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１．平成20年９月期第１四半期の連結業績（平成19年10月１日　～　平成19年12月31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 ％

20年９月期第１四半期 119 (△76.8) △196 ― △266 ― △238 ―

19年９月期第１四半期 514 (14.6) △321 ― △335 ― △346 ―

19年９月期 1,153 ― △2,094 ― △2,271 ― △2,737 ―

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

20年９月期第１四半期 △529 94 ― ―

19年９月期第１四半期 △1,807 34 ― ―

19年９月期 △11,951  03 ― ―

(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

20年９月期第１四半期 3,209 2,520 77.8 5,315 80

19年９月期第１四半期 5,092 3,452 67.8 17,726 69

19年９月期 2,840 2,031 71.5 5,069 40

(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

20年９月期第１四半期 △1,314 △2 656 409

19年９月期第１四半期 ― ― ― ―

19年９月期 △2,326 46 929 1,073

（注）19年９月期第１四半期は、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１四半期末

 円 銭

19年９月期第１四半期 0 00

20年９月期第１四半期 0 00

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日　～　平成20年９月30日）

 （％表示は、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 846 △26.6 △518 ― △518 ― △518 ― △1,153 30
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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19年10月１日　～　平成19年12月31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 ％

20年９月期第１四半期 17 57.1 △106 ― △160 ― △265 ―

19年９月期第１四半期 11 △39.8 △191 ― △75 ― △81 ―

19年９月期 69 ― △655 ― △663 ― △2,517 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年９月期第１四半期 △590 60

19年９月期第１四半期 △422 05

19年９月期 △10,992 33

(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

20年９月期第１四半期 2,573 2,483 95.6 5,237 59

19年９月期第１四半期 4,679 3,455 73.8 17,739 55

19年９月期 2,130 2,019 94.8 5,039 58

６．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日　～　平成20年９月30日）

 （％表示は、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 65 △6.5 △328 ― △267 ― △267 ― △594 25

※　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。 なお、業績予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。
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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

    　当第1四半期におけるわが国経済は、好調な企業活動が国内景気を下支えしておりますが、原油高による物価上昇

　　やサブプライムローン問題に端を発する金融不安などにより、企業の景況感にはやや慎重さが見られております。

　　　このような状況の下、当社グループは事業の再構築と組織再編に取り組んでまいりました。 

 

≪ソリューション事業≫

  ソリューション事業においては、主力の「アラーム管理システム」のバージョンアップソフトにおける新規受注の

獲得を推進してまいりました。また、新規事業として「アラーム管理システム」による情報提供サービスの研究・開

発に取り組んでまいりました。当第１四半期において損益面に関しては、人件費をはじめとする諸経費の削減および

製造原価の低減に取り組み、一定の成果があげられました。しかしながら新規事業の当社業績に対する貢献は下期以

降になる見込であることなどから、当第１四半期におけるソリューション事業の売上高は40百万円となりました。

≪メディア・コンテンツ事業≫

　メディア・コンテンツ事業においては、ほぼ計画通り推移いたしました。また、当事業セグメントである株式会社

アゴゴは、事業再構築による不採算事業の整理を行うため、平成20年１月21日の当社取締役会において解散すること

を決議しており、現在清算処理中であります。以上の結果、当第1四半期におけるメディア・コンテンツ事業の売上高

は22百万円となりました。

≪ファイナンシャル事業≫

　ファイナンシャル事業においては、改正貸金業法の適用にともない、中小事業者向け貸付金利息の見直しと貸付基

準の設定変更を行い、新規融資先の開拓と融資実行に注力しております。当第1四半期におきましては、既存の貸付金

利息に加え、新規の貸付金利息の売上計上等により、当第1四半期におけるファイナンシャル事業の売上高は56百万円

となりました。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループ売上高は119百万円（前年同期比76.8％減）、営業損失は

196百万円（前年同期は営業損失321百万円）、経常損失は266百万円（前年同期は経常損失335百万円）となり、また

第１四半期純損失は238百万円（前年同期は純損失346百万円）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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ369百万円増加し、3,209百万円となりました。

