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平成 19 年 ３ 月期  個別中間財務諸表の概要       平成18年11月17日 

上 場 会 社 名 オープンインタフェース株式会社 上場取引所    大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コ ー ド 番 号 ４３０２ 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.oii.co.jp） 

代 表 者      役職名    代表取締役      氏名  杉山 文彦 

問合せ先責任者      役職名  取締役副社長    氏名  今西 昭二       TEL (03) 5419-1288 

決算取締役会開催日   平成 18年 11月 17日 中間配当制度の有無   有 

中間配当支払開始日    平成  －年  －月  －日 単元株制度採用の有無   無 

 

１. 18年9月中間期の業績(平成18年4月１日～平成18年9月30日) 

(1)経営成績                                                       (百万円未満切捨て) 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

百万円     ％

542    △39.0 

889      10.6 

百万円     ％

 △126        － 

356      106.8 

百万円     ％

△115        － 

340     109.2 

18年3月期 1,168 △163  △194 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

百万円    ％

△110         － 

320      362.0 

円   銭

△229    14 

777   34 

18年3月期 △355 △796    92 

(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 482,064株 17年9月中間期 412,031.67株 18年3月期446,042.46株 

②会計処理の方法の変更  有 ・ ○無 

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 

 

(2) 財政状態                                                      (百万円未満切捨て) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

百万円 

6,313 

4,426 

百万円 

 2,715 

3,370 

％ 

43.0 

   76.1 

円  銭

5,632    39 

7,056    10 

18年3月期 6,917  2,825 40.8 5,861   52 

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期     482,064株   17年9月中間期 477,682株   18年3月期 482,064株 

②期末自己株式数  18年9月中間期      10.34株   17年9月中間期    10.34株   18年3月期   10.34株 

 

２. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

通 期 
百万円 

1,100 

百万円 

△335 

百万円 

△330 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△684円 56銭 

 

３．配当状況 

現金配当  1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年3月期 ― ― ― 

19年3月期（実績） ― ― 

19年3月期（予想） ― ― 
― 

※上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び合理的と判断する情報に基づいて

作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は予想数字と異なる可能性があります。 
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個別中間財務諸表等 
①【中間貸借対照表】 

注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ  流動資産

1. 1,092,193 1,829,370 3,366,046

2. 186,050 242,726 171,751

3. 13,035 574,781 68,531

4. 前払費用 377,451 426,566 168,303

5. 1,365,000 1,574,569 1,560,000

6. ※３ 187,758 171,640 224,861

△ 33 △ 104,788 △ 104,788

3,221,456 72.8 4,714,865 74.7 5,454,706 78.9

Ⅱ

1. ※１ 26,081 14,213 15,354

2. 38,661 330,891 166,530

3.

（1）関係会社株式 1,105,290 1,235,290 1,235,290

（2）その他 136,208 119,455 146,458

貸倒引当金 △ 63 - -

投資損失引当金 △ 101,027 △ 101,027 △ 101,027

　投資その他の資産合計 1,140,408 1,253,718 1,280,721

固定資産合計 1,205,151 27.2 1,598,823 25.3 1,462,606 21.1

資産合計 4,426,608 100.0 6,313,689 100.0 6,917,313 100.0

無形固定資産

投資その他の資産

要約貸借対照表
前中間会計期間末 当中間会計期間末

売掛金

有形固定資産

たな卸資産

関係会社短期貸付金

貸倒引当金

固定資産

金額（千円）

現金及び預金　

（資産の部）

その他　　　　

前事業年度の

（平成18年3月31日）（平成18年9月30日）

流動資産合計

金額（千円） 金額（千円）区分

（平成17年9月30日）
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注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ　流動負債

