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

(1）連結経営成績 （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 1,091 6.6 △491 － △240 －

17年３月中間期 1,024 179.9 △239 － △65 －

17年９月期 2,176 △1,063 △492

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年３月中間期 △293 － △1,618 30 － －

17年３月中間期 △770 － △5,279 37 － －

17年９月期 △1,548 △9,994 97 － －

（注）①持分法投資損益 18年３月中間期 △6百万円 17年３月中間期 △0百万円 17年９月期 △8百万円

②期中平均株式数 (連結) 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

③会計処理の方法の変更 有

④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）連結財政状態 （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 6,644 4,837 72.8 30,554 99

17年３月中間期 8,116 3,391 41.8 23,104 42

17年９月期 10,489 5,965 56.9 32,721 87

（注）期末発行済株式数（連結） 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

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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

18年３月中間期 △867 1,300 △1,251 2,707

17年３月中間期 60 △1,705 2,072 2,102

17年９月期 311 △2,785 4,320 3,521

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 10社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ４社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） ２社

２．平成18年９月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

通　期 2,200 △920 △950

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　△6,000円47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。

－ 1 －



１．企業集団の状況

〔事業系統図〕

　当社グループは、当社、連結子会社10社、持分法適用関連会社１社の計12社で構成されており、ソリューション事業、

メディア・コンテンツ事業、ファイナンシャル事業を営んでおります。

　その事業系統図は次のとおりであります。

 

オ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

 

      

顧 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

客

 ㈱日本證券新聞社 

 

 

 
 

 

オックスキャピタル㈱ 

 

㈱オックスブイ 

 

㈱クレッシェンド 

 

サイタックス㈱ 

 

上海兆虹信息技術有限公司 

 

北京中貿奥斯軟件有限公司 

 

オックス情報販売㈱ 

 

オックス情報開発㈱ 

 

㈱ニューテクノロジー 

 

※㈱APRI－J apan  

 

ソフトウェアの販売 

ソフトウェアの販売 

ソフトウェアの受託開発 

ソフトウェアの受託開発 

ソフトウェアの受託開発 

コンサルティングおよび 

ソフトウェアの受託開発 

製品の供給 

製品の供給 

ソフトウェアの受託開発 

新聞および出版物の販売 

金融サービス 

企業投資情報の販売 

企業投資情報の販売 

 

無印 連結子会社 

※  持分法適用会社 

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業

 

メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業

 

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
事
業

 

－ 2 －



２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社グループは、企業の信用格付けを核として、信用を第一とする経済の健全なる発展に貢献することを目的とし

ております。

　当社グループはこれまで、独自の分析ロジックに基づく企業の倒産リスクを算出するソフトウェアおよび企業格付

け情報の開発・販売、日刊新聞の発行、ならびにソフトウエアの受託開発事業を行ってまいりました。

　今後は、事業を「ソリューション事業」、「メディア・コンテンツ事業」、「ファイナンシャル事業」の３事業グ

ループに再編成し、中国ならびに米国への事業展開、ＩＴの活用、新たな分析エンジンの開発等に注力してまいります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして認識しております。当面は企業体質の強化を図り、