これは主に現金及び預金が663百万円減少し、営業貸付金が1,078百万円、貸倒引当金が51百万円増加したことによる

ものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ119百万円減少し、689百万円となりました。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ489百万円増加し、2,520百万円となりました。これは主に、当第１四半期純損

失238百万円による利益剰余金の減少、および新株予約権の行使による資本金・資本準備金の増加707百万円によるも

のであります。

②　キャッシュ・フローの状況

　　当第１四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、663

百万円減少し、409百万円となりました。

当第１四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、1,314百万円の支出となりました。これは主に税金等調整前第１四半期純

損失236百万円、営業貸付金1,078百万円の増加、非資金取引である貸倒引当金の増加51百万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、２百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定

資産の取得による支出２百万円によるものであります。
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（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、656百万円の収入となりました。これは、新株予約権の発行による収入30

百万円および株式の発行による収入626百万円によるものであります。

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、当第1四半期において発行いたしました第5回乃至第14回新株予約権の一部行使により、発行済株式総数

が増加しているため、1株当たりの当期純利益が平成19年11月14日公表時から変更となっております。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１四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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  ―   409,568   1,073,157  

２．受取手形及び売掛金  ―   27,185   49,450  

３．営業貸付金  ―   2,746,068   1,667,317  

４．たな卸資産  ―   17,053   6,422  

５．未収営業貸付金利息  ―   7,705   3,195  

６．その他  ―   91,736   66,783  

貸倒引当金  ―   △1,046,994   △995,628  

流動資産合計  3,185,558 62.6  2,252,323 70.2  1,870,699 65.9

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産          

(1) 建物 ―   136,418   135,878   

 　 減価償却累計額 ― ―  30,053 106,364  25,747 110,131  

(2）土地  ―   14,728   14,728  

(3）その他 ―   48,632   48,815   

 　 減価償却累計額 ― ―  17,962 30,670  15,718 33,097  

 有形固定資産合計  1,123,659 22.1  151,763 4.7  157,957 5.6

２．無形固定資産          

(1）ソフトウェア  ―   116,933   126,960  

(2）その他  ―   6,152   1,370  

 　無形固定資産合計  225,550 4.4  123,085 3.8  128,330 4.5

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券  ―   537,342   537,342  

(2) 敷金保証金  ―   139,796   140,127  

(3）その他  ―   5,499   5,788  

　投資その他の資産合計  557,591 10.9  682,638 21.3  683,259 24.0

固定資産合計  1,906,801 37.4  957,487 29.8  969,546 34.1

資産合計  5,092,359 100.0  3,209,811 100.0  2,840,245 100.0
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前第１四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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  ―   10,131   38,866  

２．短期借入金  ―   500,000   500,000  

３．未払金  ―   53,709   53,906  

４．未払法人税等  ―   4,814   16,481  

５．賞与引当金  ―   12,043   18,597  

６．利息返還損失引当金  ―   604   604  

７．その他  ―   79,298   147,639  

流動負債合計  885,257 17.4  660,602 20.6  776,095 27.3

Ⅱ　固定負債          

１．長期未払金  ―   28,628   33,019  

固定負債合計  754,562 14.8  28,628 0.9  33,019 1.2

負債合計  1,639,819 32.2  689,230 21.5  809,115 28.5

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１．資本金  3,673,154 72.1  4,526,991 141.1  4,173,491 146.9

２．資本剰余金  1,973,970 38.8  353,500 11.0  2,474,307 87.1

３．利益剰余金  △2,229,440 △43.8  △2,383,743 △74.3  △4,619,653 △162.6

４．自己株式  △1,875 △0.0  △1,875 △0.1  △1,875 △0.1

株主資本合計  3,415,809 67.1  2,494,872 77.7  2,026,269 71.3

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．為替換算調整勘定  36,730 0.7  2,707 0.1  4,861 0.2

Ⅲ　新株予約権  ― ―  23,000 0.7  ― ―

純資産合計  3,452,539 67.8  2,520,580 78.5  2,031,130 71.5

負債純資産合計  5,092,359 100.0  3,209,811 100.0  2,840,245 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19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  514,385 100.0  119,120 100.0  1,153,582 100.0

