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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）当四半期（平成21年3月期第1四半期）は、「四半期決算短信」の適用初年度にあたるため対前年同半期増減率は記載しておりません。なお、前四半期（平成20年3
月期第1四半期）の対前年同四半期増減率の－は算出不能を表しております。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 431 ― △273 ― △248 ― △265 ―

20年3月期第1四半期 1,067 21.9 △244 ― △247 ― △256 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △550.72 ―

20年3月期第1四半期 △531.31 ―

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

21年3月期第1四半期 4,269 215 5.0 446.93
20年3月期 4,454 485 10.7 990.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  211百万円 20年3月期  477百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 1,037 △54.7 △50 ― △50 ― △47 ― △97.50

通期 2,290 △34.9 9 ― 9 ― 4 ― 9.23

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、2ページ「【定性的情報・財務諸表等】 4．その他」をご参照ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、2ページ「【定性的情報・財務諸表等】 4．その他」をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．平成20年5月30日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び
合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、2ページ「【定
性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
2．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  482,074株 20年3月期  482,074株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  10株 20年3月期  10株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  482,074株 20年3月期第1四半期  482,074株
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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1四半期連結会計期間（平成20年4月1日から平成20年6月30日まで）における我が国経済は、米国のサブプライ

ムローン問題を起因とする世界的金融市場の混乱、原油・素材価格の高騰等による先行きの不透明感が強まる状況と

なりました。

  このような経済環境下で、当社グループ（当社及び連結子会社）では、前連結会計年度より事業の根本的な見直し

と再構築に取組んでおります。当第1四半期におきましてはまだ成果として十分ではないものの、メディカルソリュー

ションサービス事業ではTV放送の地上デジタル放送への移行に向けて、ベッドサイド端末の入替需要が加速される傾

向があり、当社グループへの引合いも活発となっており、導入実績も着実に増加してきております。一方、前連結会

計年度末にグループ化しましたすばる証券株式会社は4月中旬に営業を再開いたしました。営業再開後間もないことか

ら経常損失が約52百万円の赤字と収益への貢献はありませんが、FX取引に特化した展開を図っており、顧客層の確保

のためのシステム構築を導入してまいります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は前年同期比59.6％減の431百万円となりました。営業損

失は前年同期244百万円の損失から273百万円の損失となり、経常損失は前年同期247百万円の損失から248百万円の損

失となりました。

なお、売上高の前年同期比の大きな変動要因としましては、当社グループの売上高に占める割合の大きかったリサー

チ＆ソリューション事業を行っていました子会社が、前連結会計年度中に連結対象の範囲から除外となりましたこと

によります。

　

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第１四半期末（平成20年6月末）における総資産は4,269百万円となり、前連結会計年度末に比べ184百万円の減少

となりました。

流動資産については、前連結会計年度末に比べ150百万円減少の2,250百万円となっており、主たる要因は仕掛品65百

万円、短期貸付金286百万円が増加する一方、現金及び預金が482百万円、受取手形及び売掛金が10百万円減少してい

るためであります。

流動負債については、前連結会計年度末に比べ103百万円増加の675百万円となっており、主たる要因は一年以内償還

予定社債が4百万円、一年以内返済予定長期借入金が20百万円、その他が74百万円増加したためであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

 当社グループは、各事業の特性を活かし、事業シナジーを追求することでグループ戦略の効果を実現していく所存で

あります。

 テスト＆ソリューション事業におきましてはメディカルソリューションサービス事業を中核事業として推進しており

ます。前述のとおり充分な収益が得られた状況とはなっておりませんが、TV放送の地上デジタル放送への移行に向け

て、ベッドサイド端末の入替需要が加速される傾向があり、当社グループへの引合いも活発となっており、導入実績

も着実に増加してきております。

 不動産関連事業におきましては、不動産賃貸収入および業務支援収入を中心としており、大きな売上予算は想定して

おりません。

 なお、本資料提出までに完了いたしましたM&Aおよび連結子会社の事業譲渡による業績予想の修正はいたしません。

 当社グループの特徴として、毎期において売上高および利益が下期に偏重する傾向があります。この傾向は当連結会

計年度においても継続されております。従いまして、当第１四半期における売上および利益は、通期計画数値に比較

して小さな数値を予想しております。

 当社グループの以上の見通しにより、連結売上高2,290百万円、連結営業利益9百万円、連結経常利益9百万円、連結

当期純利益4百万円を見込んでおります。　

 

