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１．平成19年９月期第３四半期の連結業績（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期第３四半期 1,025 (△34.4) △1,060 (－) △1,105 (－) △1,038 (－)

18年９月期第３四半期 1,563 (7.4) △745 (－) △525 (－) △510 (－)

18年９月期 2,083 (△4.2) △1,302 (－) △1,650 (－) △1,636 (－)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月期第３四半期 △5,358 09 － －

18年９月期第３四半期 △2,938 27 － －

18年９月期 △9,616 92 － －

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期第３四半期 3,035 2,726 89.8 13,997 57

18年９月期第３四半期 7,273 4,496 61.8 28,401 20

18年９月期 5,485 3,714 66.8 20,110 52

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月期第３四半期 △1,629 187 △543 438

18年９月期第３四半期 － － － －

18年９月期 △2,313 2,138 △929 2,421

（注）18年９月期第３四半期は、キャッシュ・フロー計算書の開示を行っていないため記載しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

18年９月期第３四半期 － －

19年９月期第３四半期 － －

３．平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,370  △960 － △990 － △970 － △4,980 36
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

５．個別業績の概要（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期第３四半期 53 △87.1 △518 (－) △410 (－) △596 (－)

18年９月期第３四半期 415 △35.6 △129 (－) △76 (－) △196 (－)

18年９月期 606 (△31.6) △267 (－) △194 (－) △2,117 (－)

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年９月期第３四半期 △3,077 10

18年９月期第３四半期 △1,129 72

18年９月期 △12,441 93

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期第３四半期 3,055 2,939 96.2 15,093 43

18年９月期第３四半期 5,935 4,999 84.2 31,575 45

18年９月期 4,782 3,453 71.2 18,678 21

６．平成19年９月期の個別業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 60 △90.1 △670 － △530 － △770 － △3,953 48

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

≪ソリューション事業≫

  当事業セグメントの中核商品である「アラーム管理システム」売上高は平成19年７月２日の新バージョンリリース

に向けて旧バージョンの販売が低迷していたことに加え、販売チャネルの整備・拡大がまだ成果に結びついていない

ことなどにより60百万円減少いたしました。また、ソフトウェア受託開発事業については、当社グループにおいて今

後とも事業の相乗効果が見込めず、収益性も低いことから平成19年１月31日にソフトウウェア受託開発子会社である

株式会社ニューテクノロジー、当社孫会社である上海兆虹信息技術有限公司の売却を実施し、同事業を縮小いたしま

した。以上の結果、ソリューション事業の売上高は651百万円となりました。

≪メディア・コンテンツ事業≫

　当事業セグメントである株式会社日本證券新聞社を平成19年１月４日に売却いたしました。また、当セグメントの

事業会社である株式会社マルコの売上高は69百万円でありました。以上の結果、メディア・コンテンツ事業の売上高

は235百万円となりました。

≪ファイナンシャル事業≫

　オックスキャピタル株式会社の中小事業者向け貸付金利息の売上計上等によりファイナンシャル事業の売上高は138

百万円となりました。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間の当社グループ売上高は1,025百万円（前年同期比34.4％減）、営業損失

は1,060百万円（前年同期は営業損失745百万円）、経常損失は1,105百万円（前年同期は経常損失525百万円）となり、

また第３四半期純損失は1,038百万円（前年同期は第３四半期純損失510百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①　資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,449百万円減少し、3,035百万円と

なりました。これは主に現金及び預金が1,982百万円減少、建物及び土地の売却により有形固定資産が979百万円減少、

及びGALAXY RESOURCES GROUP INC.への出資等にともない投資有価証券が1,001百万円増加したことによるものです。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,461百万円減少し、309百万円となりました。これは主に長期借入

金の返済により、１年以内返済予定長期借入金が112百万円減少、長期借入金が647百万円減少したこと、及び未払金

が293百万円減少したことによるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ988百万円減少し、2,726百万円となりました。これは主に当第３

四半期純損失1,038百万円により、利益剰余金が減少したことによるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況

　　当第３四半期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、前連結会計年度末に比べ、

1,982百万円減少し、438百万円となりました。

当第３四半期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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,629百万円の支出となりました。これは主に税金等調整前中間純損失