Ⅱ　売上原価  361,294 70.2  56,202 47.2  795,295 68.9

売上総利益  153,091 29.8  62,917 52.8  358,287 31.1

返品調整引当金繰入額  2,292 0.5  ― ―  6,697 0.6

差引売上総利益  150,799 29.3  62,917 52.8  351,589 30.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  472,631 91.9  259,087 217.5  2,446,426 212.1

営業損失  321,832 △62.6  196,169 △164.7  2,094,836 △181.6

Ⅳ　営業外収益          

１．受取利息 ―   83   3,547   

２．受取配当金 ―   ―   15   

３．為替差益 ―   1,048   1,535   

４．その他 ― 4,050 0.8 2,481 3,614 3.0 11,729 16,827 1.5

Ⅴ　営業外費用          

１．支払利息 ―   ―   11,866   

２．株式交付費 ―   3,497   6,464   

３．支払手数料 ―   70,000   125,033   

４．持分法による投資損失 ―   ―   1,467   

５．その他 ― 17,880 3.5 ― 73,497 61.6 48,212 193,044 16.7

経常損失  335,662 △65.3  266,052 △223.3  2,271,054 △196.9

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   

４．賞与引当金戻入額 ―   13,865   29,785   

５．その他 ― ― ― 15,188 29,054 24.3 4,792 123,275 10.6

Ⅶ　特別損失          

１．固定資産売却損 ―   ―   936   

２．固定資産除却損 ―   ―   13,404   

３．投資有価証券評価損 ―   ―   468,000   

４．棚卸資産除却損 ―   ―   3,865   

５．その他 ― 6,052 1.1 ― ― ― 92,307 578,513 50.1

税金等調整前第１四半期
（当期）純損失

 341,714 △66.4  236,998 △199.0  2,726,292 △236.3

法人税、住民税及び事業
税

 5,999 1.2 1,398   15,495   

法人税等調整額  △817 △0.2 ― 1,398 1.1 △4,677 10,818 0.9

第１四半期（当期）
純損失

 346,896 △67.4  238,396 △200.1  2,737,110 △237.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成18年12月31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

第１四半期連結会計期間中の変動額      

  新株の発行 65,638 65,638   131,276

第１四半期純損失   △346,896  △346,896

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

     

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

65,638 65,638 △346,896 ― △215,620

平成18年12月31日残高（千円） 3,673,154 1,973,970 △2,229,440 △1,875 3,415,809

 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

第１四半期連結会計期間中の変動額     

  新株の発行    131,276

第１四半期純損失    △346,896

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

2,294 2,294 △48,500 △46,205

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

2,294 2,294 △48,500 △261,826

平成18年12月31日残高（千円） 36,730 36,730 ― 3,452,539
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当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成19年12月31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19年９月30日残高（千円） 4,173,491 2,474,307 △4,619,653 △1,875 2,026,269

第１四半期連結会計期間中の変動額      

新株の発行 353,500 353,500   707,000

資本剰余金取崩による欠損填補  △2,474,307 2,474,307  ―

第１四半期純損失   △238,396  △238,396

株主資本以外の項目の第１四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

     

第１四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

353,500 △2,120,807 2,235,910 ― 468,603

平成19年12月31日残高（千円） 4,526,991 353,500 △2,383,743 △1,875 2,494,872

 

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19年９月30日残高（千円） 4,861 4,861 ― 2,031,130

第１四半期連結会計期間中の変動額     

新株の発行    707,000

資本剰余金取崩による欠損填補    ―

第１四半期純損失    △238,396

株主資本以外の項目の第１四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

△2,153 △2,153 23,000 20,846

第１四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

△2,153 △2,153 23,000 489,449

平成19年12月31日残高（千円） 2,707 2,707 23,000 2,520,580
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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18年10月１日　至平成19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18年９月30日残高（千円） 3,607,516 1,908,332 △1,882,543 △1,875 3,631,429

連結会計年度中の変動額      

  新株の発行 565,975 565,975   1,131,950

当期純損失   △2,737,110  △2,737,110

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）

565,975 565,975 △2,737,110 ― △1,605,160

平成19年９月30日残高（千円） 4,173,491 2,474,307 △4,619,653 △1,875 2,026,269

 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

連結会計年度中の変動額     

　新株の発行    1,131,950

当期純損失    △2,737,110

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△29,575 △29,575 △48,500 △78,075

