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親会社の中間決算に関するお知らせ 

 

 当社の非上場の親会社である株式会社インターネット総合研究所について、第 12 期（平成 20

年 6 月期）中間決算の内容が確定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
１．開示資料 

「第 12 期半期報告書」（抜粋） 
（株式会社インターネット総合研究所 平成 20 年 3 月 27 日） 
 

２．親会社等の概要 
（1）親会社等の名称   株式会社インターネット総合研究所 
（2）所在地       東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 
（3）事業の内容     IP（Internet protocol）技術による通信ネットワーク事業の再構 

築と新たな産業創出 
（4）当社との関係 
 ①議決権被保有割合   60.29%（平成 19 年 12 月 31 日現在） 
 ②人的関係       株式会社インターネット総合研究所の代表取締役所長である藤原 

洋が当社取締役を兼任 
株式会社インターネット総合研究所の監査役である小林稔忠が当 
社監査役を兼任 
 

３．株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 
（１）所有者別状況                    （平成 19 年 12 月 31 日現在） 

株式の状況 
外国法人等 

区分 政府及び

地方公共

団体 

金融

機関 
証券

会社
その他法人

個人以外 個人 
個人 
その他 計 

株主数 
（人） － － － １ － － － 1

所有株式数 
（株） － － － 487,098.49 － － － 487,098.49

所有株式数

の割合（％） － － － 100.00 － － － 100.00

 



（２）大株主の状況 

氏名又は名称 住所 所有株式数

（株） 

発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合

（％） 
オリックス株式会社 東京都港区浜松町２丁目 4－1 487,098.49 100.00 

計 － 487,098.49 100.00 

 
（３）役員の状況 
前年事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおり

であります。 
 
役職の異動 

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日 

代表取締役所長 
最高経営責任者 

代表取締役所長 
最高経営責任者 兼 

ディペンダブル・ネット

ワーク研究担当 

藤原 洋 平成 20 年 2 月 1 日 

取締役 
IX 技術戦略担当 兼 

IS 担当 兼 研究開発 
担当 兼 CIO 

取締役 
IX 技術戦略担当 兼 

IS 担当 兼 CIO 
西野 大 平成 20 年 2 月 1 日 

 
 
 
 
 

 
以上 
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各  位 

平成 20 年 3 月 27 日 

 

会  社  名 株式会社インターネット総合研究所 

代 表 者 名 代 表 取 締 役   藤  原    洋 

問い合わせ先 
取締役 
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ担当 中川美恵子 

（TEL. 03-5908-0711 代） 

 

 

 

第 12 期（平成 20 年 6 月期）中間決算のお知らせ 

 

当社は、第 12 期（平成 20 年 6 月期）連結会計年度の中間連結会計期間（平成 19 年 7

月 1 日から平成 19 年 12 月 31 日まで）に係る中間連結財務諸表、ならびに第 12 期事業年

度の中間会計期間（平成 19 年 7 月 1 日から平成 19 年 12 月 31 日まで）の中間財務諸表に

対し、監査法人トーマツより監査報告書を受領し、本日、半期報告書を関東財務局へ提出

いたしました。 

なお、第 11 期（平成 19 年 6 月期  平成 18 年 7 月 1 日から平成 19 年 6 月 30 日まで）

の半期報告書および有価証券報告書は、当社の子会社であった株式会社アイ・エックス・

アイの平成 19 年 3 月期の中間決算が確定しないことにより、当社の会計監査人である監査

法人トーマツの監査意見は意見不表明でありましたが、この度、第 12 期の中間決算に係る

半期報告書においては、監査法人トーマツから適正意見が得られたことをご報告いたしま

す。 

当社の中間連結財務諸表等および監査報告書（写し）は、別紙のとおり（2 頁より 12 頁

まで）であります。 

  



