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１．平成18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月中間期 209 △59.7 △208 － △172 －

17年３月中間期 518 39.7 △155 － △154 －

17年９月期 887 △567 △586

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 △307 － △1,692 43

17年３月中間期 △741 － △5,079 20

17年９月期 △1,348 △8,701 33

（注）①期中平均株式数 18年３月中間期 181,662株 17年３月中間期 145,914株 17年９月期 154,971株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

18年３月中間期 0 00 　　　　――――――

17年３月中間期 0 00 　　　　――――――

17年９月期 　　　　―――――― 0 00

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 6,061 4,947 81.6 31,250 09

17年３月中間期 6,878 3,474 50.5 23,668 65

17年９月期 7,935 6,186 78.0 33,930 52

（注）①期末発行済株式数 18年３月中間期 158,321株 17年３月中間期 146,777株 17年９月期 182,321株

②期末自己株式数 18年３月中間期 24,004.4株 17年３月中間期 －株 17年９月期 4.4株

２．平成18年９月期の業績予想（平成17年10月1日～平成18年９月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 620 △180 △270 － － － －

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　△1,705円40銭

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮

定を前提にしております。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成17年３月31日)

当中間会計期間末
(平成18年３月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 1,860,565 1,256,050 2,818,703

２　売掛金 463,610 177,551 146,284

３　たな卸資産 2,978 2,045 29,032

４　未収入金 1,482,737 － －

５　短期貸付金 535,000 855,000 1,225,000

６　その他 ※２ 35,456 91,630 199,422

流動資産合計 4,380,348 63.7 2,382,278 39.3 4,418,443 55.7

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１    

 (1)建物 ※４ 483,665 457,164 471,592

 (2)土地 ※４ 640,230 633,101 640,230

 (3)その他  4,293 4,051 6,406

 有形固定資産合計  1,128,189 1,094,316 1,118,229

２　無形固定資産 － 28,724 －

 (1)ソフトウェア 346,495 － 300,986

 (2)その他 28,950 － 29,530

無形固定資産合計 375,446 28,724 330,516

３　投資その他の資産

 (1)投資有価証券 197,913 1,105,840 905,671

 (2)関係会社株式  396,400 1,092,523 803,195

 (3)長期性預金 350,000 350,000 350,000

 (4)その他 21,534 7,801 9,529

投資その他の資産合
計

965,847 2,556,165 2,068,396

固定資産合計 2,469,483 35.9 3,679,206 60.7 3,517,143 44.3

Ⅲ　繰延資産 28,946 0.4 － － － －

資産合計 6,878,778 100.0 6,061,485 100.0 7,935,586 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年３月31日)

当中間会計期間末
(平成18年３月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 47,715 36,419 57,884

２　短期借入金 25,000 25,000 25,000

３　１年以内返済予定
長期借入金

※４ 99,102 80,000 94,002

４　その他 ※２ 131,203 123,947 726,564

流動負債合計 303,020 4.4 265,367 4.4 903,451 11.4

Ⅱ　固定負債

１　新株予約権付社債  2,460,000 － －

２　長期借入金 ※４ 641,167 660,000 695,441

３　その他 576 188,573 150,446

固定負債合計 3,101,743 45.1 848,573 14.0 845,887 10.6

負債合計 3,404,764 49.5 1,113,940 18.4 1,749,338 22.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,919,998 27.9 3,607,516 59.5 3,607,516 45.5

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 2,042,763 901,880 3,809,281

２　その他資本剰余金    

(1)資本金及び資本準
備金減少差益

－ 1,803,235 －

資本剰余金合計 2,042,763 29.7 2,705,115 44.6 3,809,281 48.0

Ⅲ　利益剰余金

１　特別償却準備金 10,091 8,072 10,091

２　中間（当期）未処
理損失

498,860 307,449 1,106,183

利益剰余金合計 △488,769 △7.1 △299,376 △4.9 △1,096,092 △13.8

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

22 0.0 84,400 1.4 △133,946 △1.7

Ⅴ　自己株式 － － △1,150,110 △19.0 △510 △0.0

資本合計 3,474,014 50.5 4,947,545 81.6 6,186,247 78.0

負債資本合計 6,878,778 100.0 6,061,485 100.0 7,935,586 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 518,732 100.0 209,008 100.0 887,737 100.0