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△29,575 △29,575 △48,500 △1,683,235

平成19年９月30日残高（千円） 4,861 4,861 ― 2,031,130
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12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18年10月１日
至　平成19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   

税金等調整前第１四半期（当期）
純損失

△236,998 △2,726,292

減価償却費 19,440 86,820

のれん償却 ― 3,445

持分法による投資損失 ― 1,467

貸倒引当金の増減額 51,366 926,163

受取利息 △83 △3,547

支払利息 3,780 11,866

投資有価証券売却益 ― △23,259

投資有価証券評価損 ― 468,000

固定資産売却益 ― △27,280

固定資産売却損 ― 936

固定資産除却損 ― 13,404

売上債権の増減額 17,755 △22,339

営業貸付金の増加額 △1,078,751 △839,408

仕入債務の増減額 △28,734 15,589

たな卸資産除却損 ― 3,865

賞与引当金の増減額 △6,553 △22,574

返品調整引当金の増減額 ― 6,581

関係会社株式売却益 ― △38,157

その他 △42,457 △172,915

小計 △1,301,236 △2,337,634

利息及び配当金の受取額 83 3,277

利息の支払額 ― △15,796

還付法人税等の受取額 ― 43,778

法人税等の支払額 △13,064 △20,177

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,314,217 △2,326,554
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12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18年10月１日
至　平成19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

有形固定資産の取得による支出 △540 △138,719

無形固定資産の取得による支出 △2,587 △44,719

投資有価証券の取得による支出 ― △1,001,500

有形固定資産の売却による収入 ― 847,223

投資有価証券の売却による収入 ― 28,615

貸付金の回収による収入 500 17,000

関係会社株式売却による支出 ― △6,403

その他 ― 11,461

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,627 46,319

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 ― 563,249

長期借入金の返済による支出 ― △711,000

新株予約権の買戻しによる支出 ― △47,200

新株予約権の発行による収入 30,000 ―

株式の発行による収支 626,502 1,124,185

財務活動によるキャッシュ・フロー 656,502 929,234

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,247 3,000

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △663,589 △1,347,999

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,073,157 2,421,156

Ⅶ　現金及び現金同等物第１四半期末（期
末）残高

409,568 1,073,157
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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１四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　当社グループは前連結会計年度2,094,836千

