

昭和49年 4月 野村證券株式会社入社 

平成3年 6月 野村企業情報株式会社取締役 

平成4年 6月 野村證券株式会社事業法人三部長 

平成7年 6月 ソフトバンク株式会社常務取締役 

平成9年 4月 当社代表取締役 

平成11年 3月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバ

ンク・エーエム株式会社）代表取締役 

平成11年 7月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢ

Ｉホールディングス株式会社）代表取締役 

平成12年 9月 当社取締役 

平成15年 6月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢ

Ｉホールディングス株式会社）代表取締役執行役員

ＣＥＯ（現任） 

 平成16年 7月 イー・トレード証券株式会社取締役会長 (現任) 

 平成18年 6月 当社取締役執行役員ＣＥＯ（現任） 
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取締役  常務 禰津 耕一 昭和42年１月21日生 

平成元年 4月 株式会社ミリオンカード・サービス入社（現ＵＦＪ

ニコス株式会社） 

平成12年11月 サイバーソース株式会社入社 

平成13年 4月 サイバーソース株式会社ペイメントソリューション

プロダクトマネージャー 

平成16年 3月 当社入社 

平成17年 4月 当社ブロードバンド・サービス事業部マネージャー

兼オペレーション部副部長 

平成17年 6月 当社常務取締役 

 平成18年 6月 当社取締役執行役員常務（現任） 

－ 

取締役  CFO 山口 智宏 昭和45年７月19日生 

平成10年 4月 磯部税理士事務所入所（現税理士法人大和） 

平成12年 1月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田

＆パートナーズ）株式公開部入所 

優成監査法人へ兼務出向 

平成13年 9月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバ

ンク・エーエム株式会社）入社 

 平成16年 1月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社より当社へ 

               転籍 

               当社経営管理部長兼公開準備室長 

平成16年10月 当社経営管理部長兼ＩＲ室長 

 平成18年 6月 当社取締役執行役員ＣＦＯ（現任） 

－ 

 取締役    城戸 博雅 昭和40年６月17日生  

平成2年 4月  株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほフィナ

ンシャルグループ）入行 

平成11年11月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバ

ンク・エーエム株式会社）ＩＲ室長 

平成13年12月 ウェブリース株式会社（現ＳＢＩリース株式会社）

代表取締役社長 

 平成14年 2月 ファイナンス・オール株式会社常務取締役 

平成16年 1月 当社取締役 

平成17年 3月 ファイナンス・オール株式会社取締役専務兼ＣＦＯ 

 平成17年 6月 ＳＢＩカード株式会社代表取締役ＣＯＯ 

 平成17年 6月 ＳＢＩリース株式会社代表取締役ＣＯＯ（現任） 

 平成18年 2月 ＳＢＩギャランティ株式会社取締役（現任） 

 平成18年 3月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員  

       （現任） 

 平成18年 6月 当社取締役（現任） 

－ 

 



 （注）１．監査役４名全員は、会社法２条16号に定める社外監査役であります。 

     

  役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有株式

数 

（株） 

常勤監査役   壷阪 一弘 昭和14年11月4日生 

昭和37年 3月 日伸製鋼株式会社入社 

平成 2年 7月 トーア・スチール株式会社経理部長 

平成 6年 6月 トーア・スチール株式会社常勤監査役 

平成13年 6月 ソフトバンク・フロンティア証券株式会社常勤監査

役 

平成16年 2月 ワールド日栄フロンティア証券株式会社経理部顧問 

平成16年 3月 当社常勤監査役（現任） 

－ 

監査役   佐野 光生 昭和31年12月25日生 

昭和57年10月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所

（現中央青山監査法人）入所 

昭和61年 3月 公認会計士登録 

平成 2年10月 ソフトバンク株式会社入社 

平成 7年12月 ソフトバンク株式会社財務経理部経理部長 

平成10年 6月  当社監査役（現任） 

平成11年 6月 イー・トレード証券株式会社取締役 

平成12年 6月 ソフトバンク株式会社常勤監査役（現任） 

－ 

監査役   石原 直明 昭和42年 9月19日生 

 平成 3年 4月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほフィナン

シャルグループ）入社 

平成11年 4月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社入社 

平成12年 6月 当社監査役（現任） 

平成13年 6月 ソフトバンク・フロンティア証券株式会社取締役 

平成14年 1月 オンライン・アイアール株式会社取締役 

平成14年 5月 ドリームサポート株式会社取締役 

平成15年 6月 スワン・クレジット株式会社業務部長 

 平成18年 5月 ＳＢＩギャランティ株式会社業務部 部長（現任） 

－ 

監査役   井藤 敏正 昭和37年5月13日生 

昭和63年 4月 株式会社島津製作所入社 

平成12年 4月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社入社 

平成13年 3月 株式会社テックタンク監査役（現任） 

平成13年 5月 当社監査役（現任） 

－ 

    計 159 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主重視、キャッシュ・フロー重視の経営には不可欠