Ⅱ　売上原価 171,170 33.0 117,158 56.1 346,830 39.1

売上総利益 347,561 67.0 91,850 43.9 540,906 60.9

返品調整引当金繰
入額

5,657 1.1 189 0.1 11,164 1.2

差引売上総利益 341,904 65.9 91,660 43.8 529,742 59.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

497,115 95.8 299,792 143.4 1,097,728 123.7

営業損失 155,210 △29.9 208,131 △99.6 567,986 △64.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 25,770 5.0 52,973 25.4 62,278 7.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 24,602 4.8 17,070 8.2 81,051 9.1

経常損失 154,042 △29.7 172,227 △82.4 586,758 △66.1

Ⅵ　特別利益 ※４ － － 221,093 105.8 78,367 8.8

Ⅶ　特別損失 ※５ 541,103 104.3 356,526 170.6 618,114 69.6

税引前中間(当期)
純損失

695,145 △134.0 307,661 △147.2 1,126,505 △126.9

法人税、住民税及
び事業税

10,243   605   180,711   

法人税等調整額 35,737 45,981 8.9 △817 △212 △0.1 41,232 221,944 25.0

中間（当期）純損
失

741,126 △142.9 307,449 △147.1 1,348,450 △151.9

前期繰越損失 242,266 1,104,165 242,266

資本準備金取崩に
よる繰越損失填補
額

－ 1,104,165 －

中間（当期）未処
理損失

498,860 307,449 1,106,183
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1)有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

(1)有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

②その他有価証券

時価のあるもの

同左

②その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2)たな卸資産

①商品

総平均法による原価法

(2)たな卸資産

①商品

－

(2)たな卸資産

①商品

総平均法による原価法

②製品

総平均法による原価法

②製品

－

②製品

総平均法による原価法

③仕掛品

個別法による原価法

③仕掛品

－

－

 

④貯蔵品

最終仕入原価法

④貯蔵品

同左

③貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産

定率法によっております。

　また、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　３～50年

工具、器具及び備品

　　　　　　　　４～８年

(1)有形固定資産

定率法によっております。

　また、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　８～50年

工具、器具及び備品

　　　　　　　　４～８年

(1)有形固定資産

定率法によっております。

　但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

は除く）については、定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　８～50年

工具、器具及び備品

　　　　　　　　４～８年

(2)無形固定資産

商標権

　10年の定額法によっており

ます。

市場販売目的のソフトウェア

　見込販売数量に基づく償却

額と３年を限度とする残存有

効期間に基づく均等配分額と

を比較し、いずれか大きい額

を償却する方法によっており

ます。

(2)無形固定資産

商標権

同左

 

－

 

(2)無形固定資産

商標権

同左

 

市場販売目的のソフトウェア

　見込販売数量に基づく償却

額と３年を限度とする残存有

効期間に基づく均等配分額と

を比較し、いずれか大きい額

を償却する方法によっており

ます。

自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法に

よっております。

自社利用のソフトウェア

同左

自社利用のソフトウェア

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

３．繰延資産の処理方法 (1)新株発行費

　支出時に全額費用として処理

しております。

(1)新株発行費

同左

(1)新株発行費

同左

(2)社債発行費

商法施行規則の規定により３

年間で均等償却しております。

－

 

(2)社債発行費

商法施行規則の規定により３

年間で均等償却しております。

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

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。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当中間会計期間負担額を計上

しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当期負担額を計上しておりま

す。

(3) 返品調整引当金

商品の返品に伴う損失に備える

ため、返品の実績率により損失見

込額を計上しております。

(3) 返品調整引当金

同左

(3) 返品調整引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（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