別紙　　（中間連結財務諸表等－半期報告書抜粋）

1.        中間連結財務諸表等
　(1)中間連結財務諸表
 　　 ①      中間連結貸借対照表

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 5,772,050 6,598,853 4,872,048
　２　受取手形及び売掛金 2,133,080 1,871,863 2,883,129
　３　たな卸資産 722,284 567,684 583,728
　４　前払費用 1,742,028                            - 1,444,694
　５　その他 403,025 571,003 233,821
　　　貸倒引当金 △8,450 △8,428 △30,293
　　　流動資産合計 10,764,018 52.3 9,600,976 55.8 9,987,129 53.3
Ⅱ　固定資産
　１　有形固定資産 653,175 3.2 443,504 2.6 647,247 3.5
　２　無形固定資産
　　(1) のれん 1,843,129 1,562,338 1,678,903
　　(2) その他 143,525 159,124 123,423
　　　無形固定資産合計 1,986,655 9.6 1,721,462 10.0 1,802,327 9.6
　３　投資その他の資産
　　(1) 投資有価証券 2,384,918 1,452,648 2,486,121
　　(2) 関係会社株式 3,151,292 3,227,448 3,200,134
　　(3) 差入保証金 1,489,462                            - 538,318
　　(4) その他 171,247 774,078 84,062
　　　貸倒引当金 △8,582 △1,257 △8,053
　　　投資その他の資産
　　　合計

7,188,337 34.9 5,452,918 31.6 6,300,583 33.6

　　　固定資産合計 9,828,168 47.7 7,617,885 44.2 8,750,157 46.7
Ⅲ　繰延資産
　１　繰延資産 3,369 0.0                            -           -                            -           -
　　　資産合計 20,595,556 100.0 17,218,862 100.0 18,737,286 100.0

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　支払手形及び買掛金 1,303,606 788,689 1,409,682
　２　短期借入金 241,961 4,481,541 4,621,482
　３　賞与引当金 26,701                            -                            -
　４　役員賞与引当金 9,500                            - 35,000
　５　その他の引当金                            - 49,050 48,671
　６　その他 1,131,601 976,749 1,000,049
　　　流動負債合計 2,713,371 13.2 6,296,031 36.6 7,114,885 38.0
Ⅱ　固定負債
　１　社債 69,982 69,982 69,982
　２　新株予約権付社債 4,500,000                            -                            -
　３　長期借入金 986,041 4,500 8,980
　４　退職給付引当金 286,978 293,854 296,647
　５　役員退職慰労引当金                            - 22,111 22,111
　６　その他 45,699 11,884 14,532
　　　固定負債合計 5,888,702 28.6 402,332 2.3 412,253 2.2
　　　負債合計 8,602,073 41.8 6,698,364 38.9 7,527,139 40.2

(純資産の部)
Ⅰ　株主資本
　１　資本金 9,457,236 45.9 9,465,473 55.0 9,465,473 50.5
　２　資本剰余金 14,021,027 68.0 14,022,341 81.4 14,029,263 74.9
　３　利益剰余金 △13,147,941 △63.8 △14,782,209 △85.8 △13,889,890 △74.1
　４　自己株式 △8,007 △0.0                            -           - △8,007 △0.1
　　　株主資本合計 10,322,315 50.1 8,705,604 50.6 9,596,839 51.2
Ⅱ　評価・換算差額等
　１　その他有価証券評価差額金 11,644 0.0 13,798 0.1 3,530 0.0
　２　為替換算調整勘定 13,969 0.1 7,684 0.0 18,568 0.1
　　　評価・換算差額等合計 25,613 0.1 21,483 0.1 22,098 0.1
Ⅲ　少数株主持分 1,645,553 8.0 1,793,409 10.4 1,591,209 8.5
　　　純資産合計 11,993,483 58.2 10,520,498 61.1 11,210,147 59.8
　　　負債純資産合計 20,595,556 100.0 17,218,862 100.0 18,737,286 100.0

前中間連結会計期間末
(平成18年12月31日)