今後の事業展開に備えるため内部留保を充実させ、積極的に事業を遂行してまいります。今後は、各期の経営成績を

勘案しながら、利益還元を行っていく所存であります。

　また、当社は株主優遇策として、平成18年３月31日現在の株主様を対象として、当社グループが発行しております

「日本証券新聞」を平成18年７月１日より３ヶ月間無料進呈させていただきます。

３．目標とする経営指標

　当社グループは、積極的な資本政策を展開することで、売上高の伸長と、営業利益の黒字化を図ることを、当面の

最重要目標としております。

４．中長期的な経営戦略

　当社グループは第７期を第二創業期と位置づけ、「信用創造企業」としての更なる発展を志向しております。現存

する事業の強化・拡充はもちろんのこと、ホールディングカンパニー（純粋持株会社）化ならびに事業セグメントの

再編成を実施したことにより、機動的な企業買収を含めた当社グループ事業とシナジー効果の高い周辺事業の取り込

みを可能とする体制を整えました。中長期事業計画を「オックスロード」と題し、下期中に株主の皆様に適宜開示し

ていく所存であります。

５．対処すべき課題

　ソリューション事業におきましては、５月１日に誕生したオックススタンダード株式会社（サイタックス㈱・オッ

クス情報販売㈱・オックス情報開発㈱の３社による合併会社）の新しい経営方針に基づいて、「アラームシリーズ」

を中心とした開発・販売のみを行う体制から、今後は、分析ロジックの更なる向上に努めるだけではなく、受託開発、

他社商品の取り扱い、新しい商品の開発、周辺事業の取り込みや海外への拡販を通じて、売上の拡大を目指す所存で

あります。

　メディア・コンテンツ事業におきましては、人員の拡充により、人件費の増加が先行している状況にあります。今

後は事業範囲の拡大を推進し、売上の伸長に努める所存であります。

　ファイナンシャル事業におきましては、営業体制の強化を早急に図り、安定した売上・利益を生み出すビジネスモ

デルの構築に注力する所存であります。

　オックスホールディングス株式会社におきましては、純粋持株会社としての経営管理体制構築を進め、機動的な運

営を行っていく所存であります。

３．経営成績及び財政状態
(1）業績

　当中間期より事業再構築の一環として、セグメントの変更を実施致しました。

　事業の種類別セグメントの営業概況は以下のとおりであります。

≪ソリューション事業≫

　当事業セグメントは、格付け評価システム「アラームシリーズ」の開発及び販売、ソフトウェアの受託開発から成

り立っております。「アラームシリーズ」においては、新バージョンの開発を完了させ既存顧客の利便性を高めると

ともに、金融機関を中心とした新規顧客開拓に注力してまいりました。ソフトウェア受託開発においては、中国国内
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での新規取引を受注し、サイタックス株式会社およびその子会社である上海兆虹信息技術有限公司の連携の下で業務

の効率化に努めてまいりました。その結果、当事業セグメントの売上高は762百万円、営業利益は33百万円となりまし

た。

≪メディア・コンテンツ事業≫

　当事業セグメントは、株式会社日本證券新聞社における「新聞事業」、「出版事業」、「ネット事業」から成り立っ

ております。各事業ともに人員の増強による、コンテンツの充実ならびに営業力の強化に努めた結果と、株式市場の

活況という外部要因の影響から、売上は大きく伸びたものの、人件費用の増加を吸収するにはいたらず、当事業セグ

メントの売上高は460百万円、営業損失は15百万円となりました。

≪ファイナンシャル事業≫

　当事業セグメントは、中小企業向けの無担保ローン事業を行う株式会社オックスキャピタル、有価証券の運用事業

を行う株式会社オックスブイ、個人投資家向け投資情報配信を行う株式会社クレッシェンドから成り立っております。

　株式会社オックスキャピタルおよび株式会社クレッシェンドにおきまして、事業開始間もないことから、費用が先

行して発生したため、当事業セグメントの売上高は7百万円、営業損失は127百万円となりました。

　これらの結果、当中間連結会計期間の当社グループの売上高は1,091百万円(前年同期比6.6%増)となりました。一方

損益面では、グループ全体の価値向上の観点から実施いたしました、事業の整理・統合にともない、ソフトウェア等

資産の見直しを行いました。この結果、営業損失は491百万円(前年同期は営業損失239百万円)、経常損失は240百万

円(前年同期は経常損失65百万円)、中間純損失は293百万円(前年同期は中間純損失770百万円)となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ814百万円減

少し2,707百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、資金は867百万円の減少（前年同期比927百万円減）となりました。これは主として税金等調整前

当期純損失が242百万円となったことに加え、その要因が非資金取引である売買目的有価証券の運用益262百万円、投

資有価証券の売却益339百万円、固定資産の除却損155百万円などがあったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、資金は1,300百万円増加（前年同期比3,006百万円増）となりました。これは主として有価証券の

運用による収入1,533百万円、投資有価証券の売却による収入458百万円、子会社株式追加取得による支出572百万円に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、資金は1,251百万円減少（前年同期比3,323百万円減）となりました。これは主として自己株式取

得による支出1,149百万円、長期借入金の返済による支出79百万円によるものであります。
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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16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期

中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率（％） 63.9 70.4 41.8 56.9 72.8

時価ベースの株主資本比率

（％）
365.0 662.8 206.2 142.7 116.8

債務償還年数（年） 15.9 14.3 29.5 8.5 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
10.5 7.0 19.2 20.3 －

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財政数値により算出しております。

※　株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出し

ております。

※　営業キャッシュ・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。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、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※　平成18年９月期中間につきましては、営業キャッシュフローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレ

スト・カバレッジ・レシオの記載を省略しております。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   2,102,027   2,707,064   3,531,226  

２．売掛金   639,010   415,166   455,850  

３．有価証券 ※２  1,430,592   －   2,490,421  

４．たな卸資産   56,146   20,321   54,761  

５．未収入金   1,466,561   －   －  

６．その他 ※2,3  62,230   119,252   689,818  

貸倒引当金   △2,527   △2,629   △5,416  

流動資産合計   5,754,042 70.9  3,259,174 49.1  7,216,662 68.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 488,599   463,648   477,458   

(2）土地 ※２ 640,230   633,301   640,430   

(3）その他  30,441 1,159,271  53,685 1,150,635  50,098 1,167,987  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  443,937   145,445   340,842   