税抜方法によっております。

(1)消費税等の処理方法

同左

(1)消費税等の処理方法

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

－ （固定資産の減損に係る会計基準） －

 　当中間会計期間より、「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。これにより

税引前中間純損失は15,876千円増加し

ております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

（中間貸借対照表）

有形固定資産の「建物」及び「土地」は、前中間会計期

間まで、区分掲記しておりませんでしたが、当中間会計期

間末において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲

記しました。

なお、前中間会計期間末の「建物」の金額は32,252千円、

「土地」の金額は21,857千円であります。

（中間貸借対照表）

１．流動資産の「未収入金」は、前中間会計期間まで、

区分掲記しておりましたが、当中間会計期間末において資

産の総額の100分の５以下となったため「その他」に含め

て表示しております。

なお、当中間会計期間末の「未収入金」の金額は12,700

千円であります。

－

 

２．無形固定資産の「ソフトウェア」は、前中間会計期

間まで、区分掲記しておりましたが、当中間会計期間末に

おいて資産の総額の100分の５以下となったため「無形固

定資産」に含めて表示しております。

なお、当中間会計期間末の「ソフトウェア」の金額は262

千円であります。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

（法人事業税における外形標準課税制度の導入） －

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に基づき、法人事業税のうち付加価値

割及び資本割4,760千円につきましては、「販売費及び一

般管理費」に計上しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度末
（平成17年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

29,721千円 52,589千円 43,801千円

※２　消費税等の取り扱い ※２　消費税等の取り扱い ※２　　　　　　　 －

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

 

　３　偶発債務 　３　偶発債務 　３　偶発債務

債務保証

次の関係会社について、金融機関から

の借入及びリース会社とのリース契約に

対し債務保証を行っております。　

保証先
金額

（千円）
内容

サイタックス㈱ 66,400 借入債務 

㈱日本證券新聞社 65,000 借入債務 

㈱日本證券新聞社 118,165 リース契約

合　　計 249,565 － 

 

債務保証

次の関係会社について、金融機関から

の借入及びリース会社とのリース契約に

対し債務保証を行っております。　

保証先
金額

（千円）
内容

サイタックス㈱ 32,800 借入債務 

㈱日本證券新聞社 20,000 借入債務 

㈱日本證券新聞社 96,302 リース契約

㈱オックス・ブイ 121,695 リース契約

合　　計 270,797 － 

 

債務保証

次の関係会社について、金融機関から

の借入及びリース会社とのリース契約に

対し債務保証を行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

サイタックス㈱ 49,600 借入債務 

㈱日本證券新聞社 35,000 借入債務 

㈱日本證券新聞社 134,564 リース契約

㈱オックス・ブイ 136,298 リース契約

合　　計 355,462 － 

 
※４　担保資産及び担保付債務

担保資産   

建物 410,693千円

土地 618,372千円

合計 1,029,066千円

   

担保付債務   

１年内返済予定長期借

入金

90,000千円

長期借入金 640,000千円

合計 730,000千円

※４　担保資産及び担保付債務

担保資産   

建物 438,695千円

土地 618,372千円

合計 1,057,068千円

   

担保付債務   

１年内返済予定長期借

入金

80,000千円

長期借入金 560,000千円

合計 640,000千円

※４　担保資産及び担保付債務

担保資産   

建物 402,103千円

土地 618,372千円

合計 1,020,476千円

   

担保付債務   

１年内返済予定長期借

入金

90,000千円

長期借入金 595,000千円

合計 685,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 7,389千円

有価証券利息 76千円

受取利息 22,044千円

有価証券利息 608千円

受取利息 19,914千円

有価証券利息 736千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 7,667千円

新株発行費 7,908千円

社債発行費償却額 8,944千円

支払利息 10,320千円

新株発行費 6,727千円

   