当中間連結会計期間末
(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６月30日)

前中間連結会計期間末
(平成18年12月31日)

当中間連結会計期間末
(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６月30日)
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 　　 ②      中間連結損益計算書

区分
百分比

(％)
百分比

(％)
百分比

(％)
Ⅰ　売上高 7,360,585 7,360,585 100.0 6,324,156 6,324,156 100.0 15,354,109 15,354,109 100.0
Ⅱ　売上原価 5,922,847 5,922,847 80.5 4,903,064 4,903,064 77.5 12,030,543 12,030,543 78.4
　　　売上総利益 1,437,738 19.5 1,421,091 22.5 3,323,565 21.6
Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,450,050 33.3 1,816,973 28.7 4,699,815 30.6
　　　営業損失 1,012,311 △13.8 395,881 △6.2 1,376,249 △9.0
Ⅳ　営業外収益

　　受取利息及び配当金 2,404 6,342 18,702
　　持分法による投資利益 555,468 28,157 615,149
　　受取業務手数料 12,066 12,325 24,362
　　為替差益 2,041 7,874                -
　　その他 53,476 625,456 8.5 11,091 65,791 1.0 85,024 743,239 4.8
Ⅴ　営業外費用

　　支払利息 21,316 62,108 68,893
　　社債発行費償却 3,369               - 6,739
　　組合損失 20,804 17,034 35,811
　　支払手数料 19,878 27,104 43,426
　　その他 5,742 71,110 0.9 2,425 108,673 1.7 36,954 191,825 1.2
　　　経常損失 457,966 △6.2 438,763 △6.9 824,834 △5.4
Ⅵ　特別利益

　　貸倒引当金戻入益 3,659 21,362 4,376
　　投資有価証券売却益 97,662 154,560 97,662
　　関係会社株式売却益 754,541 652,663 764,537
　　関係会社持分変動益                - 65,063                -
　　その他 82,926 938,789 12.8 2,939 896,589 14.2 102,336 968,912 6.3
Ⅶ　特別損失

　　固定資産除却損 5,447 987 46,208
　　投資有価証券評価損 135,814 38,849 151,495
　　前払費用償却損                - 1,128,800                -
　　関係会社株式評価損                -               - 14,380,332

　　㈱IXIに関する
　　貸借対照表項目残高
　　の暫定取崩損

14,380,332               -                -

　　のれん償却費 1,082,211               - 1,083,721
　　その他 51,024 15,654,831 212.7 20,791 1,189,427 18.8 170,577 15,832,335 103.1
　　　税金等調整前
　　　中間(当期)純損失

15,174,008 △206.1 731,601 △11.5 15,688,257 △102.2

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

178,390 85,470 386,207

　　　法人税等調整額 70,115 248,506 3.4 13,129 98,599 1.6 50,469 436,677 2.8
　　　少数株主利益 99,874 1.4 62,118 1.0 139,403 0.9
　　　中間(当期)純損失 15,522,389 △210.9 892,319 △14.1 16,264,338 △105.9

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

金額(千円)

前中間連結会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

金額(千円)

当中間連結会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

金額(千円)
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 　　 ③      中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日)

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６月30日残高(千円) 9,444,404 12,500,453 3,415,119 △7,623 25,352,353
中間連結会計期間中の変動額
　新株の発行 12,832 1,520,574                       -                       - 1,533,406
　剰余金の配当                        -                       - △237,723                       - △237,723
　中間純損失                        -                       - △15,522,389                       - △15,522,389
　自己株式の取得                        -                       -                       - △384 △384
　㈱IXIに関する利益剰余金、
　その他有価証券評価差額金
　及び為替換算調整勘定並び
　に少数株主持分の期首残高
　の暫定取崩高
中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)
平成18年12月31日残高(千円) 9,457,236 14,021,027 △13,147,941 △8,007 10,322,315