円の営業損失を計上し、当第１四半期連結会計

期間においても196,169千円の営業損失を計上

いたしました。また、当第１四半期連結会計期

間における営業キャッシュ・フローにおいても

1,384,217千円の大幅なマイナスを計上し、当

第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高

が409,568千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

黒字化と平成21年９月期には平成19年９月期に

対して55％増の売上高を達成することを設定し、

事業の再構築と組織の再編による構造改革を進

めております。その中で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一部

の清算を決定し、また、ファイナンシャル事業

における消費者金融の中堅である株式会社キャ

スコとの事業統合に関しては、当社グループの

業績に寄与するには相当程度の時間を要すると

の判断から統合中止を決定しております。

　今後の当社グループの方針といたしましては、

ソリューション事業におけるアラーム関連事業

およびファイナンシャル事業における事業者金

融関連事業への集中を進めることとしておりま

す。しかし、当第１四半期連結会計期間末にお

いては、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、平成19年７

月２日にリリースしました「アラーム管理シス

テムVer2.0」に関して、自社営業および代理店

営業の強化、さらに代理店の新規開拓を進める

ことにより売上の増大を図ってまいります。ま

た、「アラーム管理システム」の技術を利用し

た新規事業の研究・開発を進め、新たなサービ

スの構築により、今後の業績への寄与を見込ん

でおります。

　ファイナンシャル事業においては、当社グ

ループ会社であるオックスキャピタル株式会社

が、改正貸金業法の適用にともない、中小事業

者向け貸付金利息の見直しと貸付基準の設定変

更を行い、新規融資先の開拓と融資実行に注力

しております。また、将来性のある新規事業に

関しては、投資効率を検討したうえで進出して

行く方針であります。

　メディアコンテンツ事業におきましては、現

在事業規模を縮小しておりますが、一部は安定

した業績を続けており、今後も継続して当社グ

ループの売上に貢献していく方針であります。

　当社グループは前連結会計年度1,302,707千

円の営業損失を計上し、当連結会計年度におい

ても2,094,836千円の営業損失を計上いたしま

した。また、前連結会計年度の営業キャッ

シュ・フローが2,313,108千円のマイナスで

あったのと同様に当連結会計年度においても

2,326,554千円の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。

　当面の目標として単月営業黒字化を達成すべ

く、事業採算の好転が見込めないメディア・コ

ンテンツ事業およびソリューション事業におけ

る受託開発事業の売却を実施し、ソリューショ

ン事業におけるアラーム関連事業とファイナン

シャル事業への集中を進めてまいりました。し

かし、当連結会計年度においては、単月営業黒

字化を達成しておりません。このような状況を

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、当社グルー

プ会社であるオックススタンダード株式会社の

事業ドメインを「企業与信の審査、企業の健全

性を診断するツール及び情報の提供」とする原

点への回帰と新しい「アラーム」の創造としま

す。原点への回帰としては「アラーム管理シス

テムの販売」事業を見直し、既存ユーザーの顧

客満足度を向上させ、保守契約の継続を促進さ

せる為に、ロジックメンテナンスに係る部門お

よび開発部門の強化を実施いたしました。新し

い「アラーム」の創造としては、新規事業とし

て、「アラーム」による企業診断結果の情報配

信サービス事業およびアラームのASPサービス

事業を展開するために、平成19年10月１日より

組織体制を強化いたしました。同様に平成19年

７月２日にリリースされた「アラーム管理シス

テムVer2.0」への切り替えについても、開発体

制を強化することでお客様への対応を早め、今

後の売上に貢献する予定でございます。当事業

分野においては、「アラーム管理システムの販

売」事業を運営の基本とし、単月営業黒字化を

達成します。

　また、「アラーム」から派生する新規事業に

も積極的に展開することで、新しい収益源を確

保します。

　ファイナンシャル事業においては、当社グ

ループ会社であるオックスキャピタル株式会社

の一般事業者向けファイナンス事業は縮小し、

投融資事業を中心として、ファイナンス事業の

基盤を再構築いたします。グループのシナジー

効果を目的としたM&Aおよび新規事業への参入
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 資金面においては、平成19年10月18日に発行

いたしました第５回乃至第14回新株予約権の行

使による調達を行う予定であります。調達した

資金は当社グループ各企業の運転資金およびソ

リューション事業、ファイナンシャル事業の拡

大に充当する計画であり、当第１四半期連結会

計期間中に当該新株予約権の行使による

700,000千円の払込が完了しております。

 以上、新株予約権の行使による増資資金を有

効活用し、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１四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１四半期連結財務諸表には反映してお

りません。

　

 に関する積極的な調査、精緻な計画の立案と 

 実行を行い、今後の収益確保を目指して参り

 ます。

  以上、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、収益の改善を図ってまいります。

なお、資金面においては、平成19年７月31日に

1,000,674千円の第三者割当増資払込が完了し、

当連結会計年度末の現金及び預金残高は

1,073,157千円となったこと、さらに「重要な

後発事象に関する注記」に記載のとおり平成19

年10月18日発行の新株予約権の行使が順調に進

んでいることなどにより、当面の支障はござい

ません。

　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。
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６．四半期個別財務諸表

(1）貸借対照表

前第１四半期会計期間末
(平成18年12月31日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年12月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19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  ―  76,582  842,806