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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（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 

棚卸資産

　当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

経過勘定

　合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

固定資産

　定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

税金費用

　法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

連結会社相互間の債権債務の相殺消去

　連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わな

いで債権と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引の相殺消去

　連結会社相互間の取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、一定の合理的な方法に基

づき相殺消去しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　（四半期財務諸表に関する会計基準等の適用）

 当第1四半期連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　　

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

 たな卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年7月5日））が適用されたことに伴い、先

入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお

ります。

この変更により、損益に与える影響はありません。

 

（リース取引に関する会計基準の適用）

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年

1月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年4月1日以降開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第1四半期連結会計

期間から所有権移転外ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。なお、当該リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。

 ただし、平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

この変更による四半期連結貸借対照表への影響は軽微であります。
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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 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 632,546 1,115,460

受取手形及び売掛金 261,529 262,554

製品 85,441 85,441

仕掛品 229,254 164,083

短期貸付金 729,450 442,600

その他 321,488 336,042

貸倒引当金 △9,418 △5,818

流動資産合計 2,250,291 2,400,362

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 524,776 532,552

無形固定資産   

のれん 885,545 897,564

その他 170,808 181,310

無形固定資産合計 1,056,354 1,078,874

投資その他の資産   

投資その他の資産合計 438,356 442,387

固定資産合計 2,019,486 2,053,814

資産合計 4,269,778 4,454,177

負債の部   

流動負債   

買掛金 142,386 143,508

1年内償還予定の社債 46,000 42,000

1年内返済予定の長期借入金 183,841 162,879

引当金 6,545 1,500

その他 296,909 222,305

流動負債合計 675,681 572,192

固定負債   

社債 231,000 235,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 3,000,000

長期借入金 69,413 90,375

引当金 36,849 30,649

その他 41,384 40,414

固定負債合計 3,378,646 3,396,438

負債合計 4,054,328 3,968,630



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,046 1,596,046

資本剰余金 1,585,504 1,585,504

利益剰余金 △2,961,245 △2,695,762

自己株式 △464 △464

株主資本合計 219,841 485,324

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,038 △8,038

評価・換算差額等合計 △8,038 △8,038

新株予約権 465 465

少数株主持分 3,181 7,795

純資産合計 215,449 485,547

負債純資産合計 4,269,778 4,454,177



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 431,676

売上原価 377,085

売上総利益 54,591

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 328,355

営業損失（△） △273,764

営業外収益  

受取利息 7,409

還付消費税等 20,152

その他 1,973

営業外収益合計 29,535

営業外費用  

支払利息 2,253

社債利息 1,572

その他 474

営業外費用合計 4,300

経常損失（△） △248,530

特別利益  

貸倒引当金戻入額 733

特別利益合計 733

特別損失  

固定資産除却損 2,409

投資有価証券評価損 5,999

その他 10

特別損失合計 8,419

税金等調整前四半期純損失（△） △256,216

法人税、住民税及び事業税 13,880

少数株主損失（△） △4,613

四半期純損失（△） △265,483



（４）継続企業の前提に関する注記

     当社グループは、前連結会計年度において、883,387千円の営業損失を計上いたしました。当第1四半期連結累 

   計期間におきましても266,946千円の四半期純損失を計上いたしました。当該状況により、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。

     連結財務諸表提出会社である当社は、当該事象を解消すべく、当第1四半期連結累計期間におきましては以下の

   項目を実施しました。

   ①メディカルソリューション事業の拡大のための人員配置の実施。

   ②事業の再構築の推進。

   ③投資事業の展開。

     また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。

   ① メディカルソリューション事業への一層の人材集中による収益確保。

   ② 企業再生事業の確立と、高収益が見込める投資等、資本市場での事業展開の推進による事業規模の拡大。

   ③ 組織編成の見直しによる経営効率の改善。

     上記施策により営業収益の改善に努めてまいりますとともに、資産の効率的活用による財務体質の安定を図っ

   ていく所存であります。

     連結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連結財務諸表に反映しておりませ

    ん。

（５）重要な後発事象

 １．当社は当第1四半期連結会計期間後において、メディア情報開発株式会社の発行済株式の98.7％を平成20年

　　 ７月23日付で取得し、当社連結子会社といたしました。

　（1） 理由

　　メディア情報株式会社は、オープン系システム開発を中心に、幅広い業種に優良な顧客基盤と質の高い技術

　　