その他有価証券 為替換算 評価・換算
評価差額金 調整勘定 差額等合計

平成18年６月30日残高(千円) 37,155 10,723 47,878 7,578,719 32,978,952
中間連結会計期間中の変動額
　新株の発行                        -                       -                       -                       - 1,533,406
　剰余金の配当                        -                       -                       -                       - △237,723
　中間純損失                        -                       -                       -                       - △15,522,389
　自己株式の取得                        -                       -                       -                       - △384
　㈱IXIに関する利益剰余金、
　その他有価証券評価差額金
　及び為替換算調整勘定並び
　に少数株主持分の期首残高
　の暫定取崩高
　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)
中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)
平成18年12月31日残高(千円) 11,644 13,969 25,613 1,645,553 11,993,483

当中間連結会計期間(自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日)

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６月30日残高(千円) 9,465,473 14,029,263 △13,889,890 △8,007 9,596,839
中間連結会計期間中の変動額
　中間純損失                        -                       - △892,319                       - △892,319
　自己株式の処分                        - △6,922                       - 8,007 1,084
中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)
平成19年12月31日残高(千円) 9,465,473 14,022,341 △14,782,209                       - 8,705,604

その他有価証券 為替換算 評価・換算
評価差額金 調整勘定 差額等合計

平成19年６月30日残高(千円) 3,530 18,568 22,098 1,591,209 11,210,147
中間連結会計期間中の変動額
　中間純損失                        -                       -                       -                       - △892,319
　自己株式の処分                        -                       -                       -                       - 1,084
　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)
中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)
平成19年12月31日残高(千円) 13,798 7,684 21,483 1,793,409 10,520,498

202,200

8,007

201,585

10,268 △10,883 △614 202,200 △689,649

10,268 △10,883 △614

株主資本

△891,235

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計

                       - △6,922 △892,319

△25,511 3,246 △22,265

△22,243△24,899 2,656

△7,073,036

336,900 314,657

△5,933,166 △20,985,469

△611

評価・換算差額等

少数株主持分

589 △22 △6,270,066

純資産合計

△16,563,060 △384 △15,030,037

株主資本

12,832 1,520,574

                      - △802,947                       -                       - △802,947
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前連結会計年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

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６月30日残高(千円) 9,444,404 12,500,453 3,415,119 △7,623 25,352,353
連結会計年度中の変動額
　新株の発行 21,069 1,528,810                       -                       - 1,549,879
　剰余金の配当                        -                       - △237,723                       - △237,723
　当期純損失                        -                       - △16,264,338                       - △16,264,338
　自己株式の取得                        -                       -                       - △384 △384
　子会社減少による異動                        -                       - △802,947                       - △802,947
連結会計年度中の変動額合計
(千円)
平成19年６月30日残高(千円) 9,465,473 14,029,263 △13,889,890 △8,007 9,596,839

その他有価証券 為替換算 評価・換算
評価差額金 調整勘定 差額等合計

平成18年６月30日残高(千円) 37,155 10,723 47,878 7,578,719 32,978,952
連結会計年度中の変動額
　新株の発行                        -                       -                       -                       - 1,549,879
　剰余金の配当                        -                       -                       -                       - △237,723
　当期純損失                        -                       -                       -                       - △16,264,338
　自己株式の取得                        -                       -                       -                       - △384
　子会社減少による異動 △611 589 △22 △6,270,066 △7,073,036
　株主資本以外の項目の連結
　会計年度の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
(千円)
平成19年６月30日残高(千円) 3,530 18,568 22,098 1,591,209 11,210,147

256,797

△33,625 7,844 △25,780 △5,987,510 △21,768,804

△33,013 7,254 △25,758 282,556

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計

株主資本

21,069 1,528,810 △17,305,009 △384 △15,755,513
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 　　 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 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自平成18年７月１日 (自平成19年７月１日 (自平成18年７月１日

至平成18年12月31日) 至平成19年12月31日) 至平成19年６月30日)