支払利息 17,968千円

新株発行費 24,994千円

社債発行費償却額 37,891千円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 7,797千円

無形固定資産 103,730千円

有形固定資産 10,782千円

無形固定資産 57,200千円

有形固定資産 22,200千円

無形固定資産 176,337千円

※４　　　　　　　　　－ ※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目

   

   

投資有価証券売却益 221,093千円

   

投資有価証券売却益 67,185千円

子会社株式売却益 11,182千円

※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目

ソフトウェア評価損 290,142千円

子会社株式評価損 231,000千円

ソフトウェア除却損 138,581千円

減損損失 15,876千円

固定資産評価損 290,142千円

子会社株式評価損 271,937千円

※６　　　　　　　　　－ ※６　減損損失

当中間会計期間において、当社は以下

の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

東京都

墨田区
遊休資産

建物および

土地 

遊休資産について資産の市場価格が著し

く下落したため、帳簿価額を第三者の不動

産鑑定士による鑑定評価額を基礎とした回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（15,876千円）として特別損失に計上

しました。その内訳は、建物8,747千円、土

地7,129千円であります。

※６　　　　　　　　　－
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産 その他

26,654 8,214 18,439

合　　計 26,654 8,214 18,439

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産 その他

28,474 8,655 19,819

ソフトウェア 24,608 4,088 20,520

合　　計 53,083 12,744 40,339

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固定資
産 その他

53,083 7,541 45,541

合　　計 53,083 7,541 45,541

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,501千円

１年超 14,304千円

合計 18,805千円

１年内 10,114千円

１年超 31,355千円

合計 41,470千円

１年内 10,505千円

１年超 37,351千円

合計 47,856千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 3,308千円

減価償却費相当額 3,234千円

支払利息相当額 329千円

支払リース料 5,442千円

減価償却費相当額 5,149千円

支払利息相当額 510千円

支払リース料 4,526千円

減価償却費相当額 4,714千円

支払利息相当額 291千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

同左  同左

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成17年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１株当たり純資産額 23,668円65銭

１株当たり中間純損失

金額

5,079円20銭

  

１株当たり純資産額 31,250円09銭

１株当たり中間純損失

金額

1,692円43銭

  

１株当たり純資産額 33,930円52銭

１株当たり当期純損失  8,701円33銭

  

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失が計上されているため記載

しておりません。

当社は、平成16年４月19日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。

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中間会計期間

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。

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、潜在株式は

存在するものの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、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

 

１株当たり純資産額 14,134円37銭

１株当たり中間純利益

金額
212円70銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
210円08銭

  

  

  

  

  

  

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

項目
前中間会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前事業年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は

１株当たり中間純損失金額

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
△741,126 △307,449 △1,348,450

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）(千円)
△741,126 △307,449 △1,348,450

普通株式の期中平均株式数（株） 145,914 181,662 154,971

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － － 183

（うち新株予約権） (－) (－) (183) 
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項目
前中間会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前事業年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