1,027百万円、営業貸付金382百万円の増加、非資金取引である貸倒引当金の増加170百万円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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、187百万円の収入となりました。これは主に本社移転にともなう建物及び

土地の売却による収入847百万円、定期預金の払戻による収入333百万円及びGALAXY RESOURCES GROUP INC.への出資

等にともなう投資有価証券の取得による支出1,001百万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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、543百万円の支出となりました。これは主に長期借入金の返済による支出

711百万円と株式の発行による収入129百万円によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　（当期の見通し）

　業績予想は、平成19年５月15日公表時から変更しておりません。なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づい

ておりますが、実際の数値は今後の様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分 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  4,762,760        

１．現金及び預金  －   438,683   2,421,156  

２．受取手形及び売掛金  －   57,452   294,374  

３．営業貸付金  －   1,210,135   827,908  

４．たな卸資産  －   12,571   46,000  

５．未収営業貸付金利息  －   18,974   3,194  

６．その他  －   87,236   146,770  

貸倒引当金  －   △239,527   △99,638  

流動資産合計  4,762,760 65.5  1,585,525 52.2  3,639,765 66.4

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産  1,144,976        

(1) 建物 －   114,472   450,204   

(2）土地 －   14,728   633,301   

(3）その他 －   26,451 155,652  51,434 1,134,940  

２．無形固定資産  298,152        

(1）ソフトウェア －   126,796   172,307   

(2）その他 －   2,122 128,918  65,031 237,339  

３．投資その他の資産  1,068,061        

(1）投資有価証券 －   1,005,342   12,248   

(2）長期性預金 －   －   350,000   

(3）その他 －   160,364 1,165,706  111,286 473,535  

固定資産合計  2,511,190 34.5  1,450,278 47.8  1,845,814 33.6

資産合計  7,273,950 100.0  3,035,803 100.0  5,485,580 100.0
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前第３四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分 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  1,811,643        

１．買掛金  －   54,429   61,391  

２．短期借入金  －   33,000   20,825  

３．１年以内返済予定長
期借入金

 －   －   112,304  

４．未払金  －   62,562   356,382  

５．未払法人税等  －   4,341   17,744  

６．賞与引当金  －   15,779   66,374  

７．返品調整引当金  －   －   7,686  

８．利息返還損失引当金  －   604   －  

９．その他  －   97,579   317,121  

流動負債合計  1,811,643 24.9  268,297 8.8  959,830 17.5

Ⅱ　固定負債  965,799        

１．長期借入金  －   －   647,785  

２．その他  －   41,270   163,598  

固定負債合計  965,799 13.3  41,270 1.4  811,383 14.8

負債合計  2,777,443 38.2  309,567 10.2  1,771,213 32.3

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１．資本金  3,607,516 49.6  3,673,154 121.0  3,607,516 65.7

２．資本剰余金  2,705,115 37.2  1,973,970 65.0  1,908,332 34.8

３．利益剰余金  △756,922 △10.4  △2,921,006 △96.2  △1,882,543 △34.3

４．自己株式  △1,150,110 △15.8  △1,875 △0.1  △1,875 △0.0

株主資本合計  4,405,598 60.6  2,724,242 89.7  3,631,429 66.3

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．為替換算調整勘定  27,152 0.3  1,993 0.1  34,436 0.6

２．その他有価証券評価
差額

 63,575 0.9  － －  － －

評価・換算差額等合計  90,728 1.2  1,993 0.1  34,436 0.6

Ⅲ　新株予約権  － －  － －  48,500 0.9

Ⅳ　少数株主持分  180 0.0  － －  － －

純資産合計  4,496,506 61.8  2,726,235 89.8  3,714,366 67.7

負債純資産合計  7,273,950 100.0  3,035,803 100.0  5,485,580 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分 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  1,563,923 100.0  1,025,444 100.0  2,083,738 100.0

Ⅱ　売上原価  1,071,242 68.5  701,639 68.4  1,502,108 72.1

売上総利益  492,681 31.5  323,805 31.6  581,630 27.9

返品調整引当金繰入
額

 6,786 0.4  6,697 0.7  － －

返品調整引当金戻入
額

 － －  － －  580 0.0

差引売上総利益  485,894 31.1  317,107 30.9  582,210 27.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,231,729 78.8  1,377,292 134.3  1,884,918 90.5