区分 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)純利益 △15,174,008 △731,601 △15,688,257

　　　減価償却費 1,613,196 211,534 1,937,465
　　　引当金の増加額又は減少額(△) △49,407 △55,167 47,866
　　　受取利息及び受取配当金 △2,404 △6,342 △18,702
　　　支払利息 21,316 62,108 68,893
　　　株式交付費 1,735                               - 2,315
　　　社債発行費償却 3,979                               - 7,349
　　　営業外支払手数料 19,878 27,104 43,426
　　　持分法による投資損失又は持分法による投資利益(△) △555,468 △28,157 △615,149
　　　売上債権の減少額又は増加額(△) 1,122,682 914,439 324,888
　　　たな卸資産の減少額または増加額(△) 37,801 △56,513 176,678
　　　仕入債務の増加額又は減少額(△) △793,866 △513,611 △693,988
　　　その他の流動資産の増加(△)又は減少 534,500 102,717 1,027,008
　　　その他の流動負債の増加又は減少(△) △252,061 △44,006 △228,826
　　　㈱IXIに関する貸借対照表項目残高の暫定取崩損 14,380,332                               -                               -

　　　その他の資金の増減を伴わない損益(純額) △719,235 334,396 13,799,945
　　　小計 188,970 216,900 190,911
　　　利息及び配当金の受取額 8,206 6,342 24,505
　　　利息の支払額 △27,872 △62,574 △75,826
　　　法人税等の支払額 △332,194 △96,184 △642,842
　　営業活動によるキャッシュ・フロー △162,889 64,484 △503,251
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　固定資産の取得による支出 △187,006 △106,874 △390,414
　　　固定資産の除却・売却による収入(△支出) △20,309 △34 △28,747
　　　投資有価証券及び関連会社株式の取得による支出 △60,576 △215,000 △366,447
　　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 230,581                               - 230,581
　　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △190,869                               - △190,869
　　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入                               - 796,720                               -
　　　投資有価証券及び関連会社株式売却代金の回収 1,235,878 1,578,934 1,277,715
　　　保証金の返還収入                               -                               - 1,000,000
　　　その他の投資活動による純増減額 △51,259 △184,862 △36,809
　　投資活動によるキャッシュ・フロー 956,438 1,868,884 1,495,008
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入の純増減額 △123,880 △133,033 3,402,010
　　　長期借入金の返済による支出 △505,129 △11,388 △628,560
　　　社債の償還による支出                               -                               - △4,500,000
　　　新株の発行による収入 23,928                               - 39,822
　　　自己株式取得による支出 △384                               - △384
　　　少数株主の払込による収入 38,241 3,282 39,329
　　　少数株主への配当金支払額 △17,336 △23,494 △17,336
　　　配当金の支払額 △237,723                               - △237,723
　　　その他の財務活動による純増減額 △19,878 △27,104 △43,426
　　財務活動によるキャッシュ・フロー △842,161 △191,737 △1,946,267
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,957 △14,825 8,854
Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△) △45,655 1,726,805 △945,656
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 14,940,408 4,872,048 14,940,408
Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額                               -                               - 9,122,703
Ⅷ　㈱IXIに関する現金及び現金同等物期首残高の暫定取崩高 9,122,703                               -                               -

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 5,772,050 6,598,853 4,872,048
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2.        中間財務諸表等
　(1)中間連結財務諸表
　　①      中間貸借対照表