第２回転換社債型新株予

約権付社債（額面総額

460,000千円）、第３回

転換社債型新株予約権付

社債（額面総額

2,000,000千円）、新株

引受権方式によるストッ

クオプション（株式の

数207株）、新株予約権

２種類（新株予約権の

数3,930個）

平成15年12月18日定時株

主総会に基づく新株予約

権（新株予約権の数

3,400個）

平成15年12月18日定時株

主総会に基づく新株予約

権（新株予約権の数530

個）

平成17年12月20日定時株

主総会に基づく新株予約

権（新株予約権の数

5,500個）

平成16年２月９日発行新

株予約権（新株予約権の

数10,200個）

平成16年４月16日発行新

株予約権（新株予約権の

数1,590個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

１．株式会社ニューテクノロジーとの株式

交換

当社と株式会社ニューテクノロジーは、事

業の拡大を図ることを目的として平成17年２

月23日開催の取締役会決議に基づき、平成17

年２月23日に株式会社ニューテクノロジーが

当社の完全子会社となる株式交換契約を締結

しました。当契約に当たり簡易株式交換制度

を利用するため、株式交換承認株主総会は開

催しておりません。

なお、株式会社ニューテクノロジーにおき

ましては、同年３月10日開催の株式交換承認

株主総会において同株式交換契約書の承認を

受けております。

当社が、株式交換により、増加すべき

資本金は30百万円であり、増加すべき資

本準備金の額は、109百万円であります。

(1) 株式交換契約の概要

①　株式交換の内容

当社は、株式会社ニューテクノロジー

と商法第358条に定める方法により株式

交換を行っております。

②　株式交換の日

株式交換は平成17年４月12日に実施し

ました。

③　株式交換に際して発行する株式及び割

当

当社は、株式会社ニューテクノロジー

との株式交換に際して、普通株式1,000

株を発行し、株式交換日の前日最終の株

式会社ニューテクノロジーの株主名簿に

記載された株主に対して、その所有する

株式会社ニューテクノロジーの普通株式

１株につき当社の株式0.025株の割合を

もって割当交付しました。

④　増加すべき資本金及び資本準備金額

当社が、株式交換により、増加すべき

資本金は30百万円であり、増加すべき資

本準備金の額は、109百万円であります。

１．子会社の設立

当社は、平成18年４月12日開催の取締役会

において、当社全額出資による下記の会社を

設立することを決定いたしました。

(1) 設立する会社の概要

① 商号 AKIRAWORKS CORPORATION

② 設立年月日 平成18年５月

③ 本店所在地 4999 Kahala Avenue,

Honolulu,Hawaii

④ 資本金 1,000,000US$

(2) 設立の目的

ハワイでのユビキタス・コンピューティ

ング・システム開発およびそれらに付随す

る事業を、ソリューショングループのＩＴ

事業の礎と位置づけ、今後のグループ戦略

に活かす事を目的としております。

 １．持分法適用の関連会社の子会社化

平成17年10月24日開催の取締役会におい

て、持分法適用の関連会社である株式会社

エスビーエルの株式を取得し、子会社化す

ることを決議いたしました。

(1) 株式取得の理由

これまで、株式会社エスビーエルは、同

社単体で中小零細企業を対象としたビジネ

スローン事業を計画し、本年８月17日付け

で貸金業免許の登録をいたしました。その

後、同社の前代表取締役社長落合伸治が本

年12月20日付けで当社の代表取締役社長に

就任することが内定し、今後の当社のグ

ループ戦略を再構築することといたしまし

た。その一環として、当社が同社の株式を

取得し、完全子会社とすることが適切であ

ると判断いたしました。

(2) 異動する子会社の概要

① 商号 株式会社エスビーエル

② 代表者 長倉　統己

③ 所在地 東京都中央区日本橋

小網町13番７号

④ 設立年月日 平成17年３月22日

⑤ 主な事業の

内容

金融関連業界の市場動

向調査、中小零細企業

市場の調査分析および

事業計画の策定

⑥ 決算期 ８月末

⑦ 従業員数 １名

⑧ 主な事業所 本店

⑨ 資本の額 50百万円

⑩ 発行済株式

総数

1,000株

⑪ 大株主構成および所有割合

 オレガ株式会社 60.0％

 オックス情報株式会社 40.0％
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

(2) 株式会社ニューテクノロジーの概要

①　主な事業内容

ソフトウェアの開発・販売

②　売上高及び当期純利益（平成16年８月

期）

売上高 479百万円

当期純利益 14百万円

③　資産、負債、資本の状況

（平成16年８月31日現在）

資産合計 143百万円

負債合計 88百万円

資本合計 55百万円

⑫ 最近事業年度における業績の動向

 平成17年８月期

 売上高 0百万円

 営業利益 △14百万円

 経常利益 △14百万円

 当期純利益 △14百万円

 総資産 37百万円

 株主資本 35百万円

 １株当たり配当金 0円00銭

  (3) 株式の取得先

① 商号 オレガ株式会社

② 代表者 長倉　統己

③ 本店所在地 東京都中央区日本橋

小網町13番７号

④ 主な事業

内容

中小企業向融資・ファ

イナンスコンサルティ

ング業務

⑤ 当社との関係 株式会社エスビーエル

の共同出資者

  (4) 取得株式数、取得金額および取得前後

の所有株式数の状況

① 異動前の所

有株式数

400株 (所有割合

40.0％)