(2）その他  102,059 545,996  150,331 295,777  159,108 499,950  

３．投資その他の資産   628,427        

(1）投資有価証券     1,533,775   1,193,029   

(2）長期性預金     350,000   350,000   

(3）その他     55,053 1,938,829  61,469 1,604,499  

固定資産合計   2,333,695 28.7  3,385,241 50.9  3,272,437 31.2

Ⅲ　繰延資産   28,946 0.4  － －  － －

資産合計   8,116,684 100.0  6,644,416 100.0  10,489,099 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   73,416   66,902   92,714  

２．短期借入金 ※２  968,156   45,825   1,756,108  

３．１年以内返済予定長
期借入金

※２  132,702   134,278   154,606  

４．未払法人税等   84,373   65,237   400,597  

５．その他   225,368   375,163   929,710  

流動負債合計   1,484,016 18.3  687,406 10.4  3,333,737 31.8

Ⅱ　固定負債           

１．新株予約権付社債   2,460,000   －   －  

２．長期借入金 ※２  673,967   675,000   734,417  

３．その他   97,717   443,469   363,120  

固定負債合計   3,231,684 39.8  1,118,469 16.8  1,097,537 10.4

負債合計   4,715,700 58.1  1,805,876 27.2  4,431,275 42.2

（少数株主持分）           

少数株主持分   9,785 0.1  1,044 0.0  91,940 0.9

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,919,998 23.6  3,607,516 54.3  3,607,516 34.4

Ⅱ　資本剰余金   2,042,763 25.2  2,705,115 40.7  3,809,281 36.3

Ⅲ　利益剰余金   △571,585 △7.0  △539,995 △8.1  △1,350,176 △12.9

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  22 0.0  195,504 2.9  △107,076 △1.0

Ⅴ　為替換算調整勘定   － －  19,466 0.3  6,850 0.1

Ⅵ　自己株式   － －  △1,150,110 △17.3  △510 △0.0

資本合計   3,391,197 41.8  4,837,495 72.8  5,965,883 56.9

負債、少数株主持分及
び資本合計

  8,116,684 100.0  6,644,416 100.0  10,489,099 100.0

－ 7 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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   1,024,357 100.0  1,091,595 100.0  2,176,077 100.0

Ⅱ　売上原価   485,626 47.4  756,648 69.3  1,133,872 52.1

売上総利益   538,731 52.6  334,947 30.7  1,042,205 47.9

返品調整引当金繰入
額

  3,510 0.4  2,623 0.3  15,754 0.7

差引売上総利益   535,220 52.2  332,324 30.4  1,026,451 47.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  774,888 75.6  823,614 75.4  2,089,665 96.1

営業損失   239,667 △23.4  491,290 △45.0  1,063,214 △48.9

Ⅳ　営業外収益           

１．有価証券運用益 ※２ 206,958   262,395   640,840   

２．その他  3,176 210,134 20.5 20,261 282,656 25.9 30,611 671,451 30.9

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  9,390   10,646   21,610   

２．新株発行費  7,908   7,302   28,399   

３．社債発行費償却  8,944   －   37,891   

４．持分法による投資損
失

 378   6,378   8,303   

５．創立費  －   3,917   －   

６．その他  9,033 35,655 3.5 3,789 32,034 2.9 4,435 100,639 4.6

経常損失   65,188 △6.4  240,668 △22.0  492,402 △22.6

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  840   －   －   

２．投資有価証券売却益  －   339,833   8,000   

３．その他  － 840 0.1 14,318 354,151 32.4 13,262 21,262 1.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※４ 9,572   155,483   10,076   

２．ソフトウェア評価損  328,392   －   328,392   

３．リース資産評価損  119,348   －   121,735   

４．連結調整勘定償却 ※５ 138,083   57,826   138,083   

５．棚卸資産除却損  －   36,594   －   

６．減損損失 ※６ －   15,876   －   

７．前期損益修正損 ※３ －   27,661   －   

８．その他  20,337 615,734 60.1 62,962 356,405 32.7 57,795 656,083 30.2

税金等調整前中間
（当期）純損失

  680,082 △66.4  242,922 △22.3  1,127,223 △51.8

法人税、住民税及び
事業税

 81,081   56,790   392,581   

法人税等調整額  37,823 118,904 11.6 △2,781 54,009 4.9 59,862 452,444 20.8

少数株主損失   28,653 2.8  2,947 0.3  30,742 1.4

中間（当期）純損失   770,333 △75.2  293,984 △26.9  1,548,925 △71.2

－ 8 －



(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,792,764  3,809,281  1,792,764

Ⅱ　資本剰余金増加高        

１．増資による新株発行  249,998 249,998 － － 2,016,516 2,016,516

Ⅲ　資本剰余金減少高        

１．資本準備金取崩額  － － 1,104,165 1,104,165 － －

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期末）残高   2,042,763  2,705,115  3,809,281