　　を有しております。同社の得意とするLinux系システム開発・海外オフショア開発と弊社の得意とする.net

　　系開発・組み込み系開発・国内オフショアを連携することにより、顧客のニーズにあった幅広いシステム開

　　発の提供が可能となります。

　　また、弊社は連結子会社である株式会社OIコミュニケーションズが関西地区に子会社営業所（大阪）を展開

　　

　　してまいりましたが、同社との連携により営業基盤をより強固なものにいたします。

　　今回のメディア情報開発株式会社の株式取得により、課題でありました技術者の増員強化を可能とするもの

　　であり、今後システムインテグレーション事業において大きな効果が期待できるものと判断したものであり

　　ます。

　（2） 子会社化する会社の概要

　　　①商号  メディア情報開発株式会社

　　　②代表者  代表取締役  山田　隆信

　　　③所在地  大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番5号

　　　④設立年月日  平成8年2月9日

　　　⑤主な事業の内容 　　 情報処理 

　　　⑥決算期  12月

　　　⑦従業員数  32名

　　　⑧主な事業所  大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番5号

　　　⑨資本金  1億9,560万円

　　　⑩発行済株式総数  3,900株

　（3）　株式取得価格

　　　　 55,000千円

　２．当社は当第1四半期連結会計期間後において、当社連結子会社であります株式会社OIテクノロジーズの事

　　　業を平成20年7月23日付で譲渡いたしました。

　（1）  理由

　　当社は平成4年10月にPCの普及啓蒙団体でありましたAX協議会の後身として、PC及びPC周辺機器の互換性検

　　証を主業に設立され、その後PCに替わって携帯電話等の互換性検証等に業務を広げてまいりました。平成17

　　年4月に、当社がグループ戦略を展開することになり互換性検証の事業を分社化し、株式会社OIテクノロジ

　　ーズを設立し同事業を継承してまいりました。

　　当社は前年度におきまして、当社グループの事業の見直し・再構築を図る中で、株式会社OIテクノロジーズ
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　　の互換性検証は創業当時からの事業であるものの、採算にあった効果的な人員戦略構築が困難なことから、

　　当社グループ内での拡大を図るよりは、株式会社シーイーシーのもとで事業展開することが、より効果的な

　　成果が獲得できるものと考え、事業譲渡をすることといたしました。また、株式会社シーイーシーとは事業

　　推進において互いに協力していくことを合意いたしております。

　（2）　事業譲渡の内容

　　　譲渡の内容：互換性検証事業等

　　　事業継続に必要となる人員及び有形・無形固定資産等

　　　譲渡部門の平成20年3月期における経営成績：

　　　売上高 471 百万円

　　　営業利益 △ 71 百万円

　　　経常利益 △ 71 百万円

　（3）　事業譲渡先の概要

　　　名称：株式会社シーイーシー

　　　主な事業内容：ソフトウエア開発サービス・情報システムサービス-インテグレーションサービス

　　　　　　　　　　プロフェッショナルサービス

　　　　　　　　　　アウトソーシングサービス

　　　　　　　　　　システムソリューションサービス

　　　　　　　　　　プロダクト販売 

　　　創立年月：昭和43年2月24日

　　　本店所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5　JR恵比寿ビル

　　　代表者：代表取締役会長　岩崎宏達

　　　代表取締役社長　新野和幸

　　　資本金：6,586百万円

　　　従業員数：2,970名（平成20年4月1日現在）

　（4）　譲渡価格

　　　　 60,000千円（予定）
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）前四半期連結損益計算書 

前第1四半期累計期間 

（自 平成19年4月 1日 

至 平成19年6月30日） 

 

金額（千円） 

Ⅰ売上高 1,067,697  

Ⅱ売上原価 798,875  

売上総利益 268,821  

Ⅲ販売費及び一般管理費 513,093  

営業損失 244,271  

Ⅳ営業外収益 4,394  

受取利息 134  

その他 4,259  

Ⅴ営業外費用 7,920  

  支払利息 6,461  

  その他 1,459  

経常損失 247,797  

Ⅵ特別利益 1,613  

Ⅶ特別損失 4,362  

 税金等調整前前四半期純損失 250,546  

法人税、住民税及び事業税 43  

法人税等調整額 0  

少数株主損益 5,535  

四半期純損失 256,124  
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