なものと認識しております。そこで経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂行するため、絶えず経営管理制度と組

織や仕組みの見直しと改善に努めております。また、株主に対し、一層の経営の透明化とチェック機能を高め、その期

待に応えていくことが経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けています。そのために、経営の「意思決定」、「コ

ントロール」、「モニタリング」の分離を明確にしております。株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、取締役

会はその意思決定に基づき、日常的な意思決定を行い、最高経営責任者（CEO）及び最高執行責任者（COO）が株主総会

及び取締役会の意思決定に基づいて業務をコントロールしております。また、モニタリングに関しては、社外取締役を

登用し、監査役会の機能を強化することで、取締役会の公正性を確保しております。 

（１） 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

①会社の機関の基本説明 

   当社は監査役制度を採用しており、当社の監査役は、計4名の体制となっております。全員が社外監査役であり、公

  正な立場で経営のモニタリングを行っております。 

   取締役会は、原則として全取締役が出席し、毎月1回以上開催致しております。COO及び取締役が現場の 

  業務報告を行い、重要な事項について、取締役会での議論の上、意思決定が行われております。具体的には、企業 

  の事業計画の策定及び新規事業計画について、各事業部長との協議に基づきCOOが事業計画を立案し、取締役会にて 

  決定致します。当社の取締役は、社内取締役３名と社外取締役２名の計５名で構成されております。業務遂行に携  

    わらない社外取締役を積極的に採用することで経営の監督機能の強化に努めております。 

   内部監査は、代表取締役直属の組織である内部監査室が社内各部門に対して定期的に実施しております。内部監査

  室は2名で構成されており、経営合理化に資するとともに経営管理に寄与するため、社内各部門の内部統制の有効 

  性、業務の執行状況を評価し、必要に応じて適切な勧告を行なっております。 

   その他には、事業戦略室、個人情報保護委員会、業務改善委員会を設置しております。 

  

  ②会社の機関・内部統制 図表 

  ③会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

   当社は、企業経営の透明性と健全性を維持し、迅速な経営判断による各種施策を効率的に執行するためには、内 

 部統制システムを整備し、健全な内部統制システムにより、業務執行を行うことが重要だと認識しております。また、



 健全な内部統制システムは、以下の体制を採る必要があると考え、整備に努め、実施しております。 

 

 １） 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 １. 当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして 

   全役職員に徹底させるものとします。 

 ２. 当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する

   ことにより、取締役間の意思疎通を図るとともに、代表取締役の業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に

   防止するものとします。 

 ３. 当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握

   に努めさせるとともに、コンプライアンス担当役員の直轄部門として内部監査部門を設置し、内部監査部門が必要

   に応じて外部専門家の協力を得て、取締役及び使用人による職務の執行を監査し、法令・定款違反行為を未然に 

   防止するものとする。コンプライアンス担当役員は、内部監査の結果について、６ヶ月に一度、取締役会に報告 

   するほか、監査役の求めに応じて報告するものとします。 

 ４. 当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発 

   見した場合に報告することを可能とするために、内部監査部門および監査役に直接通報を行うための情報システ 

   ムを整備するものとします。 

 

 ２） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 １. 当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書または電磁的記録 

   （以下「文書等」という）に記載又は記録して保存し、管理するものとします。 

 ２. 文書等は、取締役又は監査役が常時閲覧できるものとします。 

 

 ３） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 １. 当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切

   に評価して管理するため、取締役会が定めるリスク管理規程に従い、リスク管理に関する責任者としてリスク管理

   担当役員を定めるとともに、総務・人事部門、広報・ＩＲ部門及び法務部門を管掌する部門長をして、これを補 

   佐させるものとします。 

 ２. 当社は、前項のリスクが顕在化した場合には、リスク管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本

   部を設置し、当該リスクに関する情報が適時且つ適切にリスク管理担当役員及び必要な役職員に共有される体制 

   を整備し、当該リスクに対処するものとします。 

 

 ４） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 １. 当社は、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするものとします。 

 ２. 当社は、適切且つ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとします。 

 ３. 当社は、原則として毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、各部門において生じる

   問題の解決を適時且つ適切に行うとともに、問題解決から得られるノウハウを取締役に周知徹底します。これによ

   り、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとします。 

 

 ５） 当社、親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 １. 当社は、当社の属する企業集団におけるコンプライアンス上の課題・問題の把握及び業務の適正の確保のため、コ

   ンプライアンス担当役員が、企業集団に属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、企業集団全体のコンプラ