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   198,748  △1,350,176  198,748

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１．資本準備金取崩額  －  1,104,165 1,104,165 －  

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１．中間（当期）純損失  770,333 770,333 293,984 293,984 1,548,925 1,548,925

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   △571,585  △539,995  △1,350,176

－ 9 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税金等調整前中間（当期）純
損失

 △680,082 △242,922 △1,127,223

減価償却費  135,363 90,937 234,922

連結調整勘定償却  140,003 73,096 154,791

持分法による投資損失  378 6,378 8,303

貸倒引当金の増減額  △870 △2,786 2,017

受取利息  △963 △8,611 △4,138

支払利息  9,390 10,646 21,610

売買目的有価証券の運用益  △206,958 △262,395 △640,840

投資有価証券の売却益  － △339,833 －

投資有価証券の売却損  － 2,388 －

社債発行費償却額  8,944 － －

固定資産除却損  9,572 155,483 10,076

売上債権の増減額  272,215 24,928 518,048

販売用ソフトウェアの増減額  △18,013 △3,993 △35,111

棚卸資産除却損  － 36,594 －

仕入債務の増減額  15,897 △25,812 22,884

賞与引当金の減少額  － 5,727 －

返品調整引当金の増減額  3,510 △9,714 15,754

ソフトウェア評価損  328,392 － 328,392

減損損失  － 15,876 －

リース資産評価損  119,348 － 121,735

その他  62,700 △1,709 825,772

小計  198,830 △475,721 456,994

利息の受取額  1,049 8,793 4,235

利息の支払額  △3,140 △10,983 △15,358

法人税等の支払額  △136,569 △389,369 △133,982

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 60,169 △867,280 311,889

－ 10 －



前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

定期預金の払戻による収入  － 10,000 －

定期預金の預入による支出  △350,000 － △360,000

有形固定資産の取得による支出  △1,086,323 △17,943 △1,114,564

無形固定資産の取得による支出  △115,674 △22,920 △116,337

投資有価証券の取得による支出  △30,000 △146,445 △1,166,436

投資有価証券の売却による収入  － 458,469 －

有価証券の運用による収支  △58,373 1,533,852 △114,842

関係会社株式の取得による支出  △20,000 － △50,000

敷金保証金の差入による支出  6,202 283 27,787

貸付による支出  － △750,100 －

貸付金の回収による収入  － 805,527 －

新規連結子会社株式取得によ
る収入

※２ － 2,405 94,138

新規連結子会社株式取得によ
る支出

※２ △51,037 － △51,037

子会社株式追加取得による支出  － △572,019 －

その他  △43 △235 65,557

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △1,705,249 1,300,874 △2,785,733

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入金の減少額  △79,800 △15,000 △109,814

長期借入れによる収入  700,000 － 800,000

長期借入金の返済による支出  △33,441 △79,745 △109,712

新株予約権付社債の発行によ
る収入

 993,665 － 2,410,000

株式の発行による収入  492,087 － 1,330,037

自己株式の取得による支出  － △1,149,600 －

その他  △421 △7,302 △510

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 2,072,091 △1,251,647 4,320,001

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 3 3,892 56

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  427,015 △814,161 1,846,213

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,675,012 3,521,226 1,675,012

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 2,102,027 2,707,064 3,521,226