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 2,235,702 3,604,188 1,705,462
　２　売掛金 19,221 23,940 120,630
　３　たな卸資産 95,215 104,938 94,407
　４　その他 46,456 182,325 64,563
　　　貸倒引当金 △21 △ 21 △ 21
　　　流動資産合計 2,396,574 18.1 3,915,371 41.1 1,985,042 16.7
Ⅱ　固定資産
　１　有形固定資産 50,135 0.4 58,914 0.6 62,086 0.5
　２　無形固定資産 8,156 0.1 10,105 0.1 11,509 0.1
　３　投資その他の資産
　　(1)投資有価証券 2,269,780 1,308,662 2,336,104
　　(2)関係会社株式 7,431,597 4,094,071 7,372,461
　　(3)差入保証金 1,110,805 127,638 127,638
　　(4)その他 64,678 6,531 126,098
　　　貸倒引当金 △58,500 -              △ 119,500
　　　投資その他の資産合計 10,818,361 81.4 5,536,902 58.2 9,842,802 82.7
　　　固定資産合計 10,876,654 81.9 5,605,922 58.9 9,916,399 83.3
Ⅲ　繰延資産
　１　社債発行費 3,369 -              -              
　　　繰延資産合計 3,369 0.0 -              -    -              -    
　　　資産合計 13,276,598 100.0 9,521,294 100.0 11,901,441 100.0

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 46,428 94,991 104,885
　２ 短期借入金 -              3,500,000 3,525,890
　３　その他 113,543 55,864 70,507
　　　流動負債合計 159,972 1.2 3,650,855 38.4 3,701,282 31.1
Ⅱ　固定負債
　１　新株予約権付社債 4,500,000 -              -              
　２　その他 11,348 10,924 14,283
　　　固定負債合計 4,511,348 34.0 10,924 0.1 14,283 0.1
      負債合計 4,671,320 35.2 3,661,780 38.5 3,715,566 31.2

(純資産の部)
Ⅰ　株主資本
　１　資本金 9,457,236 71.2 9,465,473 99.4 9,465,473 79.6
　２　資本剰余金
　　(1)資本準備金 9,522,728 9,530,964 9,530,964
　　(2)その他資本剰余金 3,884,106 3,877,183 3,884,106
　　　資本剰余金合計 13,406,834 101.0 13,408,148 140.8 13,415,071 112.7
　３　利益剰余金
　　(1)その他利益剰余金
　　　　繰越利益剰余金 △14,261,738 △17,027,407 △14,686,351
　　　利益剰余金合計 △14,261,738 △107.4 △17,027,407 △178.8 △14,686,351 △123.4
　４　自己株式 △8,007 △0.1 -              -    △ 8,007 △ 0.1
　　　株主資本合計 8,594,325 64.7 5,846,214 61.4 8,186,185 68.8
Ⅱ　評価・換算差額等
　１　その他有価証券評価差額金 10,951 13,299 △ 310
　　　評価・換算差額等合計 10,951 0.1 13,299 0.1 △ 310 0.0
　　　純資産合計 8,605,277 64.8 5,859,513 61.5 8,185,875 68.8
　　　負債純資産合計 13,276,598 100.0 9,521,294 100.0 11,901,441 100.0

前中間会計期間末
(平成18年12月31日)

当中間会計期間末
(平成19年12月31日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19年６月30日)

前中間会計期間末
(平成18年12月31日)

当中間会計期間末
(平成19年12月31日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19年６月30日)
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　　②      中間損益計算書

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 72,081 100.0 485,774 100.0 700,164 100.0

Ⅱ　売上原価 68,607 95.2 420,495 86.6 596,620 85.2

　　　売上総利益 3,473 4.8 65,278 13.4 103,543 14.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 428,571 594.6 420,718 86.6 800,497 114.3

　　　営業損失 425,097 △589.8 355,439 △ 73.2 696,953 △ 99.5

Ⅳ　営業外収益 78,843 109.4 71,474 14.7 109,550 15.6

Ⅴ　営業外費用 98,300 136.3 89,507 18.4 219,201 31.3

　　　経常損失 444,554 △616.7 373,472 △ 76.9 806,605 △ 115.2

Ⅵ　特別利益 922,864 1,280.3 512,523 105.5 922,864 131.8

Ⅶ　特別損失 15,860,123 22,003.2 2,479,501 510.4 15,922,080 2,274.0

　税引前中間(当期)純損失 15,381,813 △21,339.6 2,340,451 △ 481.8 15,805,820 △ 2,257.4

　法人税、住民税及び事業税 605 △0.9 605 △ 0.1 1,210 △ 0.2

　中間(当期)純損失 15,382,418 △21,340.5 2,341,056 △ 481.9 15,807,030 △ 2,257.6

前中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

前事業年度
要約損益計算書

(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)
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 　　 ③      中間連結株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日)