営業損失  745,834 △47.7  1,060,185 △103.4  1,302,707 △62.5

Ⅳ　営業外収益          

１．受取利息 －   3,350   13,964   

２．為替差益 －   2,101   3,263   

３．その他 － 480,738 30.7 11,127 16,579 1.6 12,055 29,283 1.4

Ⅴ　営業外費用          

１．支払利息 －   11,866   24,614   

２．株式交付費 －   579   10,962   

３．持分法による投資損
失

－   1,467   11,675   

４．スワップ評価損 －   10,703   －   

５．棚卸資産廃棄損 －   8,285   7,675   

６．定期預金解約損 －   16,637   －   

７．その他 － 260,828 16.6 12,561 62,101 6.0 322,636 377,564 18.1

経常損失  525,924 △33.6  1,105,706 △107.8  1,650,988 △79.2

Ⅵ　特別利益          

１．固定資産売却益 －   27,280   －   

２．関係会社株式売却益 －   38,157   －   

３．投資有価証券売却益 －   23,259   493,636   

４．賞与引当金戻入益 －   29,785   －   

５．その他 － 478,505 30.6 4,668 123,151 12.0 14,318 507,954 24.4

Ⅶ　特別損失          

１．固定資産除却損 －   6,037   156,786   

２．著作権償却 －   27,358   －   

３．本社移転費用 －   5,124   －   

４．連結調整勘定償却 －   －   127,365   

５．棚卸資産除却損 －   3,865   65,620   

６．減損損失 －   －   15,876   

７．前期損益修正損 －   －   28,711   

８．その他 － 381,899 24.4 2,500 44,885 4.4 104,456 498,817 24.0

税金等調整前中間
（当期）純損失

 429,317 △27.4  1,027,440 △100.2  1,641,851 △78.8
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

法人税、住民税及び
事業税

89,169   11,839   16,033   

法人税等調整額 △3,763 85,405 5.5 △817 11,022 1.1 △17,361 △1,327 △0.1

少数株主損失  3,811 0.2  － －  3,992 0.2

中間（当期）純損失  510,911 △32.7  1,038,463 △101.3  1,636,531 △78.5
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年９月30日残高（千円） 3,607,516 3,809,281 △1,350,176 △510 6,066,109

四半期変動額      

四半期純利益   △510,911  △510,911

資本剰余金取崩による欠損填補  △1,104,165 1,104,165  －

自己株式取得    △1,149,600 △1,149,600

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

     

四半期変動合計（千円） － △1,104,165 593,254 △1,149,600 △1,660,511

平成18年６月30日残高（千円） 3,607,516 2,705,115 △756,922 △1,150,110 4,405,598

 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成17年９月30日残高（千円） △107,076 6,850 △100,226 91,940 6,057,824

四半期変動額      

四半期純利益     △510,911

資本剰余金取崩による欠損填補     －

自己株式取得     △1,149,600

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

170,652 20,302 190,954 △91,760 99,193

四半期変動合計（千円） 170,652 20,302 190,954 △91,760 △1,561,317

平成18年６月30日残高（千円） 63,575 27,152 90,728 180 4,496,506
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当第３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高（千円） 3,607,516 1,908,332 △1,882,543 △1,875 3,631,429

四半期変動額      

新株の発行 65,638 65,638   131,276

四半期純利益   △1,038,463  △1,038,463

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

     

四半期変動合計（千円） 65,638 65,638 △1,038,463 － △907,187

平成19年６月30日残高（千円） 3,673,154 1,973,970 △2,921,006 △1,875 2,724,242

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年９月30日残高（千円） 34,436 34,436 48,500 3,714,366

四半期変動額     

新株の発行    131,276

四半期純利益    △1,038,463

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

△32,443 △32,443 △48,500 △80,943

四半期変動合計（千円） △32,443 △32,443 △48,500 △988,130

平成19年６月30日残高（千円） 1,993 1,993 － 2,726,235
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年９月30日残高（千円） 3,607,516 3,809,281 △1,350,176 △510 6,066,109