1. 買掛金 2,676 96,214 127,595

2. 短期借入金 400,000 12,000 301,800

一年以内返済予定の
長期借入金

4. 一年以内償還予定の社債 110,000 60,000 60,000

5. 未払金 196,849 119,240 180,566

6. 未払法人税等 11,001 4,327 4,661

7. 賞与引当金 4,423 1,570 4,661

8. その他 32,886 18,961 16,235

　流動負債合計 819,587 18.5 323,314 5.1 730,171 10.6

Ⅱ　固定負債

1. 社債 90,000 250,000 280,000

2. 転換社債型新株予約権付社債 - 3,000,000 3,000,000

3. 長期借入金 11,000 - 3,200

4. 長期未払金 - 6,219 39,906

5. 退職給付引当金 23,106 11,922 25,483

6. その他 112,343 6,963 12,924

　固定負債合計 236,449 5.4 3,275,105 51.9 3,361,513 48.6

　負債合計 1,056,037 23.9 3,598,419 57.0 4,091,685 59.2

Ⅰ　資本金　　　　　　　 1,530,645 34.6 － － 1,596,046 23.0

Ⅱ　資本剰余金

1. 資本準備金 1,080,694 － 1,146,096

2. その他資本剰余金 439,408 － 439,408

　資本剰余金合計 1,520,103 34.3 － － 1,585,504 22.9

Ⅲ　利益剰余金

1. 利益準備金 1,950 － 1,950

2. 任意積立金 2,822 － 2,822

3.
中間未処分利益又は中間
     （当期）未処理損失（△）

315,514 － △ 360,230

　利益剰余金合計 320,286 7.2 － － △ 355,458 △ 5.1

Ⅳ　自己株式 △ 464 △0.0 － － △ 464 △ 0.0

　資本合計 3,370,570 76.1 － － 2,825,627 40.8

　負債・資本合計 4,426,608 100.0 － － 6,917,313 100.0

(純資産の部）

Ⅰ   株主資本

1.  資本金 － － 1,596,046 25.3 － －

2.  資本剰余金

(1)資本準備金 － 1,146,096 －

(2)その他資本剰余金 － 439,408 －

資本剰余金合計 － － 1,585,504 25.1 － －

3.  利益剰余金

(1)利益準備金 － 1,950 －

(2)その他利益剰余金

    特別償却準備金 － 1,881 －

    繰越利益剰余金 － △ 469,747 －

利益剰余金合計 － － △ 465,915 △ 7.4 － －

4.  自己株式 － － △ 464 △ 0.0 － －

　株主資本合計 － － 2,715,170 43.0 － －

Ⅱ　新株予約権 － － 99 0.0 － －

　純資産合計 － － 2,715,269 43.0 － －

　負債純資産合計 － － 6,313,689 100.0 － －

（資本の部）

61,750 11,000 34,6503.

（負債の部）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）区分

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （平成18年3月31日）

前中間会計期間末 当中間会計期間末
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②【中間損益計算書】 

注記 百分比 百分比 百分比
番号 （％） （％） （％）

Ⅰ　売上高 889,064 100.0 542,104 100.0 1,168,650 100.0

Ⅱ　売上原価 205,579 23.1 366,529 67.6 433,485 37.1

　　　売上総利益 683,485 76.9 175,575 32.4 735,165 62.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 326,671 36.8 302,153 55.7 899,105 76.9

　　　営業利益 356,814 40.1 △ 126,577 △ 23.3 △ 163,939 △ 14.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 21,360 2.4 18,084 3.3 41,380 3.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 37,238 4.2 7,045 1.3 72,267 6.2

　　　経常利益 340,936 38.3 △ 115,538 △ 21.3 △ 194,826 △ 16.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 33,820 3.8 12,031 2.2 33,815 2.9

Ⅶ　特別損失 ※４ 104,004 11.7 6,000 1.1 214,444 18.3

　　　税引前中間(当期）純利益 270,752 30.4 △ 109,506 △ 20.2 △ 375,455 △ 32.1

　　　法人税、住民税及び事業税 △ 49,534 1,200 △ 19,334

　　　法人税等調整額 - △ 49,534 △ 5.6 △ 248 951 0.2 △ 662 △ 19,997 △ 1.7

　　　中間（当期）純利益 320,286 36.0 △ 110,457 △ 20.4 △ 355,458 △ 30.4

　　　中間未処分利益又は
　　　当期未処理損失（△）

　　至　平成18年3月31日）

金額（千円）

（自　平成17年4月1日 （自　平成18年4月1日

区分

要約損益計算書
前中間会計期間 当中間会計期間

　　至　平成17年9月30日） 　　至　平成18年9月30日）

金額（千円） 金額（千円）

前事業年度の

（自　平成17年4月1日

　　　前期繰越損失（△）

315,514 － △ 360,230

△ 4,772 － △ 4,772

 
 