② 取得株式数 600株 (取得金額

24百万円)

③ 異動後の所有

株式数

1,000株 (所有割合

100.0％)

  (5) 日程

平成17年10月24日 取締役会決議

平成17年10月31日 株券引渡し期日

  (6) 今後の見通し

しかるべき時期にグループ戦略の発表と

合わせてお知らせする予定です。
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

２．円建転換社債型新株予約権付社債の転換

平成16年12月２日に発行した平成21年満期

円建転換社債型新株予約権付社債につき、平

成17年４月５日から平成17年４月26日の間に

新株予約権行使が行われました。その内容は

下記のとおりであります。 

(1) 社債の減少額　　　　1,420百万円 

(2) 資本金の増加額　　　　710百万円 

(3) 資本準備金の増加額　　710百万円 

(4) 株式の種類　　　　　   普通株式 

(5) 増加した株式の数　　12,879.09株

 ２．　　　　　　　－  ２．会社分割

平成17年９月26日開催の取締役会におい

て当社の情報サービス事業の一部を会社分

割する決議に基づき、平成17年11月１日に

オックス情報販売株式会社を設立登記いた

しました。

(1) 会社分割の目的

情報サービス業におけるコンピュータ

の利用環境が年々激変していることに鑑

み、システムの提供者側もユーザーニー

ズを先取りしながら情報サービス事業の

効率性を追求していく必要があります。

そのために、意思決定の迅速化、成果主

義の導入などを目的として会社分割を行

い、当該事業部門を当社グループにおけ

る高収益中核事業へと成長させることを

目指します。

  (2) 会社分割の要旨

①　分割の日程

分割計画書承認取

締役会

平成17年９月26日

分割期日 平成17年11月１日

分割登記 平成17年11月１日

②　分割方式

１．分割方式

当社を分割会社とし、新設するオッ

クス情報販売株式会社を承継会社とす

る簡易新設分割（分社型）といたしま

す。なお、当社は、商法第374条の６

第１項の規定により、株主総会の承認

を得ずに、本会社分割を行います。

２．当分割方式を採用した理由

国内における情報サービス事業の運

営に当たり、事業の経営効率の更なる

向上、追及等のためには、経営資源の

効率的かつ効果的な活用の図れる分社

型新設分割の方式によることが適切と

判断いたしました。

③　株式の割当

分割により設立するオックス情報販売

株式会社が分割に際して発行する株式

（1,000株）のすべてが当社に割り当て

られます。

④　分割交付金

分割交付金の支払いはありません。
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

  ⑤　新設分割にて設立する会社が承継する

権利義務

オックス情報販売株式会社は、分割会

社の情報サービス部門において業務遂行

上必要と判断される資産および同部門に

おいて顧客との間で締結しているアラー

ム管理システムに関する使用権許諾契約

及び保守契約上の権利・義務等を継承い

たします。

⑥　債務履行の見込み

本会社分割後の分割会社（当社）およ

び新設会社（オックス情報販売株式会

社）が負担すべき債務につきましては、

履行期における履行の見込みがあるもの

判断いたしました。

⑦　新設分割会社に就任する役員

・代表取締役社長 落合　伸治

・取　　締　　役 田中　威明

・取　　締　　役 塙　　大輔

・取　　締　　役 小川　泰史

・監　　査　　役 永井　健二
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

  (3) 分割当事者の概要（平成17年９月30日

現在）

① 商号 オックス情報株式会

社

（分割会社）

〔平成17年９月30

日〕

オックス情報販売株

式会社

（新設会社）

〔平成17年11月１日

見込み〕

② 事業

内容
財務分析ソフトウェア

の販売、財務格付情報

のデータ配信、企業信

用リスク管理システム

の開発・販売・保守

サービスの展開

財務分析ソフト

ウェアの販売、財

務格付情報の提携

販売、新規システ

ムの販売、保守

サービス契約の代

行

③ 設立

年月日

平成11年10月１日 平成17年11月１日

④ 本店

所在地

東京都中央区

日本橋小網町

13番７号

東京都中央区

日本橋小網町

13番７号

⑤ 代表者 代表取締役社長

篠原　猛

代表取締役社長

落合伸治

⑥ 資本金 3,607,516千円 50,000千円

⑦ 発行済

株式数

182,325.4株 1,000株

⑧ 株主

資本

6,186,247千円 50,000千円

⑨ 総資産 7,935,586千円 110,453千円

⑩ 決算期 ９月30日 ９月30日

⑪ 従業員数 33人 ７人

⑫ 主要

取引先

・株式会社日立ハイ

テクノロジーズ

・株式会社オービッ

ク

・ダイアモンド・コ

ンピュータ・サー

ビス株式会社

 