連結会計年度中の変動額      

資本剰余金取崩による欠損填補  △1,104,165 1,104,165  －

当期純利益   △1,636,531  △1,636,531

自己株式の取得    △1,149,600 △1,149,600

自己株式の処分  △796,783  1,148,235 351,452

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（千
円）

－ △1,900,948 △532,366 △1,364 △2,434,679

平成18年９月30日残高（千円） 3,607,516 1,908,332 △1,882,543 △1,875 3,631,429

 評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年９月30日残高（千円） △107,076 6,850 △100,226 － 91,940 6,057,824

連結会計年度中の変動額       

資本剰余金取崩による欠損填補      －

当期純利益      △1,636,531

自己株式の取得      △1,149,600

自己株式の処分      351,452

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

107,076 27,586 134,662 48,500 △91,940 91,222

連結会計年度中の変動額合計（千
円）

107,076 27,586 134,662 48,500 △91,940 △2,343,457

平成18年９月30日残高（千円） － 34,436 34,436 48,500 － 3,714,366
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分 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

1,027,440 1,641,851

減価償却費 66,493 136,939

連結調整勘定償却 － 158,149

のれん償却額 3,445 －

持分法による投資損失 1,467 11,675

貸倒引当金の増減額 170,063 94,222

受取利息 △3,350 △13,964

支払利息 11,866 24,614

投資有価証券の売却益 △23,259 △493,636

固定資産売却益 △27,280 －

固定資産除却損 6,037 156,786

売上債権の増減額 △46,120 158,282

営業貸付金の増加額 △382,226 △827,908

販売用ソフトウェアの増減額 － △30,713

棚卸資産除却損 3,865 65,620

仕入債務の増減額 31,152 △31,322

賞与引当金の増減額 △25,392 18,729

返品調整引当金の増減額 6,581 △19,129

減損損失 － 15,876

子会社株式売却益 △38,157 －

その他 △357,516 338,809

小計 △1,629,771 △1,878,820

利息及び配当金の受取額 3,532 13,990

利息の支払額 △14,303 △25,061

還付法人税等の受取額 43,778 －

法人税等の支払額 △33,117 △423,217

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,629,882 △2,313,108

オックスホールディングス㈱（2350）平成 19 年９月期第３四半期財務・業績の概況

－ 12 －



当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分 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 333,362 10,000

有形固定資産の取得による支
出

△12,511 △31,698

有形固定資産の売却による収
入

847,223 214,615

無形固定資産の取得による支
出

△24,028 △47,815

無形固定資産の売却による収
入

11,461 －

投資有価証券の取得による支
出

△1,001,500 △146,445

投資有価証券の売却による収
入

28,615 1,700,698

有価証券の運用による収支 － 959,648

関係会社株式の売却による収
入

－ 45,400

敷金保証金の差入による支出 － △56,675

貸付による支出 － △750,100

貸付金の回収による収入 11,000 817,527

新規連結子会社株式取得によ
る収入

－ 2,405

子会社株式追加取得による支
出

－ △572,019

子会社株式売却による支出 △6,403 －

その他 － △7,489

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

187,218 2,138,051

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

短期借入金の増減額 96,249 △40,000

長期借入れによる収入 － 30,000

長期借入金の返済による支出 △711,000 △158,934

新株予約権の買戻しによる支
出

△47,200 －

株式の発行による収入 129,396 －

自己株式の取得による支出 － △1,149,600

その他 △10,915 388,989

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△543,469 △929,544

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

3,659 4,532

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,982,473 △1,100,069

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,421,156 3,521,226

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

438,683 2,421,156
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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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　当社グループは前々連結会計年度1,063,214