   イアンスについて情報の交換を行うための会議を設置するものとし、企業集団に属する会社から開催の請求があっ

   たときは、速やかに当該会議を開催します。 

 ２. 取締役は、企業集団に属する会社において、重大な法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な

   事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された 

   会社の監査役に通知するものとします。 

 

 ６） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人

    の取締役からの独立性に関する事項 

     当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査部門 

    が指名する者を、監査役と協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務を補助す 

    べき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役の意見を尊重するもの 

    とします。 



 ７） 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 １. 取締役は、取締役会規程に定める次の事項を知ったときは、取締役会において、監査役に適時且つ的確に報告する

   ものとします。 

   ① 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

   ② 経営に関する重要な事項 

   ③ 内部監査に関連する重要な事項 

   ④ 重大な法令・定款違反 

   ⑤ その他取締役が重要と判断する事項 

 ２. 取締役は、監査役より前項第１号乃至第５号の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行う

   ものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとします。 

 ３. 当社は、取締役及び使用人が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を監査役に対し 

   て直接報告するための情報システムを整備するものとします。 

 

 ８） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 １. 当社は、代表取締役をして監査役と定期的に会合を持たせ、経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、必

   要に応じて、監査役、内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとします。 

 ２. 当社は、監査役から前項の会合の開催の要求があったときは、速やかにこれを開催するものとします。 

  

  ④内部監査及び監査役監査の状況 

 当社の内部監査及び監査役監査の組織は、コンプライアンス担当役員の直轄部門として内部監査部門を設置し、内

部監査部門が必要に応じて外部専門家の協力を得て、取締役及び使用人による職務の執行を監査し、法令・定款違反

行為を未然に防止するものとする。コンプライアンス担当役員は、内部監査の結果について、６ヶ月に一度、取締役

会に報告するほか、監査役の求めに応じて報告するものとする。 

 平成18年４月１日内部監査担当から内部監査室を設置し、内部監査担当者２名より構成され、監査役監査の補佐、

代表取締役COO特命による監査の実施等を行なっております。監査役監査については常勤監査役が中心となり取締役

会にはすべて出席し、さらに社内会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっており

ます。内部監査担当者及び監査役は年間予定、業績報告等の定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報交換を行な

うことで相互の連携を高めております。 

 監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役会からの営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を

閲覧し、各事業部門において業務及び財産の状況を調査するとともに、決算期においては会計帳簿等の調査、書類及

び附属明細書につき検討を加えた上で、監査報告書を作成しております。更に、コーポレート・ガバナンスの一環と

して、取締役の執行が適法性を欠く恐れがある場合には、必要な助言等を行い、的確に職務を遂行しております。 

  

   ⑤会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は浅枝 芳隆、関 常芳であり、監査法人トーマツに所属しておりま

す。当社の会計監査業務に係る補助者は 公認会計士４名、会計士補３名、その他１名であります。 

当社は、商法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査を監査法人トーマツにより受けておりますが、同

監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査

法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をと

っております。当社は、商法監査と証券取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づいて報酬を支払って

おります。 

 ⑥社外取締役及び社外監査役との関係 

当社の社外取締役である北尾 吉孝、城戸 博雅は、現在それぞれ、親会社SBIホールディングス株式会社 代表

取締役執行役員ＣＥＯ、取締役執行役員を兼任しております。また当社は、社外取締役２名、監査役はすべて社外監

査役、で構成されております。その他社外取締役及び社外監査役と当社との取引関係その他の利害関係はありませ

ん。 

（２） リスク管理体制の整備の状況 

    当社のリスク管理体制は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、当社のコンプライアンス 

   上の課題・問題の把握に努めさせるとともに、コンプライアンス担当役員の直轄部門として内部監査部門を設置 

   し、内部監査部門が必要に応じて外部専門家の協力を得て、取締役及び使用人による職務の執行を監査し、法令 

   ・定款違反行為を未然に防止するものとします。コンプライアンス担当役員は、内部監査の結果について、６ヶ月

   に一度、取締役会に報告するほか、監査役の求めに応じて報告するものとしております。 



    当社は、当社の属する企業集団におけるコンプライアンス上の課題・問題の把握及び業務の適正の確保のため、

   コンプライアンス担当役員が、企業集団に属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、企業集団全体のコンプ

   ライアンスについて情報の交換を行うための会議を設置するものとし、企業集団に属する会社から開催の請求があ

   ったときは、速やかに当該会議を開催しております。 

    取締役は、企業集団に属する会社において、重大な法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要

   な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された

   会社の監査役に通知するものとしております。 

  