－ 11 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　５社

連結子会社の名称

㈱オックス・ブイ

サイタックス㈱ 

㈱日本證券新聞社 

㈱クレッシェンド 

上海兆虹信息技術有限公司

当中間連結会計期間中にサイ

タックス㈱による株式取得により

子会社となった上海兆虹信息技術

有限公司は当中間連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。

なお、サイタックス㈱による上

海兆虹信息技術有限公司の株式取

得は当中間連結会計期間末（みな

し取得日）のため、損益計算書は

連結しておりません。

連結子会社の数　　10社

連結子会社の名称

㈱オックス・ブイ

サイタックス㈱ 

㈱日本證券新聞社 

㈱クレッシェンド 

㈱ニューテクノロジー

上海兆虹信息技術有限公司

北京中貿奥斯軟件有限公司

オックス情報販売㈱

オックス情報開発㈱

オックスキャピタル㈱

（旧㈱エスビーエル）

当中間連結会計期間中に新たに

設立した北京中貿奥斯軟件有限公

司及びオックス情報開発㈱、会社

分割により新設されたオックス情

報販売㈱、株式取得により持分法

適用関連会社から子会社となった

オックスキャピタル㈱（旧㈱エス

ビーエル）はそれぞれ当中間連結

会計期間より連結の範囲に含めて

おります。

連結子会社の数　　６社

連結子会社の名称

㈱オックス・ブイ

サイタックス㈱ 

㈱日本證券新聞社 

㈱クレッシェンド 

㈱ニューテクノロジー

上海兆虹信息技術有限公司

当連結会計年度においてサイ

タックス㈱による出資譲受により

子会社となった上海兆虹信息技術

有限公司及び株式交換により子会

社となった㈱ニューテクノロジー

は当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社の数　２社

会社の名称

㈱スーパーリサーチ

㈱エスビーエル

㈱エスビーエルは、当社40％出

資により当中間連結会計期間にお

いて新たに設立されたため、持分

法の適用範囲に含めております。

持分法適用の関連会社の数　１社

会社の名称

㈱ＡＰＲＩ－Ｊａｐａｎ

㈱スーパーリサーチは、当社が

同社の全保有株式を売却したため、

持分法の適用範囲から除外してお

ります。

　また、㈱エスビーエル（現オッ

クスキャピタル㈱）は当社が同社

株式を追加取得したことにより保

有比率が100%となり連結子会社と

なったため持分法の適用範囲から

除外しております。

持分法適用の関連会社の数　３社

会社の名称

㈱スーパーリサーチ

㈱ＡＰＲＩ－Ｊａｐａｎ

平成17年８月30日に第三者割当

増資引き受け、27.3％の株式を取

得いたしました。

㈱エスビーエル

平成17年３月22日にオレガ株式

会社と共同で設立し、40.4％の出

資を行いました。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、サイタックス

㈱の中間決算日は９月30日でありま

す。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、サイタックス㈱については、中

間連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく中間財務諸表を使用してお

ります。

　連結子会社のうち、上海兆虹信息

技術有限公司の決算日は12月31日で

あります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、上海兆虹信息技術有限公司につ

いては、同日現在の財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間に生じた

重要な取引は連結決算上必要な調整

を行っております。

　連結子会社のうち、サイタックス

㈱の中間決算日は９月30日でありま

す。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、サイタックス㈱については、中

間連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく中間財務諸表を使用してお

ります。

　連結子会社のうち、上海兆虹信息

技術有限公司及び北京中貿奥斯軟件

有限公司の決算日は12月31日、㈱

ニューテクノロジー及びオックス

キャピタル㈱の中間決算日は２月28

日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、上海兆虹信息技術有限公司、北

京中貿奥斯軟件有限公司、㈱ニュー

テクノロジー及びオックスキャピタ

ル㈱については、同日現在の財務諸

表及び中間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた重要な取

引は連結決算上必要な調整を行って

おります。

　連結子会社のうち、サイタックス

㈱の決算日は３月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、

サイタックス㈱については、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。

　連結子会社のうち、上海兆虹信息

技術有限公司の中間決算日は６月30

日、㈱ニューテクノロジーの決算日

は８月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、

上海兆虹信息技術有限公司及び㈱

ニューテクノロジーについては同日

現在の中間財務諸表及び財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引は連結決算上必要な調整

を行っております。

－ 12 －



前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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．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

(1) 有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法

により算定）

なお、信用取引の有価証券につ

いては、売買目的有価証券に準じ、

時価法（売却原価は個別法により

算定）

(1) 有価証券

－

 

(1) 有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法

により算定）

なお、信用取引の有価証券につ

いては、売買目的有価証券に準じ、

時価法（売却原価は個別法により

算定）

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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）

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

連結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）

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) デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

商品

総平均法による原価法

(3) たな卸資産

商品

同左

(3) たな卸資産

商品

同左

製品

総平均法による原価法

製品

同左

製品

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

(1) 有形固定資産

当社及び国内連結子会社におい

ては定率法、在外連結子会社にお

いては定額法によっております。

　また、当社及び国内連結子会社

は平成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。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

建物 ３～50年

その他 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

 

市場販売目的のソフトウェア

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

同左

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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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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) 重要な繰延資産の処理方

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) 　　　　　－

 

(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。

(3) 　　　　　－

 

(3) 創立費

支出時に全額費用として処理し

ております。

(3) 　　　　　－

 

(4) 重要な引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒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

当社及び連結子会社は、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

間連結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

当社及び連結子会社は、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連

結会計年度負担額を計上しており

ます。

(3) 返品調整引当金

当社は、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

当社及び連結子会社は、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

(5) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権は、中間連結決算

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。

同左 　外貨建金銭債権は、連結決算日の

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) 重要なリース取引の処理

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

(7) 重要なヘッジ会計の方法 (1)　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。

(1)　ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2)　ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

金利スワップ

(ヘッジ対象)

借入金の利息

(2)　ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

同左

(ヘッジ対象)

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

同左

(ヘッジ対象)

同左

(3)　ヘッジ方針

当社グループは、借入金の金

利変動リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。

(3)　ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(8) その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左

－ 14 －



前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、要求払い預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、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短期的な投

資からなっております。

同左 同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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）