③【中間株主資本等変動計算書】 
当中間会計期間（自  平成18年4月1日  至  平成18年9月30日） 

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日残高 （千円） 1,596,046 1,146,096 439,408 1,585,504 1,950 2,822 △ 360,230 △ 355,458 △ 464 2,825,627 99 2,825,727

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し △ 940 940 － － －

中間純損失 △ 110,457 △ 110,457 △ 110,457 △ 110,457

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

－

－ － － － － △ 940 △ 109,517 △ 110,457 － △ 110,457 － △ 110,457

平成18年9月30日残高 （千円） 1,596,046 1,146,096 439,408 1,585,504 1,950 1,881 △ 469,747 △ 465,915 △ 464 2,715,170 99 2,715,269

利益剰余金
合計

株主資本

中間会計期間中の変動額合計
 （千円）

純資産合計
資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金
合計

自己株式
株主資本
合計

新株予約権

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前中間会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日） 

当社は当中間会計期間においても売上

高、利益ともに回復基調にあり、前期にお

いて債務超過も解消されました。また、当

事業年度における資金面の危惧はないも

のと考えております。しかし、債務超過の

解消は主に外部からの資本調達によるも

のであり、また、前事業年度に実施した新

規事業への進出に伴って取得した一部子

会社については未だ業績回復途上にある

ため、継続企業の前提に関する重要な疑義

を完全に払拭したとはいえない状況にあ

ります。 

今後は、当該事象を解消すべく、テスト

＆ソリューション事業におけるDoing放送

配信技術を核とした事業の更なる拡大、リ

サーチ＆コンサルテーション事業におけ

るコンテンツのデジタル化による高付加

価値化と経営効率の改善、不動産事業にお

ける投融資政策の最適化による資金効率

の改善等の施策により、業績の更なる改善

を目指していく所存であります。 

中間財務諸表は継続企業を前提として

おり、このような重要な疑義の存在を中間

財務諸表に反映しておりません。 

 

当社は前事業年度において転換社債型

新株予約権付社債の発行により財務基盤

の更なる安定を図り当事業年度における

資金面の危惧はないものと考えておりま

すが、当中間会計期間においては前事業年

度同様に営業損失となっております。この

ため継続企業の前提に関する重要な疑義

を完全に払拭したとはいえない状況にあ

ります。 
今後は、当該事象を解消すべく、当事業

年度に本格的な営業展開を開始したメデ

ィカルソリューション販売及び Doing 放
送の収益増を図る等の施策により営業損

益の改善による財務体質の安定化を図っ

ていく所存であります。 
中間財務諸表は継続企業を前提として

おり、このような重要な疑義の影響を中間

財務諸表に反映しておりません。 

当社は前事業年度において外部から

の資本調達及び業績の回復により債務

超過を解消し、当事業年度においては転

換社債型新株予約権付社債の発行によ

り財務基盤の更なる安定を図りました

が、前事業年度に回復した営業利益も当

事業年度は再び営業損失となっていま

す。このため継続企業の前提に関する重

要な疑義を完全に払拭したとはいえな

い状況にあります。 

今後は、当該事象を解消すべく、テス

ト＆ソリューション事業においては当

事業年度に本放送を開始した Doing 放

送の本格的な展開による収益増を図り、

リサーチ＆コンサルテーション事業に

おいてはコンテンツのデジタル化によ

る高付加価値化と経営効率の改善を図

る等の施策により営業損益の改善によ

る財務体質の安定化を図っていく所存

であります。 

財務諸表は継続企業を前提としてお

り、このような重要な疑義の影響を財務

諸表に反映しておりません。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1)有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

その他有価証券 

①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）を採用してお

ります。 

 

②時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。なお、

投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資

については、組合契約に規

定される決算報告日に応じ

て、入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によ

っております。 

(1)有価証券 

子会社株式 

同左 

 

 