（３） 役員報酬の内容 

当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。 

取締役に支払った報酬 29,173千円 

監査役に支払った報酬  4,355千円 

        計     33,528千円 

   （注）使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。 

（４） 監査報酬の内容 

当社の監査法人トーマツへの公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の

内容は、以下のとおりであります。なお、当該金額には、立替経費及び消費税等は含まれておりません。 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 5,000千円 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、第９期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、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例」（平成16年１月30日内閣府例第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第９期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）の財務諸表について、中央青山監査法人による監査を受け、第10期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで）の財務諸表については、監査法人トーマツによる監査を受けております。 

    なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

   前連結会計年度及び前事業年度 中央青山監査法人 

   当連結会計年度及び当事業年度 監査法人トーマツ 

  

３．連結財務諸表について 

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準      0.1  ％ 

売上高基準     0.0  ％ 

利益基準      0.0  ％ 

利益剰余金基準  -0.5  ％ 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
第９期 

（平成17年３月31日） 
第10期 

（平成18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 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金     1,604,936     2,420,336   

２．売掛金     129,668     293,771   

３．有価証券     103,242     103,278   

４．商品     24,877     18,502   

５．前払費用     1,664     6,687   

６．繰延税金資産     41,189     14,494   

７．短期貸付金     301,663     －   

８. 預け金     5,097     100   

９．立替金     －     62,887   

１０．その他     7,146     668   

貸倒引当金     △9,223     △15,676   

流動資産合計     2,210,261 91.7   2,905,051 89.3 

Ⅱ 固定資産               

(1)有形固定資産               

１．建物   －     7,878     

減価償却累計額   － －   445 7,432   

２．器具及び備品   71,313     86,237     

減価償却累計額   44,446 26,867   56,251 29,986   

有形固定資産合計     26,867 1.1   37,418 1.2 

(2)無形固定資産               

１．商標権     1,327     1,153   

２．ソフトウェア     123,285     179,313   

３．ソフトウェア仮勘定     2,024     9,883   

４．電話加入権     594     594   

無形固定資産合計     127,232 5.3   190,943 5.9 

(3)投資その他の資産               

１．投資有価証券     －     75,000   

２．出資金     2,500     2,500   

３．関係会社出資金     3,000     3,000   

４．繰延税金資産     1,597     1,927   

５．差入保証金 ※３    26,451     26,451   

投資その他の資産合計     33,549 1.4   108,879 3.3 

固定資産合計     187,648 7.8   337,241 10.4 

Ⅲ 繰延資産                

１．新株発行費     13,115     9,117   

 繰延資産合計     13,115 0.5   9,117 0.3 

資産合計     2,411,025 100.0   3,251,410 100.0 

                

 



    
第９期 

（平成17年３月31日） 
第10期 

（平成18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 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金     42,111     150,919   

２．未払金 ※３   29,581     85,615   

３．未払費用     1,499     1,577   

４．未払法人税等     6,757     115,671   

５．未払消費税等     17,210     35,399   

６．前受金     2,379     3,977   

７．預り金     5,479     1,037   

８．収納代行預り金     646,935     921,062   

９．新株引受権     267     180   

１０．その他     859     7,518   

流動負債合計     753,082 31.2   1,322,960 40.7 

負債合計     753,082 31.2   1,322,960 40.7 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※1   1,031,394 42.8   1,039,626 32.0 

Ⅱ 資本剰余金               

 １．資本準備金   720,747     729,065     

  資本剰余金合計     720,747 29.9   729,065 22.4 

Ⅲ 利益剰余金               

１．当期未処理損失   94,200     －     

２．当期未処分利益   －     159,758     

利益剰余金合計     △94,200 △3.9   159,758 4.9 

資本合計     1,657,942 68.8   1,928,450 59.3 

負債・資本合計     2,411,025 100.0   3,251,410 100.0 

                



②【損益計算書】 

   
第９期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  944,327 100.0 1,916,367 100.0 

Ⅱ 売上原価  421,477 44.6 1,112,119 58.0

売上総利益  522,849 55.4 804,247 42.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 301,224 31.9 403,345 21.0

営業利益  221,624 23.5 400,902 20.9

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,819 1,834   

２．有価証券利息  47 45   

３．受取キャンセル料  718 －   

４．為替差益  － 112   

５．販売奨励金  6,592 －   

６．その他  1,886 11,064 1.1 781 2,773 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．新株発行費償却  6,557 7,837   

２．為替差損  126 －   

３．その他  223 6,907 0.7 359 8,197 0.4

経常利益  225,781 23.9 395,478 20.6

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 4,046 4,046 0.4 3,346 3,346 0.2

  税引前当期純利益  221,734 23.5 392,131 20.5

  法人税、住民税及び事
業税 

 950 111,807   

法人税等調整額  37,212 38,162 4.0 26,365 138,173 7.2

当期純利益  183,572 19.5 253,958 13.3

前期繰越損失  277,772 94,200 

当期未処分利益又は 
当期未処理損失（△） 

 △94,200 159,758 

     