２．売掛金  ―  7,129  3,255

３．貯蔵品  ―  41  41

４．前払費用  ―  18,400  21,290

５．関係会社短期貸付金  ―  2,755,000  1,450,000

６．役職員貸付金  ―  8,000  8,500

７．その他  ―  45,671  32,623

　貸倒引当金  ―  △1,225,516  △1,132,648

流動資産合計 2,446,101 52.3 1,685,309 65.5 1,225,869 57.6

Ⅱ　固定資産   

１．有形固定資産      

 (1)建物 ― 136,418 135,878   

 　 減価償却累計額 ― ― 30,053 106,364 25,747 110,131  

 (2)工具、器具及び備品 ― 26,094 26,094   

 　 減価償却累計額 ― ― 11,668 14,425 10,546 15,548  

 (3)土地  ―  14,728  14,728  

 有形固定資産合計  1,074,269 23.0  135,518 5.3  140,407 6.6

２．無形固定資産        

 (1)ソフトウェア  ―   3,192  3,397  

 (2)商標権  ―   616  634  

 (3)その他  ―   706  706  

 無形固定資産合計  28,941 0.6  4,514 0.2  4,738 0.2

３．投資その他の資産      

 (1)投資有価証券  ―  537,342  537,342  

 (2)関係会社株式  ―  855,329  847,086  

 (3)長期前払費用  ―  ―  1,572  

 (4)敷金保証金  ―  139,681  139,681  

 (5)その他  ―  1,363  ―  

 投資評価引当金  ―  △785,329  △766,563  

投資その他の資産合計  1,130,344 24.1  748,387 29.0  759,119 35.6

固定資産合計 2,233,555 47.7 888,420 34.5 904,265 42.4

資産合計 4,679,656 100.0 2,573,730 100.0 2,130,135 100.0
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前第１四半期会計期間末
(平成18年12月31日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年12月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19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．未払金  ―  34,129  41,104  

２．未払費用  ―  13,004  13,072  

３．未払法人税等  ―  2,864  12,449  

４．預り金  ―  2,531  3,405  

５．賞与引当金  ―  6,064  7,876  

６．その他  ―  3,010  24  

流動負債合計 446,316 9.6 61,606 2.4 77,932 3.7

Ⅱ　固定負債    

１．長期未払金  ―  28,628  33,019  

固定負債合計 778,296 16.6 28,628 1.1 33,019 1.6

負債合計 1,224,613 26.2 90,234 3.5 110,951 5.2

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１．資本金  3,673,154 78.5  4,526,991 175.9  4,173,491 196.1

２．資本剰余金          

(1）資本準備金 ―   353,500   1,467,855   

(2）その他資本剰余金 ―   ―   1,006,452   

資本剰余金合計  1,973,970 42.1  353,500 13.7  2,474,307 116.2

３．利益剰余金          

(1）その他利益剰余金          

繰越利益剰余金 △2,190,205   △2,418,119   △4,626,740   

利益剰余金合計  △2,190,205 △46.8  △2,418,119 △93.9  △4,626,740 △217.4

４．自己株式  △1,875 △0.0  △1,875 △0.1  △1,875 △0.1

株主資本合計  3,455,043 73.8  2,460,496 95.6  2,019,183 94.8

Ⅱ　新株予約権  ― ―  23,000 0.9  ― ―

純資産合計  3,455,043 73.8  2,483,496 96.5  2,019,183 94.8

負債純資産合計  4,679,656 100.0  2,573,730 100.0  2,130,135 100.0
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(2）損益計算書

 （千円未満切捨）

 

前第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成18年12月31日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度の

要約損益計算書

（自　平成18年10月１日

至　平成19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．ロイヤリティ収入 ―   1,701   7,505   