－ （固定資産の減損に係る会計基準） －

 　当中間連結会計期間より、「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

り税金等調整前中間純損失は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、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

（中間連結貸借対照表）

１．有形固定資産の「建物」及び「土地」は、前中間連結

会計期間まで、区分掲記しておりませんでしたが、当中

間連結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、前中間連結会計期間末の「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。

（中間連結貸借対照表）

１．流動資産の「未収入金」は、前中間連結会計期間まで、

区分掲記しておりましたが、当中間連結会計期間末にお

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、当中間連結会計期間末の「未収入金」の金額

は7,267千円であります。

２．流動負債の「未払法人税等」は、前中間連結会計期間

まで、区分掲記しておりませんでしたが、当中間連結会

計期間末において重要性が増したため区分掲記しました。

なお、前中間連結会計期間末の「未払法人税等」の金

額は27,687千円であります。

２．投資その他の資産の「投資有価証券」及び「長期性預

金」は、前中間連結会計期間まで、区分掲記しておりま

せんでしたが、当中間連結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、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」の金

額は244,901千円、「長期性預金」の金額は350,000千円

であります。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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、当中間連結会計期間から「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6,153千円につきましては、「販売費及

び一般管理費」に計上しております。

 

－ 16 －



注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

38,848千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

78,790千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

63,726千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保資産   

有価証券 865,130千円

建物 410,693千円

土地 618,372千円

その他 54,575千円

　計 1,948,772千円

   

担保付債務   

短期借入金 878,156千円

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

　計 1,608,156千円

※２　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

　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

　計 640,000千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保資産   

有価証券 1,947,468千円

建物 402,103千円

土地 618,372千円

その他 311,917千円

　計 3,279,861千円

   

担保付債務   

短期借入金 1,695,282千円

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

その他 9,768千円

　計 2,390,050千円

※３　消費税等の取り扱い

　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。

※３　消費税等の取り扱い

同左

※３　　　　　　　 －
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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　販売費及び一般管理費のうち主要な費

用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬及び給与手当 155,081千円

支払手数料 178,022千円

研究開発費 145,163千円

減価償却費 23,413千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬及び給与手当 263,401千円

支払手数料 157,830千円

研究開発費 16,607千円

減価償却費 15,463千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬及び給与手当 331,614千円

支払手数料 783,439千円

研究開発費 215,472千円

減価償却費 44,259千円

※２　有価証券運用益の内訳

有価証券売却益 180,416千円

有価証券評価益 78,227千円

有価証券売却損 46,984千円

その他 △4,701千円

　計 206,958千円

※２　有価証券運用益の内訳

有価証券売却益 768,416千円

有価証券評価益 △367,963千円

有価証券売却損 123,956千円

その他 △14,100千円

　計 262,395千円

※２　有価証券運用益の内訳

有価証券売却益 343,874千円

有価証券評価益 442,429千円

有価証券売却損 126,719千円

その他 △18,743千円

　計 640,840千円

※３　　　　　　　　－ ※３　前期損益修正損は、過年度消費税等の

修正によるものであります。

※３　　　　　　　　－

※４　固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。

建物附属設備

（有形固定資産）
3,642千円

工具、器具及び備品

（有形固定資産）
89千円

ソフトウェア

（無形固定資産）
5,840千円

　計 9,572千円

※４　固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。

建物

（有形固定資産）
857千円

その他

（有形固定資産）
376千円

ソフトウェア

（無形固定資産）
152,507千円

その他

（無形固定資産）
1,741千円

　計 155,483千円

※４　固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。

建物

（有形固定資産）
4,023千円

その他

（有形固定資産）
170千円

ソフトウェア

（無形固定資産）
5,882千円

　計 10,076千円

※５　連結調整勘定償却は、連結子会社であ

る㈱日本證券新聞社についてのもので

あります。

※５　連結調整勘定償却は、連結子会社であ

る㈱日本證券新聞社および㈱クレッシェ

ンドについてのものであります。

※５　　　　　　　　－

※６　　　　　　　　－ ※６　減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループ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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

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９月30日現在）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

貸借対照表の現金及び預金勘定の中間期

末残高とは一致しております。

同左 現金及び預金勘定 3,531,226千円

満期までの期間が３ヶ月

を超える定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 3,521,226千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したこと