その他有価証券 

①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

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用して

おります。 

 

②時価のないもの 

同左 

(1)有価証券 

子会社株式 

同左 

 

 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

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）を採用しておりま

す。 

 

②時価のないもの 

同左 

 (2)デリバティブ 

――――― 

(2)デリバティブ 

――――― 

(2)デリバティブ 

時価法 

 (3)たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法 

 

貯蔵品 

最終仕入原価法による

原価法 

(3)たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

(3)たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日） 

２.固定資産の減価償却

の方法 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は建物

附属設備は10～15年、工具

器具備品は 3～15 年となっ

ております。 

また、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却

資産については、3年間均等

償却しております。 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は建物

附属設備は10～15年、工具

器具備品は3～6年となって

おります。 

また、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却

資産については、3年間の均

等償却をしております。 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

ソフトウェア（市場販売目

的）については、見積販売

金額を基準として販売金額

に応じた割合に基づく償却

額と販売可能見積期間（3

年から 5 年）に基づく償却

額のいずれか多い金額をも

って償却することとしてお

ります。 

なお、ソフトウェア（自社

利用）については、社内に

おける見込利用可能期間（5

年）に基づく定額法、それ

以外の無形固定資産につい

ては、定額法によっており

ます。 

(2)無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用）

については、社内における

見込利用可能期間（5年）に

基づく定額法、それ以外の

無形固定資産については、

定額法によっております。 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒損失に備

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)賞与引当金 

従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額のうち当

中間期の負担額を計上して

おります。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額のうち当

事業年度の負担額を計上し

ております。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日） 

 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基

づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。 

(3)退職給付引当金 

同左 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務に基づき計

上しております。 

 (4)投資損失引当金 

子会社への投資に対する損

失に備えるため、その財政

状態等を勘案して計上して

おります。 

(4)投資損失引当金 

同左 

(4)投資損失引当金 

同左 

４．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、中間

決算日の直物等為替相場によ

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。 

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 

税抜方式によっておりま

す。 

(2)連結納税制度 

当中間会計期間から連結納

税制度を適用しておりま

す。 

(1)消費税等の処理方法 

同左 

 

(2)連結納税制度 

連結納税制度を適用してお

ります。 

(1)消費税等の処理方法 

同左 

 

(2)連結納税制度 

当事業年度から連結納税制

度を採用しております。 
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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の変更 
前中間会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日） 

（固定資産の減損にかかわる会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損にか

かわる会計基準（「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。 

――――― （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。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第8号 平成17年12月9日）を

適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は2,715,170千円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。 

――――― 

 
表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

（中間貸借対照表） 

「前払費用」は、前中間期まで、他の流動資産と合わせて「そ

の他」として一括して表示しておりましたが、当中間期末にお

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、前中間期末の「前払費用」の金額は10,053千円でありま

す。 

前中間会計期間まで区分掲記しておりました「ソフトウェア」

（当中間会計期間残高 34,760 千円）は金額の重要性がないた

め、無形固定資産として一括で表示することにしました。 

前中間会計期間まで区分掲記しておりました「長期未払金」（当

中間会計期間残高93,346千円）は金額の重要性がないため、固

定負債の「その他」に含めて表示することにしました。 

――――― 

 
当中間期中の発行済株式数の増加 
該当事項はありません。 
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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9月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 

前事業年度末 

（平成18年3月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は 

41,222千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は 

32,723千円であります。 

※１. 有形固定資産の減価償却累計額

は 29,253千円であります。 

※２．偶発債務 

下記の者の建物賃借契約の連帯保

証を行っております。 

㈱山大 月額賃料      4,097千円 

（期限）平成19年9月30日 

 

下記の者の取引先からの仕入債務

に対する連帯保証を行っておりま

す。 

㈱ネクスターム       140千円 

（期限）平成19年9月30日 

※２. 偶発債務 

下記の者の金融機関からの借入及

び社債に対する連帯保証を行って

おります。 

㈱矢野経済研究所  497,500千円 

 

下記の者の建物賃借契約の連帯保

証を行っております。 

㈱山大   月額賃料     8,940千円 

 