 ２．業務委託収入 ― 11,203 100.0 15,900 17,601 100.0 62,437 69,942 100.0

Ⅱ　一般管理費  202,432 1,806.9  124,592 707.9  725,050 1,036.6

営業損失  191,228 △1,706.9  106,991 △607.9  655,108 △936.6

Ⅲ　営業外収益          

 １．受取利息 ―   17,971   44,909   

 ２．受取配当金 ―   ―   100,000   

 ３．受取家賃 ―   ―   23,450   

 ４．その他 ― 122,137 1,090.2 2,370 20,342 115.6 5,058 173,418 247.9

Ⅳ　営業外費用          

 １．支払利息 ―   ―   10,781   

 ２．株式交付費 ―   3,497   6,464   

 ３．支払手数料 ―   70,000   125,033   

 ４．その他 ― 6,379 56.9 ― 73,497 417.6 39,101 181,381 259.3

経常損失  75,470 △673.6  160,146 △909.9  663,071 △948.0

Ⅴ　特別利益  ― ―       

 １．固定資産売却益 ―   ―   27,280   

 ２．投資有価証券売却益 ―   ―   23,259   

 ３．関係会社株式売却益 ―   ―   96,889   

 ４．投資損失引当金戻入益 ―   ―   85,537   

 ５．その他 ― ―  6,396 6,396 36.3 4,946 237,914 340.1

Ⅵ　特別損失          

 １．固定資産除却損 ―   ―   1,032   

 ２．投資有価証券評価損 ―   ―   469,467   

 ３．関係会社株式評価損 ―   ―   72,650   

 ４．投資評価引当金繰入額 ―   18,766   567,931   

 ５．貸倒引当金繰入額 ―   92,868   946,343   

 ６．その他 ― 6,052 54.0 ― 111,634 634.2 38,427 2,095,853 2,996.5

税引前第１四半期

（当期）純損失
 81,522 △727.7  265,384 △1,507.8  2,521,010 △3,604.4
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前第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成18年12月31日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度の

要約損益計算書

（自　平成18年10月１日

至　平成19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
302   302   1,210   

法人税等調整額 △817 △515 △4.6 ― 302 1.7 △4,677 △3,467 △5.0

第１四半期（当期）

純損失
 81,007 △723.1  265,687 △1,509.5  2,517,542 △3,599.4
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自平成18年10月１日　至平成18年12月31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 △2,109,197 △1,875 3,404,775

第１四半期会計期間中の変動額      

　新株の発行 65,638 65,638   131,276

第１四半期純利益   △81,007  △81,007

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額）

     

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

65,638 65,638 △81,007 ― 50,268

平成18年12月31日残高（千円） 3,673,154 1,973,970 △2,190,205 △1,875 3,455,043

 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

第１四半期会計期間中の変動額   

　新株の発行  131,276

第１四半期純利益  △81,007

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額）

△48,500 △48,500

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

△48,500 1,768

平成18年12月31日残高（千円） ― 3,455,043
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当第１四半期会計期間（自平成19年10月１日　至平成19年12月31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
合計繰越利益剰

余金

平成19年９月30日　残高
（千円）

4,173,491 1,467,855 1,006,452 2,474,307 △4,626,740 △4,626,740 △1,875 2,019,183

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 353,500 353,500  353,500    707,000

資本剰余金取り崩しによる欠
損填補

 △1,467,855 △1,006,452 △2,474,307 2,474,307 2,474,307  ―

第１四半期純利益     △265,687 △265,687  △265,687

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

        

第１四半期会計期間中の変動額
合計
（千円）

353,500 △1,114,355 △1,006,452 △2,120,807 2,208,620 2,208,620 ― 441,312

平成19年12月31日　残高
（千円）

4,526,991 353,500 ― 353,500 △2,418,119 △2,418,119 △1,875 2,460,496

新株予約権 純資産合計

平成19年９月30日　残高
（千円）

― 2,019,183

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行  707,000

資本剰余金取り崩しによる欠
損填穂

 0

四半期純利益  △265,687

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

23,000 23,000

第１四半期会計期間中の変動額
合計
（千円）

23,000 464,312

平成19年12月31日　残高
（千円）

23,000 2,483,496
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年10月１日　至平成19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

事業年度中の変動額

　新株の発行 565,975 565,975  565,975     1,131,950

当期純利益      △2,517,542 △2,517,542  △2,517,542

特別償却準備金の

取崩
    △6,054 6,054 ―  ―

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）

565,975 565,975 ― 565,975 △6,054 △2,511,487 △2,517,542 ― △1,385,592

平成19年９月30日　

残高

（千円）

4,173,491 1,467,855 1,006,452 2,474,307 ― △4,626,740 △4,626,740 △1,875 2,019,183

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

事業年度中の変動額

新株の発行  1,131,950

当期純利益  △2,517,542

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）
△48,500 △48,500

事業年度中の変動額合計

（千円）
△48,500 △1,434,092

平成19年９月30日　残高

（千円）
― 2,019,183
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