売上原価明細書 

   
第９期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 商品原価    

 １．期首商品たな卸高  1,201 24,877 

  ２．当期商品仕入高  84,469 73,636 

計  85,670 98,513 

 ３．期末商品たな卸高  24,877 18,502 

小計  60,793 14.4 80,011 7.2

Ⅱ 事業費    

１．収納代行売上原価  257,516 936,793 

２．回線使用料  823 607 

３．システム運営費  30,154 36,672 

４．減価償却費  52,866 52,735 

５．人件費  19,167 4,848 

６．その他  155 450 

小計  360,684 85.6 1,032,108 92.8

   売上原価  421,477 100.0 1,112,119 100.0 



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第９期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益  221,734 392,131 

減価償却費  64,971 65,251 

新株発行費償却  6,557 7,837 

貸倒引当金の増加額  4,851 6,452 

受取利息及び受取配当
金 

 △1,867 △1,880 

為替差損益  △21 △112 

固定資産除却損  4,046 3,346 

売上債権の増加額  △58,096 △170,244 

たな卸資産の（△増加
額）減少額 

 △23,676 6,375 

仕入債務の増加額  25,802 108,808 

未払消費税等の増加額  5,262 18,188 

収納代行預り金の増加
額 

 554,617 274,126 

その他  △12,152 △26,850 

小計  792,029 683,431 

利息及び配当金の受取
額 

 1,867 1,880 

法人税等の支払額  △950 △9,319 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 792,946 675,991 

 



  
第９期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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 

 △15,685 △22,802 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △81,842 △82,247 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 － △75,000 

保証金の差入による支
出 

 △14,739 － 

出資金の振込による支
出 

 △2,500 － 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △114,767 △180,049 

Ⅲ 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  707,116 12,622 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 707,116 12,622 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 21 112 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 1,385,317 508,676 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 629,621 2,014,939 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 2,014,939 2,523,615 

     



④【利益処分計算書及び損失処理計算書】 

損失処理計算書                    利益処分計算書 

    
第９期 

株主総会承認日 
（平成17年６月21日） 

第10期 
株主総会承認日 

（平成18年６月21日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失     94,200 Ⅰ 当期未処分利益   159,758

Ⅱ 次期繰越損失     94,200 Ⅱ 次期繰越利益   159,758

        



重要な会計方針 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
第９期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

 その他有価証券 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 その他有価証券 

 時価のないもの 

       同  左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  

  商品 

移動平均法による原価法 

  商品 

  同  左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

器具及び備品  ４～６年 

（1）有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物       10～18年 

器具及び備品  ４～６年 

  （2）無形固定資産 

   定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年以内）に基づいております。 

（2）無形固定資産 

        同  左 

４．繰延資産の処理方法   新株発行費 

 商法施行規則第38条の規定に基づき３

年間で毎期均等額を償却しております。 

 新株発行費 

       同  左  

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

    ─────────    

６．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 売上債権の貸倒損失に備えるため、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。 

貸倒引当金 

       同  左 

 ７．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

び預け金並びに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 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

(1) 消費税等の処理方法 

       同  左 

第９期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

                   ─────────            (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固 

  定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書] 

 （企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産 

  の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 

  指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第９期 
（平成17年３月31日） 

第10期 
（平成18年３月31日） 

※1. 授権株式数及び発行済株式総数 ※1. 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 115,200株 

授権株式数 優先株式 55,944株 

発行済株式総数 普通株式 56,292株 

授権株式数 普通株式 225,168株 

発行済株式総数 普通株式       57,262株 

  2. 資本の欠損の額           94,200千円 2.           － 

※3．関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりです。 

※3.           － 

    

差入保証金   26,451千円 

未払金   18,721千円 

 

第９期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※1.販売費に属する費用のおおよその割合は3.8％、一 

般管理費に属する費用のおおよその割合は96.2％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。 

※1.販売費に属する費用のおおよその割合は6.9％、一 

般管理費に属する費用のおおよその割合は93.1％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。 

報酬・給与及び賞与 161,431千円

支払報酬 17,047千円

法定福利費 14,347千円

減価償却費 12,104千円

貸倒引当金繰入額 6,288千円

報酬・給与及び賞与 175,112千円

支払報酬  9,402千円

法定福利費  18,038千円

減価償却費  12,515千円

貸倒引当金繰入額   9,687千円

※2.固定資産除却損は、建物1,937千円、器具及び備品

1,159千円、ソフトウェア949千円であります。 

※2.固定資産除却損は、ソフトウェア3,346千円でありま

す。 

第９期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日） 

（千円） （千円） 

現金及び預金勘定 1,604,936

有価証券 103,242

短期貸付金 301,663

預け金 5,097

現金及び現金同等物 2,014,939

現金及び預金勘定 2,420,336

有価証券 103,278

現金及び現金同等物 2,523,615



（リース取引関係） 

第９期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び第10期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31