に伴う連結開始時の資産および負債の内

訳並びに株式の取得価額と取得のための

支出（純額）との関係は次のとおりであ

ります。

※２　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したこと

に伴う連結開始時の資産および負債の内

訳並びに株式の取得価額と取得のための

支出（純額）との関係は次のとおりであ

ります。

※２　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したこと

に伴う連結開始時の資産および負債の内

訳並びに株式の取得価額と取得のための

支出（純額）との関係は次のとおりであ

ります。

上海兆虹信息技術有限公司

流動資産 102,522千円

固定資産 12,595千円

連結調整勘定 51,677千円

流動負債 △29,971千円

内部利益の消去 △10,000千円

上海兆虹信息技術有限公

司の取得価額
126,823千円

上海兆虹信息技術有限公

司の現金及び現金同等物
75,785千円

差引：上海兆虹信息技術

有限公司取得のための支

出

51,037千円

オックスキャピタル株式会社

流動資産 27,509千円

固定資産 2,764千円

繰延資産 520千円

連結調整勘定 7,253千円

流動負債 △1,686千円

小計 36,361千円

オックスキャピタル株式

会社株式の既保有額
△11,643千円

オックスキャピタル株式

会社株式の取得価額
24,718千円

オックスキャピタル株式

会社の現金及び現金同等

物

27,123千円

差引：オックスキャピタ

ル株式会社取得による収

入

2,405千円

上海兆虹信息技術有限公司

流動資産 102,522千円

固定資産 12,595千円

連結調整勘定 51,677千円

流動負債 △29,971千円

内部利益の消去 △10,000千円

上海兆虹信息技術有限公

司の取得価額
126,823千円

上海兆虹信息技術有限公

司の現金及び現金同等物
75,785千円

差引：上海兆虹信息技術

有限公司取得のための支

出

51,037千円

 

   

   

   

 

   

   

   

株式会社ニューテクノロジー

流動資産 166,571千円

固定資産 25,626千円

連結調整勘定 76,990千円

流動負債 △71,564千円

固定負債 △58,625千円

株式会社ニューテクノロ

ジー株式の取得価額（但

し、株式交換のため支出

は無し）

139,000千円

株式会社ニューテクノロ

ジーの現金及び現金同等

物

94,138千円

差引：株式会社ニューテ

クノロジー取得による収

入

94,138千円

３　　　　　　　　　－

   

   

   

３　　　　　　　　　－

   

   

   

３　　新株予約権の権利行使による増減は次

のとおりであります。

新株予約権の権利行

使による資本金増加

額

1,230,000千円

新株予約権の権利行

使による資本準備金

増加額

1,230,000千円

権利行使による新株

予約権付社債減少額
△2,460,000千円

－ 19 －



①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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）

　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

90,540 49,118 41,421

ソフトウェア 66,140 45,135 21,005

合　　計 156,681 94,254 62,427

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

71,258 46,295 24,963

ソフトウェア 57,809 25,668 32,140

合　　計 129,067 71,963 57,103

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

129,067 59,328 69,739

合　　計 129,067 59,328 69,739

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 25,291千円

１年超 38,313千円

合計 63,604千円

１年内 22,197千円

１年超 36,456千円

合計 58,653千円

１年内 25,652千円

１年超 46,966千円

合計 72,619千円

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 22,940千円

減価償却費相当

額
22,135千円

支払利息相当額 888千円

支払リース料 13,171千円

減価償却費相当

額
12,582千円

支払利息相当額 660千円

支払リース料 15,672千円

減価償却費相当

額
15,467千円

支払利息相当額 618千円

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
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

社債 5,000 5,038 38

合計 5,000 5,038 38

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 192,875

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 1,089,131 1,397,710 308,578

(2)社債 60,000 80,000 20,000

合計 1,149,131 1,477,710 328,578

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 32,822
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前連結会計年度末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得価額を超え

るもの

(1) 株式 90,936 91,806 869

(2) 債券    

社債 5,000 5,006 6

小計 95,936 96,812 876

連結貸借対照表計上

額が取得価額を超え

ないもの

株式 955,500 847,550 △107,950

合計 合計 1,051,436 944,362 △107,073

（注）当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損23,259千円を計上しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 89,697

非上場債券 60,000

その他 30,000

合計 179,697
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日）

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利
金利スワップ取引

受取固定・支払変動 
50,000 △1,900 △1,900

合計 50,000 △1,900 △1,900

　（注）１．時価の算定方法

　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

　　　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日）

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利
金利スワップ取引

受取固定・支払変動 
50,000 △329 △329

合計 50,000 △329 △329

　（注）１．時価の算定方法

　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

　　　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末（平成17年９月30日）

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利
金利スワップ取引

受取固定・支払変動 
50,000 △1,396 △1,396

合計 50,000 △1,396 △1,396

　（注）１．時価の算定方法

　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

　　　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年10月１日　至平成17年３月31日）

情報サービス
事業

（千円）

出版事業
（千円）

システムイン
テグレーショ

ン事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 520,631 357,067 146,657 1,024,357 － 1,024,357

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 24,148 3,485 27,633 △27,633 －