下記の者の金融機関からの借入に

対する連帯保証を行っております。 

㈱ＯＩテクノロジーズ 

100,000千円 

※２. 偶発債務 

下記の者の金融機関からの借入に

対する連帯保証を行っております。 

㈱矢野経済研究所  300,000千円 

 

下記の者の建物賃借契約の連帯保

証を行っております。 

㈱山大 月額賃料      6,071千円 

（期限）平成19年9月30日 

 

下記の者の取引先からの仕入債務

に対する連帯保証を行っておりま

す。 

㈱ネクスターム        390千円 

※３．消費税等の取扱い 

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。 

なお、未収消費税等は5,309千円で

あります。 

※３．消費税等の取扱い 

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。 
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（中間損益計算書関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       13,162千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息    3,479千円 

社債利息    5,404千円 

新株発行費     28,144千円 

 

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

支払手数料確定差額14,274千円 

貸倒引当金戻入益  19,545千円 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

投資損失引当金繰入額 

101,027千円 

 

 

 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産    5,557千円 

無形固定資産   4,409千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       15,434千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息    2,443千円 

社債利息    1,823千円 

 

 

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

退職給付引当金戻入益  

12,031千円 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

前期損益修正損 

6,000千円 

 

 

 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産    3,469千円 

無形固定資産   32,237千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       28,243千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息    6,867千円 

社債利息    6,585千円 

社債発行費     24,608千円 

新株発行費     33,644千円 

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

前期損益修正益  14,274千円 

貸倒引当金戻入益19,540千円 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額 

104,751千円 

投資損失引当金繰入額 

101,027千円 

 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産    11,426千円 

無形固定資産   18,742千円 

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自  平成18年4月1日   至  平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加 

株式数 （株） 

当中間会計期間減少 

株式数 （株） 

当中間会計期間末株式数

（株） 

普通株式 10 ― ― 10 

合 計 10 ― ― 10 
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（リース取引関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年4月１日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31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 

 

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 

  

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） 

工具器 

具備品 
44,147 28,511 15,635 

合計 44,147 28,511 15,635 

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

に係るものは含まれておりません。 

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 

 

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）

工具器

具備品
44,147 39,548 4,598

合計 44,147 39,548 4,598

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

に係るものは含まれておりません。 

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）

期末残高

相当額 

 （千円）

工具器 

具備品 
44,147 34,030 10,117

合計 44,147 34,030 10,117

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

に係るものは含まれておりません。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内         11,759 千円 

１年超          6,153 千円 

合計          17,912 千円 

 

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

に係るものは含まれておりません。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内         6,153 千円

１年超           － 千円

合計           6,153 千円

 

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

に係るものは含まれておりません。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内         12,121 千円

１年超            －  

合計          12,121 千円

 

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

に係るものは含まれておりません。 

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         6,262  千円 

減価償却費相当額       5,518  千円 

支払利息相当額            644  千円 

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

について、負債計上後の期間に係るものは含まれ

ておりません。 

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         6,262 千円

減価償却費相当額       5,518 千円

支払利息相当額            293 千円

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

について、負債計上後の期間に係るものは含まれ

ておりません。 

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       125,524 千円

減価償却費相当額      11,036 千円

支払利息相当額          1,116 千円

なお、上記の金額には、過年度において、未経過

リース料残高相当額を負債計上したリース物件

について、負債計上後の期間に係るものは含まれ

ておりません。 

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 
前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。 

 

 

（1株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月１日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

１株当たり純資産額        7,056円10銭 

１株当たり中間純利益金額     777円34銭 

 

潜在株式調整後1株当たり 

中間純利益金額             640円67銭 

１株当たり純資産額        5,632円39銭 

１株当たり中間純損失金額     229円14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、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。 

１株当たり純資産額        5,861円52銭 

１株当たり当期純損失金額     796円92銭 

 

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。 

 

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

す。 

 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月１日 

至 平成17年9月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日）

１株当たり中間（当期）純利益(純損失)

金額 
   

中間(当期)純利益 (千円) 320,286 △110,457 △355,458 

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 

 (千円) 
320,286 △110,457 △355,458 

期中平均株式数 (株) 412,031.67 482,064 446,042.46 

潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益

金額 

  
 