日）において、当社が保有するリース物件は、リース契約１件当たりの金額が少額であったため、注記を省略し

ております。 

（有価証券関係） 

第９期（平成17年３月31日現在） 

    時価評価されていない主な有価証券の内容 

第10期（平成18年３月31日現在） 

    時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

第９期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び第10期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

   において、当社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。 

（退職給付関係） 

 貸借対照表計上額（千円） 

   

その他有価証券  

     ＭＭＦ 103,242 

 貸借対照表計上額（千円） 

   

その他有価証券  

     ＭＭＦ 103,278 

      非上場株式  75,000 

第９期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定拠出型年金制度を設けております。

なお、当事業年度の確定拠出年金への掛金支払額は

3,722千円であり、退職給付費用に計上しておりま

す。 

また、確定給付型の制度として、総合設立型の厚

生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対

応する年金資産の額を合理的に計算できないため、

退職給付債務の計算には含めておりません。なお、

当事業年度の総合設立型の厚生年金基金への拠出額

は3,621千円であり、退職給付費用に計上しており

ます。 

当社は、確定拠出型年金制度を設けております。

なお、当事業年度の確定拠出年金への掛金支払額は

3,853千円であり、退職給付費用に計上しておりま

す。 

また、確定給付型の制度として、総合設立型の厚

生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対

応する年金資産の額を合理的に計算できないため、

退職給付債務の計算には含めておりません。なお、

当事業年度の総合設立型の厚生年金基金への拠出額

は4,869千円であり、退職給付費用に計上しており

ます。 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

第９期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び第10期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

   において、当社は関連会社はありませんので、該当事項はありません。 

第９期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産      （千円） 繰延税金資産（流動）  （千円） 

繰越欠損金 35,289

貸倒引当金超過額 3,142

未払事業税否認額 2,363

その他 1,991

繰延税金資産計 42,787  繰延税金資産（固定） 

 未払事業税否認額 10,913

貸倒引当金超過額 3,326

その他 253

 計 14,494

 減価償却超過額 1,359

一括償却資産 568

計 1,927

   

 繰延税金資産計 16,421

    

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目の内訳 

(単位:％) 

法定実効税率 40.69 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

0.13 

住民税均等割 0.43 

評価性引当金 △24.03 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 17.21 

(単位:％) 

法定実効税率 40.69 

（調整）   

交際費等永久に損金算入されない項目 0.02 

住民税均等割 0.24 

評価性引当金  △0.12 

情報通信機器等特別控除  △5.60 

その他  0.01 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.24 



【関連当事者との取引】 

第９期（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

     (1) 親会社及び法人主要株主等  

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      決済業務再受託売上については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

      本社事務所の賃借については、市場における取引の実勢に基づき決定しております。 

    ３．当社の親会社であったソフトバンク・ファイナンス株式会社は、ソフトバンク・インベストメント株式会社

の平成17年３月15日を払込期日とする有償一般公募増資による新株式187,500株の発行に伴い、親会社に該

当しなくなりました。当該取引は２月末時点のものであります。 

(2) 役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

(3）子会社等 

該当事項はありません。 

(4）兄弟会社等 

 （注）１．取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

現先等による資金の運用の取引条件は、一般の取引と同様に決定しております。 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は出資金 

(千円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 
役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社 

ソフトバ

ンク・フ

ァイナン

ス株式会

社 

東京都

港区 
41,315,000 

インター

ネットを

通じた総

合金融サ

ービス 

(41.3) 
役員1

名 

決済業

務再受

託等及

び本社

事務所

の賃借

１．決済関

連業務受託

サービス等

99,156 売掛金 10,369 

２．本社事

務所の賃借
8,905 

差入保証

金 
26,451 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

兄弟会

社 

イー・ト

レード証

券株式会

社 

東京都

港区 
21,329,776 

オンライ

ン証券業 
－ 

該当事

項なし 

資金運

用の委

託 

現先等による

資金の運用 
398,514 

有価証券 91,753 

短期貸付

金 
301,663 

預け金 5,097 



第10期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

     (1) 親会社及び法人主要株主等  

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      本社事務所の賃借については、市場における取引の実勢に基づき決定しております。 

(2) 役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

(3）子会社等 

該当事項はありません。 

(4）兄弟会社等 

 （注）１．取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

現先等による資金の運用の取引条件は、一般の取引と同様に決定しております。 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は出資金 

(千円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 
役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社 