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
平成18年６月30日残高(千円) 9,444,404 8,002,154 3,884,106 11,886,260
中間会計期間中の変動額
　新株の発行 12,832 1,520,574                              - 1,520,574
中間会計期間中の変動額合計(千円) 12,832 1,520,574                              - 1,520,574
平成18年12月31日残高(千円) 9,457,236 9,522,728 3,884,106 13,406,834

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

平成18年６月30日残高(千円) 1,358,402 1,358,402 △7,623 22,681,444
中間会計期間中の変動額
　新株の発行                              -                              -                              - 1,533,406
　剰余金の配当 △237,723 △237,723                              - △237,723
　中間純損失 △15,382,418 △15,382,418                              - △15,382,418
　自己株式の取得                              -                              - △384 △384
中間会計期間中の変動額合計(千円) △15,620,141 △15,620,141 △384 △14,087,118
平成18年12月31日残高(千円) △14,261,738 △14,261,738 △8,007 8,594,325

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年６月30日残高(千円) 36,568 36,568 22,718,013
中間会計期間中の変動額
　新株の発行                              -                              - 1,533,406
　剰余金の配当                              -                              - △237,723
　中間純損失                              -                              - △15,382,418
　自己株式の取得                              -                              - △384
　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計(千円) △25,616 △25,616 △14,112,735
平成18年12月31日残高(千円) 10,951 10,951 8,605,277

当中間会計期間(自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日)

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
平成19年６月30日残高(千円) 9,465,473 9,530,964 3,884,106 13,415,071
中間会計期間中の変動額
　自己株式の処分                              -                              - △ 6,922 △ 6,922
中間会計期間中の変動額合計(千円)                              -                              - △ 6,922 △ 6,922
平成19年12月31日残高(千円) 9,465,473 9,530,964 3,877,183 13,408,148

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

平成19年６月30日残高(千円) △ 14,686,351 △ 14,686,351 △ 8,007 8,186,185
中間会計期間中の変動額
　中間純損失 △2,341,056 △ 2,341,056                              - △ 2,341,056
　自己株式の処分                              -                              - 8,007 1,084
中間会計期間中の変動額合計(千円) △ 2,341,056 △ 2,341,056 8,007 △ 2,339,971
平成19年12月31日残高(千円) △ 17,027,407 △ 17,027,407                              - 5,846,214

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年６月30日残高(千円) △ 310 △ 310 8,185,875
中間会計期間中の変動額
　中間純損失                              -                              - △ 2,341,056
　自己株式の処分                              -                              - 1,084
　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計(千円) 13,610 13,610 △ 2,326,361
平成19年12月31日残高(千円) 13,299 13,299 5,859,513

評価・換算差額等

純資産合計

利益剰余金合計

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本合計

株主資本

資本金
資本剰余金

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本合計利益剰余金合計

△25,616 △25,616 △25,616

株主資本

資本金
資本剰余金

評価・換算差額等

純資産合計

13,610 13,610 13,610
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前事業年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
平成18年６月30日残高(千円) 9,444,404 8,002,154 3,884,106 11,886,260
事業年度中の変動額
　新株の発行 21,069 1,528,810                              - 1,528,810
事業年度中の変動額合計(千円) 21,069 1,528,810                              - 1,528,810
平成19年６月30日残高(千円) 9,465,473 9,530,964 3,884,106 13,415,071