⑬ 大株主及

び持ち株

比率（平

成17年３

月31日現

在）

伊藤祥司21.12%

大阪証券金融株式会

社10.31%

篠原　猛6.95%

畑崎美代子1.09%

藤原　優0.84%

オックス情報株式

会社100%

⑭ 主要取引

銀行

三井住友銀行/

本店営業部

みずほ銀行/

有楽町支店
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

  ⑮ 当事会社

の関係

資本関係 オックス情報販売株式会社

はオックス情報株式会社の

100％子会社

人的関係 オックス情報株式会社は

オックス情報販売株式会

社に取締役および監査役

を派遣し、従業員を出向

させる。

取引関係 オックス情報株式会社は

オックス情報販売株式会

社に販売用ソフトウェア

と信用格付情報のデータ

等を提供する。

  (4) 分割する事業部門の内容

①　事業の概況

・信用格付ソフトウェア（アラーム管

理）の開発・製造・販売

・企業格付ソフトウェア（ＯＸＰｅｎ：

上場企業のみ）の提供、その他

②　分割する事業部門の平成17年３月31日

現在における経営成績

・半期売上高 ＝ 518,732千円

③　分割する資産、負債の項目（平成17年

９月30日現在での試算）

・分割する

資産項目 ＝ 現預金50,000千円

　　　　　　売掛金60,453千円

・分割する負債項目はありません。

  (5) 分割後の当社の状況

① 商号 オックス情報株式会社

② 事業の内容 ・財務格付ソフトウェ

アの開発・製造・販

売

・信用格付情報の製作

及び配信

③ 本店所在地 東京都中央区日本橋

小網町13番７号

④ 代表者 伊藤　祥司

⑤ 資本金 3,607,516千円

⑥ 総資産 7,855,738千円

  
（注）平成17年11月１

日予定数値

⑦ 決算期 ９月30日
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

  ⑧ 業績に与える

影響

本会社分割は、分割期

日が平成17年11月１日

であるため、同年９月

期の当社業績および当

社連結業績には影響あ

りません。来期以降に

つきましては、当社は

オックス情報販売株式

会社にソフトウェアお

よび情報の卸売販売を

行うため、当社業績に

軽微な影響があります。

 ３．　　　　　　　－  ３．　　　　　　　－ ３．純粋持株会社体制への移行

平成17年11月11日開催の取締役会におい

て、グループ経営の強化とスピード経営の

実現および事業再編の機動性の確保を目的

として平成18年２月１日をもちまして純粋

持株会社体制へ移行する方針を決定いたし

ました。

(1) 純粋持株会社体制への移行理由

当社は、平成18年２月１日付をもちま

して、純粋持株会社体制へと移行してま

いります。また、商号を「オックスホー

ルディングス株式会社」に変更した上で、

グループの純粋持株会社として引き続き

上場してまいります。

今後は、当社グループは、純粋持株会

社体制のもと、グループ経営の強化およ

び各事業会社の自己責任経営とスピード

経営を実現し、事業再編の機動性の確保

を図りグループ企業価値の最大化を目指

してまいります。

(2) 純粋持株会社移行および商号変更日

平成18年２月１日

(3) 新商号（英文表記）

オックスホールディングス株式会社

（ＯＸＨoldings Ｃo., Ｌtd.）