中間純利益調整額 (千円) － － － 

普通株式増加数 (株) 87,894.25 － － 

   (うち新株予約権) （87,765.77） － － 

   (うち転換社債型新株予約権付社債) （24.38） － － 

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)純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権1種類（新株予約権

の数214個） 

ユーロ円建転換社債型新株予約権

付社債（額面総額3,000,000千円）

及び新株予約権1種類（新株予約

権の数990個） 

ユーロ円建転換社債型新株予約権

付社債（額面総額3,000,000千円）

及び新株予約権1種類（新株予約

権の数814個） 

 



 

 14 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月１日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

1．当社は、グループ事業戦略の一環として、平

成17年9月21日の取締役会決議に基づき、次

のとおり株式会社日本オフショア開発の株式

を取得し、同社を連結子会社化しております。 

（１）子会社化する会社の名称、事業内容、規

模 

名称：株式会社日本オフショア開発 

事業内容：各種ソフトウェアの開発 

事業規模：総資産 9,851 千円、売上高

4,761 千円（ともに平成 17

年3月期決算） 

（２）株式取得による子会社化の時期 

平成17年10月3日 

（３）取得した株式の数、取得金額、取得後の

持分比率 

取得した株式の数：200株 

取得金額：40,000千円 

取得後の持分比率：100％ 

――――― ――――― 

２．当社は、グループ事業戦略の一環として、平

成17年10月7日の取締役会決議に基づき、次

のとおりオーアイ投資顧問株式会社を新規設

立し、同社を連結子会社化しております。 

（１）子会社化する会社の名称、事業内容 

名称：オーアイ投資顧問株式会社 

事業内容：有価証券に関する投資顧問業

務、資産の管理及び運用に関

するコンサルティング業務、

経営コンサルティング業務等 

（２）会社設立による子会社化の時期 

平成17年10月11日 

（３）会社設立に伴い取得した株式の数、取得

金額、取得後の持分比率 

取得した株式の数：1,600株 

取得金額：80,000千円 

取得後の持分比率：100％ 

  

３．当社は、平成17年5月30日発行の新株予約

権の権利行使により、平成17年10月に次のと

おり新株を発行しております。 

（１）発行した新株の種類：普通株式 

（２）発行した株式の数：764株 

（３）発行価額：22,805千円 

（４）新株の発行に伴い資本金へ組入れる額： 

11,402千円 
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前中間会計期間 

（自 平成17年4月１日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

４.当社は、平成17年10月3日の取締役会決議

に基づき、当社の子会社である株式会社矢野経

済研究所が株式会社北陸銀行から受ける融資

に対して債務保証を行いました。 

（1）保証形態 

期限付限度保証 

（2）保証極度額 

200,000千円 

（3）保証契約日 

平成17年10月4日 

（4）保証契約期間 

平成17年10月4日より 

平成18年4月28日まで 

  

５.当社は、平成17年11月11日の取締役会決議

に基づき、当社の子会社である株式会社矢野経

済研究所が株式会社りそな銀行から受ける融

資に対して債務保証を行いました。 

（1） 保証形態 

期限付限度保証 

（2） 保証極度額 

150,000千円 

（3）保証契約日 

平成17年11月22日 

（4）保証契約期間 

平成17年11月22日より 

平成18年11月22日まで 

  

６.当社は、平成17年11月30日に下記の借入

契約を締結いたしました。  

（1）借入金額           80,000千円 

（2）借入日      平成17年11月30日 

（3）返済期限      平成18年 5月31日 

（4）取引金融機関  株式会社りそな銀行 

（5）担保      無 

（6）資金使途    短期運転資金 

  

 ７.平成17年12月12日開催の当社取締役会の

決議に基づき、当社子会社の株式会社日本オフ

ショア開発に対して次のように増資の決議を

しております。  

（1）会社名 株式会社日本オフショア開発 

（2）増資の理由   財務体質強化のため 

（3）増資金額             10,000千円 

（4）増資後の資本金         20,000千円 

（5）資金の使途             運転資金 

（6）増資実行日     平成17年12月14日 

  

 