計 520,631 381,216 150,143 1,051,990 △27,633 1,024,357

営業費用 551,382 408,317 146,902 1,106,601 157,423 1,264,024

営業利益又は営業損失（△） △30,750 △27,101 3,240 △54,610 △185,056 △239,667

　（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事業内容

事業区分 主要な事業内容

情報サービス事業 ソフトウェア開発・販売、企業格付情報の販売、企業投資情報の販売

出版事業 新聞及び出版物の販売

システムインテグレーション事業 ソフトウェアの受託開発

３．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は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係

る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

ソリューショ
ン事業
（千円）

メディア・コ
ンテンツ事業
（千円）

ファイナン
シャル事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 689,353 395,074 7,167 1,091,595 － 1,091,595

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
73,060 65,163 － 138,223 △138,223 －

計 762,413 460,237 7,167 1,229,818 △138,223 1,091,595

営業費用 729,217 475,661 135,121 1,339,999 242,886 1,582,885

営業利益又は営業損失（△） 33,195 △15,423 △127,953 △110,181 △381,109 △491,290

　（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事業内容

事業区分 主要な事業内容

ソリューション事業 ソフトウェア開発・販売、ソフトウェアの受託開発

メディア・コンテンツ事業 新聞及び出版物の販売

ファイナンシャル事業 金融サービス、企業投資情報の販売

３．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は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係

る費用であります。
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（事業区分の方法の変更）

当中間連結会計期間において純粋持株会社体制へ移行したことに伴い、各事業の再編を行ったことにより、各事業区

分及びセグメントの区分及び名称について変更を行うものであります。

　なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は以下のとおりであります。

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）

情報サービス
事業

（千円）

出版事業
（千円）

システムイン
テグレーショ

ン事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 201,784 395,074 494,736 1,091,595 － 1,091,595

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
62,250 65,163 18,454 145,868 △145,868 －

計 264,035 460,237 513,190 1,237,463 △145,868 1,091,595

営業費用 343,955 475,661 511,339 1,330,956 251,929 1,582,885

営業利益又は営業損失（△） △79,920 △15,423 1,851 △93,492 △397,798 △491,290
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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）

情報サービス
事業

（千円）

出版事業
（千円）

システムイン
テグレーショ

ン事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 890,714 820,763 464,600 2,176,077 － 2,176,077

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
52 108,356 21,988 130,397 △130,397 －

計 890,766 929,119 486,588 2,306,475 △130,397 2,176,077

営業費用 1,619,170 919,944 539,619 3,078,734 160,557 3,239,291

営業利益又は営業損失（△） △728,403 9,174 △53,030 △772,259 △290,954 △1,063,214

　（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事業内容

事業区分 主要な事業内容

情報サービス事業 ソフトウェア開発・販売、企業格付情報の販売、企業投資情報の販売

出版事業 新聞及び出版物の販売

システムインテグレーション事業 ソフトウェアの受託開発

３．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は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係

る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年10月１日　至平成17年３月31日）において、本邦の売上高は、全セグメント

の売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）において、本邦の売上高は、全セグメント

の売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）において本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び重要な在外支店がないため該当ありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成16年10月１日　至平成17年３月31日）において海外売上高が、連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年３月31日）において海外売上高が、連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

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）において海外売上高が、連結売上高の10％未満

であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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株当たり純資産額 23,104円42銭

１株当たり中間純損

失金額

5,279円37銭

  

１株当たり純資産額   30,554円99銭

１株当たり中間純損

失金額

1,618円30銭

  

１株当たり純資産額 32,721円87銭

１株当たり当期純損失 9,994円97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。

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、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

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。

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連結会計

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。

１株当たり純資産額 13,818円78銭

１株当たり中間純利益

金額
145円22銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
143円43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（当期）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
前中間連結会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
(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株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（△）（千円） △770,333 △293,984 △1,548,925

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）純損失

（△）(千円)
△770,333 △293,984 △1,548,925

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）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － － －

（うち新株予約権） (－) (－)  (－)
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
(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)

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）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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

と判断いたしました。

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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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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

軽微な影響はあるもの、

当社連結業績に対する

影響はございません。

 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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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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

－ 36 －



前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（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、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 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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５．生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

ソリューション事業 （千円） 451,293 235.9

メディア・コンテンツ事業 （千円） 272,810 109.0

フィナンシャル事業 （千円） 10,823 92.3

合計（千円） 734,926 162.2

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

(2)受注状況

当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ソリューション事業 521,733 278.9 136,236 293.5

合計 521,733 278.9 136,236 293.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

ソリューション事業 （千円） 689,353 104.2

メディア・コンテンツ事業 （千円） 395,074 110.6

フィナンシャル事業 （千円） 7,167 120.5

合計（千円） 1,091,595 106.6

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

４．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績およ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。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱ＤＮＰファインエレクトロニ

クス
－ － 165,503 15.2

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前中間連結会計期間の㈱ＤＮＰファインエレクトロニクスについては、当該割合が100分の10未満のため記載

を省略しました。
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