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

  (4) 純粋持株会社体制移行後の事業会社等

の体制

（事業会社）

オックス情報販売株式会社

国内外企業の財務・信用に関する格

付および格付情報の販売、コン

ピュータソフトウェアの販売・保守

等

オックス情報開発株式会社

コンピュータソフトウェアの開発・

保守、システムインテグレーション

事業の受託開発等（予定）

株式会社ニューテクノロジー

業務の電算化のためのコンサルティ

ング・企画・立案・プログラムの設

計制作

サイタックス株式会社

コンピュータソフトウェア・ハード

ウェアの研究開発及び輸出入等

株式会社エスビーエル

金融業

株式会社クレッシェンド

投資顧問業

株式会社日本證券新聞社

日刊紙の発行、書籍の制作発刊、イ

ンターネットによる情報提供事業等

株式会社オックス・ブイ

有価証券の売買および保有、投資顧

問業等

北京中貿奥斯軟件有限公司

中国におけるソフトウェアおよび関

連商品の開発・輸入・自社製品、関

連コンサルティングサービスおよび

アフターサービス

４．　　　　　　　－ ４．　　　　　　　－ ４．中国商務部経済研究院との合作会社設立

と出資完了

平成17年５月27日開催の取締役会におい

て決議された「北京合弁会社設立」につき、

平成17年10月９日に中国商務部経済研究院

との合作会社設立が認可され、平成17年11

月10日に出資が完了いたしました。

(1) 合作会社の

名称

北京中貿奥斯軟件有限

公司

(2) 設立年月日 平成17年10月９日

(3) 所在地 中国北京市東城区安定

門外東後巷28号４号楼

208室

(4) 董事長 伊藤　祥司（当社代表

取締役）

(5) 決算期 12月31日
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

  (6) 資本金 500万人民元（72,650千

円）

(7) 従業員 15名（予定）

(8) 事業内容 ソフトウェア及びその

関連商品の開発、輸入、

自社製品販売、関連コ

ンサルティングサービ

スおよびアフターサー

ビスならびに上述の経

営項目に関連する付随

業務

(9) 当社の出資額 500万人民元（72,650千

円）

(10) 当社出資

年月日

平成17年11月10日

(11) 合作条件 中国商務部研究院は、

その保有する情報調査

のルート、データベー

ス、人員および市場を

合作条件として提供す

る。

(12) 当社業績への

影響

合作会社は当社の子会

社となりますが、当社

の連結業績への影響に

つきましては策定中で

あります。

５．　　　　　　　　－ ５．　　　　　　　　－ ５．子会社の設立

当社は、平成17年11月16日開催の取締役

会において、下記の会社を設立することを

決定いたしました。

(1) 設立する会社の概要

① 商号 オックス情報開発株式会社

② 設立年月日平成17年11月21日

③ 本店所在地東京都中央区日本橋

小網町13番７号

④ 資本金 30,000千円

(2) 設立の目的

「平成18年２月１日をもって純粋持株

会社体制へ移行する方針」に基づき、シ

ステムの開発・維持業務のより一層の充

実と範囲の拡大を目指し、グループ全体

の業容拡大に寄与させることを目的とし

ております。
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