千円、前連結会計年度1,302,707千円の営業損

失を計上し、当第３四半期連結会計期間におい

ても1,027,440千円の営業損失を計上いたしま

した。また、当第３四半期連結会計期間におけ

る営業キャッシュ・フローにおいても

1,629,882千円の大幅なマイナスを計上し、当

第３四半期連結会計期間末の現金及び預金残高

が438,683千円と大幅に減少しております。そ

のため、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

　当社グループは、当面の目標として単月営業

黒字化を達成すべく平成18年８月において中期

３ヵ年計画を策定しましたが、その後平成18年

12月において軌道修正を行い、今後とも事業採

算の好転が見込めないメディアコンテンツ事業

の売却を実施し、ソリューション事業とファイ

ナンシャル事業への集中を進めることといたし

ました。しかし、当第３四半期連結会計期間末

においては、まだ単月営業黒字化を達成してお

りません。当該状況を解消するための経営計画

は以下のとおりであります。

　ソリューション事業においては、当第３四半

期連結会計期間において営業体制の強化を実施

し、見込み顧客層の拡大が進みました。また、

平成19年５月７日には新製品である

「DvOffice」の販売を開始、平成19年７月2日

には「アラーム管理システムVer2.0」をリリー

スし、今後の売上貢献を見込んでおります。当

事業分野においては、各製品分野ごとの収支均

衡を目指した事業運営を基本方針とし、単月営

業黒字化を達成してまいります。

　ファイナンシャル事業においては、消費者金

融・事業者金融の中堅である株式会社キャスコ

の発行済株式数の67％を所有しているGALAXY 

RESOURCES GROUP INC.へ平成19年３月６日に

12.5％、平成19年６月５日に12.5％を出資し、

また株式会社キャスコへ代表取締役１名及び取

締役１名を派遣しております。今後、当社の第

三者割当増資の進捗に合わせて、株式会社キャ

スコとの事業統合を目指してまいります。

　当社グループは、前連結会計年度に

1,063,214千円の営業損失を計上し、当連結会

計年度においても1,302,707千円の大幅な営業

損失を計上しました。また当連結会計年度には

営業キャッシュフローも2,313,108千円と大幅

なマイナスを計上しました。そのため、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

　このような状況を解消すべく、本年８月にお

いて中期３ヵ年計画を策定し、現在その着実な

推進をはかっております。翌連結会計年度はそ

の初年度にあたり、まず、単月営業黒字化の達

成を目指してまいります。なお、当連結会計年

度末の現金及び預金残高は2,421,156千円あり、

当面の事業展開における資金面での支障はあり

ません。

　具体的には、ソリューション事業におけるこ

れまでの特約店を中心とした「アラーム製品」

の販売体制及びエンドユーザーへの直販体制の

強化並びにチャネル拡大。また旧「あらかん」

ユーザーの掘り起しなどをはかっております。

そのためグループ全体での販売体制に取り組む

べく営業部門の横連携をはかるとともに、営業

人員増強をはかっております。

　またバージョンアップにともなう製品の機能

強化をはかるべく、ユーザー会を定期的に開催

し、ユーザーの生の声を拾い製品改良に結びつ

けております。さらにその周辺事業として新規

「アラーム関連製品」の取り扱いについても着

手しております。今後は、信用リスク管理サー

ビスをコンサルティングから運用保守に至るま

でトータルで提供できる体制の構築をはかって

まいります。

　メディア・コンテンツ事業においては、平成

18年12月18日開催の取締役会にて中期事業計画

の見直しを実施し、同事業を非中核事業と位置

づけたうえで、株式会社日本證券新聞社の全株

式の売却を決議いたしました。

　ファイナンシャル事業においては、貸付金規

模の拡大が当社グループの収益をささえる上で

不可欠であると認識しています。そのため翌連

結会計年度においては、独自での外部資金調達

を目指します。また、当事業においては、ネッ

トによる融資申込み、当社グループの主力商品

である「アラームシステム」を基準とした効率

的審査体制など中小企業金融分野での新たなビ

ジネスモデルの確立を目指してまいります。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当社グループ会社であるオックスキャピタル株

式会社の事業者金融についても株式会社キャス

コとの相乗効果をはかるべく事業の統合を目指

し、当事業分野の再編を進めてまいります。

　資金面においては、平成19年６月21日開催の

取締役会で第三者割当増資の決議を行い、平成

19年７月31日に1,000,674千円の払込みが完了

いたしました。さらに、株式会社キャスコとの

事業統合資金として平成19年８月31日に

1,500,768千円の払込みが予定されておりま

す。

　以上、第三者割当増資資金を前提として、当

社グループはソリューション事業とファイナン

シャル事業への選択と集中を進めることによっ

て、事業の継続を図っていきたいと考えており

ます。

　第３四半期連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義の

影響を第３四半期連結財務諸表には反映してお

りません。

　以上、当社グループは、まず、中核事業と位

置づけたオックススタンダード株式会社及び

オックスキャピタル株式会社の単月営業黒字化

を目指してまいりますが、さらに新たな収益力

ある企業の買収等が必要であると考えておりま

す。当連結会計年度より対象となる案件を精査

してまいりましたが、いまだシナジー効果が得

られるとの確信に至る企業買収の実現には至っ

ておりません。しかしながら、今後も引き続き

新たな収益力強化を狙って、慎重かつ積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を連結

財務諸表には反映しておりません。

オックスホールディングス㈱（2350）平成 19 年９月期第３四半期財務・業績の概況

－ 15 －



６．四半期個別財務諸表

(1）貸借対照表

前第３四半期会計期間末
(平成18年６月30日)