SBIホー

ルディン

グス株式

会社 

東京都

港区 
54,229,109 

株式等の

保有を通

じた企業

グループ

の統括・

運営等 

(40.6) 
役員1

名 

本社事

務所の

賃借 

本社事務所

の賃借 
20,948 

差入 

保証金 

未払金 

26,451 

2,966 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

兄弟会

社 

イー・ト

レード証

券株式会

社 

東京都

港区 
46,874,835 

オンライ

ン証券業 
－ 

該当事

項なし 

資金運

用の委

託 

現先等による

資金の運用 
392,877 ー － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

第９期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第10期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、平成16年12月20日付で株式１株につき４株の割合

を持って株式分割を行っています。 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

１株当たり純資産額 29,452円54銭 

１株当たり当期純利益 3,433円63銭 

潜在株式調整後1株当たり当期

純利益金額 
3,300円32銭 

１株当たり純資産額 14,722円06銭 

１株当たり当期純利益 4,142円21銭 

  

１株当たり純資産額 33,677円66銭 

１株当たり当期純利益金額      4,488円08銭 

潜在株式調整後1株当たり当期

純利益金額 
     4,176円63銭 

  
第９期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額 3,433.63 4,488.08 

当期純利益（千円） 183,572 253,958 

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（千円） 183,572 253,958 

期中平均株式数（株）     

普通株式 45,006 56,585 

普通株式と同等の株式（優先株式） 8,457 － 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

  当期純利益調整額 － － 

  普通株式増加数（株） 2,159 4,219 

   （うち新株引受権 （株）） (736) (1,335) 

   （うち新株予約権 （株）） (1,423) (2,884) 

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 

───────── ───────── 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（重要な営業の譲受契約の締結） （株式分割） 

  当社は、ソフトバンク・ファイナンス株式会社の決済関

連事業を引き継ぐ目的で、平成17年６月20日付けで当該

事業に係る営業の全部を譲り受けることに合意し、営業

譲渡契約書を締結しました。本件は、平成17年６月20日

開催の取締役会において承認されております。なお、当

該営業譲受に伴い、今後ソフトバンク・ファイナンス株

式会社と顧客の間のサービス業務に係る契約を当社が引

き継ぐための交渉及び手続きが行われます。 

 １．営業譲受の旨及び目的 

当社は、ソフトバンク・ファイナンス株式会社より業

務の再委託を受け、収納代行業務を実質的に行ってお

りました。今後は、実質的な業務取り扱い事業者であ

る当社を窓口に統合することで、サービスの向上を目

指します。ソフトバンク・ファイナンス株式会社がこ

れまで構築した営業基盤を土台として、当社が蓄積し

たノウハウや技術力を融合して当該事業を拡大するこ

とが期待できる、という点を鑑み、このたびの営業譲

受にいたりました。 

  ２．譲受ける相手会社の名称 

    ソフトバンク・ファイナンス株式会社 

  ３．譲受ける事業の内容 

  収納代行事業に関する営業 

  ４．譲受ける資産・負債の額 

  譲受対象資産・負債はありません。 

  ５．譲受価額 

  譲受価額 ０円 

  ６．譲受の時期 

    平成17年６月20日（月） 営業譲渡契約書締結 

                            （取締役会決議） 

    平成17年７月１日（金） 営業譲受日（予定） 

平成18年１月23日開催の当社取締役会において、投資金額

の引き下げと株式の流動性を高めることにより、投資家の

皆様により投資しやすい環境を整える目的で、平成18年４

月１日付をもって、次のとおり普通株式１株を3株に分割

することを決議いたしました。 

 １．分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成18年３月31日最終の発行済株式総

数に２を乗じた株式数といたします。 

 ２．分割の方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿ならびに実質株主名

簿に記載または記録された株主および端株原簿に記載

または記録された端株主の所有株式数を、１株につき

３株の割合をもって分割いたします。 

 ３．配当起算日 

分割によって増加する株式の配当起算日は平成18年４ 

月１日とする。 

 ４．当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、下記のとおりであります。

  

  

  

  第９期 第10期 

１株当たり 

純資産額 
   9,817円51銭   11,225円89銭 

１株当たり 

当期純利益金額 
   1,144円54銭    1,496円03銭 

潜在株式調整後 

１株当たり 

当期純利益金額 

   1,100円11銭    1,392円21銭 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【その他】 

      【株式】 

有価証券 その他有

価証券 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

（証券投資信託） 

ＭＭＦ 
103,278,930 103,278 

小計 103,278,930 103,278 

計 103,278,930 103,278 

投資有価証

券 その他有

価証券 

 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

株式会社ネットプロテクションズ 1,500 75,000 

小計 1,500 75,000 

計 1,500 75,000 



【有形固定資産等明細表】 

（注）１．器具及び備品の増加は、主にクレジットカード決済サービスのシステム増強及びバックエンドシステムの増強

の為のハードウェア購入によるものです。 

２．ソフトウェアの増加は、主にクレジットカード決済サービスのバックエンドシステムの増強、クレジットカー

ド本人認証機能の追加、コンビニエンスストア決済サービス及び、ＭＰＩホスティングサービスの開発による

ものです。 

    ３．ソフトウェア仮勘定の減少は、ソフトウェアの完成による振替によるものです。 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 該当事項はありません。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 － 7,878 － 7,878 445 445 7,432 