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

平成18年６月30日残高(千円) 1,358,402 1,358,402 △7,623 22,681,444
事業年度中の変動額
　新株の発行                              -                              -                              - 1,549,879
　剰余金の配当 △ 237,723 △ 237,723                              - △ 237,723
　当期純損失 △ 15,807,030 △ 15,807,030                              - △ 15,807,030
　自己株式の取得                              -                              - △ 384 △ 384
事業年度中の変動額合計(千円) △ 16,044,754 △ 16,044,754 △ 384 △ 14,495,258
平成19年６月30日残高(千円) △ 14,686,351 △ 14,686,351 △ 8,007 8,186,185

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年６月30日残高(千円) 36,568 36,568 22,718,013
事業年度中の変動額
　新株の発行                              -                              - 1,549,879
　剰余金の配当                              -                              - △ 237,723
　当期純損失                              -                              - △ 15,807,030
　自己株式の取得                              -                              - △ 384
　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) △ 36,879 △ 36,879 △ 14,532,138
平成19年６月30日残高(千円) △ 310 △ 310 8,185,875

評価・換算差額等

純資産合計

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本合計利益剰余金合計

株主資本

資本金
資本剰余金

△ 36,879 △ 36,879 △ 36,879
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※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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別紙（連結財務諸表に係る会計監査人の中間監査報告書 写し） 

独立監査人の中間監査報告書 
 

 
平成 20 年３月 26 日 

株式会社インターネット総合研究所 

 取 締 役 会 御 中  

監 査 法 人  ト  ー  マ  ツ 

指 定 社 員
業務執行社員

 
 公認会計士 井 上 隆 司 印 

指 定 社 員
業務執行社員

 
 公認会計士 三 富 康 史 印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社インターネット総合研究所の平成 19 年 7 月１日から平成 20 年 6月 30 日までの連結会計年度の中間連結

会計期間（平成 19 年 7 月 1 日から平成 19 年 12 月 31 日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表

示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ

て追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社インターネット総合研究所及び連結子会社の平成 19 年 12 月 31 日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間（平成 19 年 7 月１日から平成 19 年 12 月 31 日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

(重要な後発事象)１に記載のとおり、会社は平成 20 年 3 月 26 日に保有するセーバー株式会社の株式のうち 90.05％を

譲渡完了し、これにより同社は会社の子会社ではなくなっている。 

(重要な後発事象)２に記載のとおり、会社は平成 20 年 1 月 24 日に親会社であるオリックス株式会社から、会社の連結

子会社であるグローバルナレッジネットワーク株式会社が銀行借入の返済を行なうための資金として、10 億円の借入を

行なっている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 



 

                                                      
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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別紙（財務諸表に係る会計監査人の中間監査報告書 写し） 

独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成 20 年 3 月 26 日 

株式会社インターネット総合研究所 

 取 締 役 会 御 中  

監 査 法 人  ト  ー  マ  ツ 

指 定 社 員
業務執行社員

 
 公認会計士 井 上 隆 司 印 

指 定 社 員
業務執行社員

 
 公認会計士 三 富 康 史 印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社インターネット総合研究所の平成 19 年 7 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日までの第 12 期事業年度の中間

会計期間（平成 19 年 7 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がない

かどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的

な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社インターネット総合研究所の平成 19 年 12 月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間（平成 19 年 7 月 1 日から平成 19 年 12 月 31 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

追記情報 

(重要な後発事象)１に記載のとおり、会社は平成 20 年 3 月 26 日に保有するセーバー株式会社の株式のうち 90.05％を

譲渡完了し、これにより同社は会社の子会社ではなくなっている。 

(重要な後発事象) ２に記載のとおり、会社は平成 20 年 1 月 24 日、親会社であるオリックス株式会社から 10 億円の

借入を行い、同日付で会社の子会社であるグローバルナレッジネットワーク株式会社に対して 10 億 5 千万円の貸付を実

行している。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 