当第３四半期会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年９月30日)

区分 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 － 146,477 1,509,799

２　売掛金 － 23,865 65,017

３　たな卸資産 － 474 564

４　短期貸付金 － 1,377,629 985,064

５　その他 － 73,031 90,865

貸倒引当金 － △134,479 △27,172

流動資産合計 2,753,848 46.4 1,486,998 48.7 2,624,138 54.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産    

 (1)建物 － 114,472 444,312

 (2)土地 － 14,728 633,101

 (3)その他 － 16,960 3,624

 有形固定資産合計 1,087,530 146,160 1,081,038

２　無形固定資産 28,690 4,962 28,779

３　投資その他の資産

 (1)投資有価証券 － 5,342 8,083

 (2)関係会社株式 － 2,704,454 2,034,403

 (3)長期性預金 － － 350,000

 (4)その他 － 153,042 135,248

 投資評価引当金 － △1,445,564 △1,479,654

投資その他の資産合
計

2,064,956 1,417,275 1,048,079

固定資産合計 3,181,178 53.6 1,568,398 51.3 2,157,897 45.1

資産合計 5,935,027 100.0 3,055,397 100.0 4,782,035 100.0
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前第３四半期会計期間末
(平成18年６月30日)

当第３四半期会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年９月30日)

区分 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 － － 39

２　短期借入金 － － －

３　１年以内返済予定
長期借入金

－ － 70,000

４　未払金 － 31,312 168,343

５　賞与引当金 － 6,401 10,569

６　返品調整引当金 － － 116

７　その他 － 36,740 256,395

流動負債合計 172,079 2.9 74,455 2.4 505,463 10.6

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 － － 625,000

２　その他 － 41,270 198,296

固定負債合計 763,890 12.9 41,270 1.4 823,296 17.2

負債合計 935,970 15.8 115,725 3.8 1,328,760 27.8

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金  3,607,516 60.8  3,673,154 120.2  3,607,516 75.4

２　資本剰余金          

(1）資本準備金 －   967,518   901,880   

(2）その他資本剰余
金

－   1,006,452   1,006,452   

資本剰余金合計  2,705,115 45.6  1,973,970 64.6  1,908,332 39.9

３　利益剰余金          

(1）その他利益剰余
金

         

特別償却準備金 －   6,054   6,054   

繰越利益剰余金 －   △2,711,632   △2,115,252   

利益剰余金合計  △188,364 △3.2  △2,705,577 △88.5  △2,109,197 △44.1

４　自己株式  △1,150,110 △19.4  △1,875 △0.1  △1,875 △0.0

株主資本合計  4,974,156 83.8  2,939,671 96.2  3,404,775 71.2

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評
価差額

 24,900 0.4  － －  － －

Ⅲ　新株予約権  － －  － －  48,500 1.0

純資産合計  4,999,057 84.2  2,939,671 96.2  3,453,275 72.2

負債純資産合計  5,935,027 100.0  3,055,397 100.0  4,782,035 100.0
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(2）損益計算書

 （千円未満切捨）

 
前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分 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 415,577 100.0 53,407 100.0 606,842 100.0

Ⅱ　売上原価 117,944 28.4 － － 119,509 19.7

売上総利益 297,632 71.6 53,407 100.0 487,333 80.3

返品調整引当金繰入額 555 0.1 － － 347 0.1

差引売上総利益 297,077 71.5 53,407 100.0 486,985 80.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 427,041 102.8 572,274 1,071.5 754,507 124.3