器具及び備品 71,313 14,924 － 86,237 56,251 11,805 29,986 

有形固定資産計 71,313 22,802 － 94,115 56,697 12,251 37,418 

無形固定資産               

商標権 1,746 － － 1,746 593 174 1,153 

ソフトウェア 309,894 112,199 3,346 418,747 239,434 52,825 179,313 

ソフトウェア仮勘定 2,024 40,002 32,143 9,883 － － 9,883 

電話加入権 594 － － 594 － － 594 

無形固定資産計 314,260 152,201 35,489 430,970 240,028 53,000 190,943 

繰延資産               

 新株発行費 19,673 3,840 － 23,513 14,395 7,837 9,117 

繰延資産計 19,673 3,840 － 23,513 14,395 7,837 9,117 



【資本金等明細表】 

 （注） 普通株式の当期増加並びに資本金及び株式払込剰余金の当期増加額は、新株引受権及び新株予約権の行使によ

     るものであります。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替えによる戻入額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 1,031,394 8,231 － 1,039,626 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 （株） (56,292) (970) － (57,262) 

普通株式 （千円） 1,031,394 8,231 － 1,039,626 

計 （株） (56,292) (970) － (57,262) 

計 （千円） 1,031,394 8,231 － 1,039,626 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）           

株式払込剰余金 （千円） 720,747 8,317 － 729,065 

計 （千円） 720,747 8,317 － 729,065 

利益準備金及

び任意積立金 

     － （千円） － － － － 

計 （千円） － － － － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 9,223 15,676 3,234 5,989 15,676 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

③ 商品 

区分 金額（千円） 

現金 23 

預金   

普通預金 2,420,313 

小計 2,420,313 

合計 2,420,336 

相手先 金額（千円） 

株式会社ゲームオン 54,109 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 34,499 

株式会社デジタルメディアマート 34,284 

千葉インターネットプロバイダー協同組合 9,093 

有限会社イーストトレード 5,691 

株式会社ディー・エヌ・エー 5,355 

 その他 150,737 

合計 293,771 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

129,668 2,753,701 2,589,597 293,771 89.8 28.0 

品目 金額（千円） 

ＩＤクーポン券 18,502 

合計 18,502 



④買掛金 

⑤収納代行預り金 

(3）【その他】 

  該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

株式会社ウェブマネー 61,907 

日本信販株式会社 24,869 

株式会社UFJカード 15,742 

株式会社ジェーシービー 15,735 

株式会社ディーシーカード 10,793 

その他 21,871 

合計 150,919 

相手先 金額（千円） 

株式会社UFJカード 459,846 

ユーシーカード株式会社 114,495 

株式会社ジェーシービー 107,428 

セブンイレブン・ジャパン株式会社 87,647 

その他 151,643 

合計 921,062 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）平成18年６月21日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され会社の公告方法は次のとおりとなりました。 

    当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が 

    できない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

決算期  ３月３１日 

定時株主総会  決算期末から３ヶ月以内 

基準日  ３月３１日 

株券の種類 1株券、10株券、100株券 

中間配当基準日  ９月３０日 

１単元の株式数 ────── 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）臨時報告書 

平成17年４月15日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 

(2）臨時報告書 

   平成17年６月20日関東財務局に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号（営業の譲受）に基づく臨時報告書であります。 

  (3) 有価証券報告書及びその添付書類 

       事業年度（第９期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月28日関東財務局長に提出。 

 (4）臨時報告書  

     平成17年12月2日関東財務局長に提出。 

     企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）に基づく臨時報告書であります。 

 (5) 半期報告書 

    （第10期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月14日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成17年６月21日

ベ リ ト ラ ン ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているベリトランス株式会

社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・

フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ベリトランス株式会

社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社はソフトバンク・ファイナンス株式会社の決済関連事業を引き継ぐ目的で、平成17

年６月20日付けで当該事業に係る営業の全部を譲り受けることに合意し、営業譲渡契約書を締結した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 明 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 関 根 愛 子 

      



独立監査人の監査報告書 

独立監査人の監査報告書 

 平成18年6月21日 

ＳＢＩベリトランス株式会社  

 取締役会 御中    

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 浅枝 芳隆  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 関 常芳   印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＳＢ

Ｉベリトランス株式会社（旧社名：ベリトランス株式会社）の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの

第 １０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＳＢＩベ

リトランス株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以 上 
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