営業損失 129,964 △31.3 518,867 △971.5 267,521 △44.1

Ⅳ　営業外収益 75,685 18.2 158,812 297.4 103,843 17.1

Ⅴ　営業外費用 22,659 5.4 50,460 94.5 30,467 5.0

経常損失 76,937 △18.5 410,515 △768.6 194,145 △32.0

Ⅵ　特別利益 264,143 63.6 237,914 445.4 248,697 41.0

Ⅶ　特別損失 383,552 92.3 423,688 793.3 2,171,429 357.8

税引前四半期（当期）純
損失

196,347 △47.2 596,289 △1,116.5 2,116,877 △348.8

法人税、住民税及び事業
税

907 0.2 907 1.7 1,210 0.2

法人税等調整額 △817 △0.2 △817 △1.5 △817 △0.1

四半期（当期）純損失 196,437 △47.2 596,379 △1,116.7 2,117,270 △348.9
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自平成17年10月１日　至平成18年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年９月30日残高（千円） 3,607,516 3,809,281 △1,096,092 △510 6,320,193

四半期変動額      

四半期純利益   △196,437  △196,437

資本剰余金取崩による欠損填補  △1,104,165 1,104,165  －

自己株式取得    △1,149,600 △1,149,600

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

     

四半期変動合計（千円） － △1,104,165 907,728 △1,149,600 △1,346,037

平成18年６月30日残高（千円） 3,607,516 2,705,115 △188,364 △1,150,110 4,974,156

 評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成17年９月30日残高（千円） △133,946 △133,946 6,186,247

四半期変動額    

四半期純利益   △196,437

資本剰余金取崩による欠損填補   －

自己株式取得   △1,149,600

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

158,846 158,846 158,846

四半期変動合計（千円） 158,846 158,846 △1,187,190

平成18年６月30日残高（千円） 24,900 24,900 4,999,057
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当第３四半期会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

特別償
却準備
金

繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

3,607,516 901,880 1,006,452 1,908,332 6,054 △2,115,252 △2,109,197 △1,875 3,404,775

四半期会計期間中の変動額

新株の発行 65,638 65,638  65,638     131,276

四半期純利益      △596,379 △596,379  △596,379

株主資本以外の項目の四半期
会計期間中の変動額（純額）

         

四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

65,638 65,638 － 65,638 － △596,379 △596,379 － △465,103

平成19年６月30日　残高
（千円）

3,673,154 967,518 1,006,452 1,973,970 6,054 △2,711,632 △2,705,577 △1,875 2,939,671

新株予約権 純資産合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

48,500 3,453,275

四半期会計期間中の変動額

新株の発行  131,276

四半期純利益  △596,379

株主資本以外の項目の四半期
会計期間中の変動額（純額）

△48,500 △48,500

四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

△48,500 △513,603

平成19年６月30日　残高
（千円）

－ 2,939,671
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成17年９月30日　

残高

（千円）

3,607,516 3,809,281 － 3,809,281 10,091 △1,106,183 △1,096,092 △510 6,320,193

事業年度中の変動額

資本剰余金取崩に

よる欠損填補
 △2,907,401 1,803,235 △1,104,165  1,104,165 1,104,165  －

当期純利益      △2,117,270 △2,117,270  △2,117,270

自己株式の取得        △1,149,600 △1,149,600

自己株式の処分   △796,783 △796,783    1,148,235 351,452

利益処分による特

別償却準備金の取

崩

    △2,018 2,018 －  －

特別償却準備金の

取崩
    △2,018 2,018 －  －

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額（純

額）

         

事業年度中の変動額

合計

（千円）

－ △2,907,401 1,006,452 △1,900,948 △4,036 △1,009,068 △1,013,104 △1,364 △2,915,418

平成18年９月30日　

残高

（千円）

3,607,516 901,880 1,006,452 1,908,332 6,054 △2,115,252 △2,109,197 △1,875 3,404,775

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年９月30日　残高

（千円）
△133,946 △133,946 － 6,186,247

事業年度中の変動額

資本剰余金取崩による欠損填

補
   －

当期純利益    △2,117,270

自己株式の取得    △1,149,600

自己株式の処分    351,452

利益処分による特別償却準備

金の取崩
   －

特別償却準備金の取崩    －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
133,946 133,946 48,500 182,446

事業年度中の変動額合計

（千円）
133,946 133,946 48,500 △2,732,972

平成18年９月30日　残高

（千円）
－ － 48,500 3,453,275
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