
平成 20年 8月 14日 
 

各      位 
 

会 社 名  オープンインタフェース 株式会社 

代表者名 代表取締役社長 銘苅 豊     

（コード：4302  大証ヘラクレスG） 

  問合せ先 取締役副社長 今西 昭二       

（TEL．03－5419－1288） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年3月期第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 当社は、平成20年7月30日付にて「平成21年3月期第１四半期決算短信」を発表いたしましたが、記載事項に訂正
すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 
 

記 
１．訂正資料 
  平成21年３月期第１四半期決算短信（平成20年７月30日公表） 

 

２．訂正理由 

  平成20 年８月14 日付けにて提出いたしました、四半期報告書の作成にあたり監査法人との協議を行った結果、訂

正すべき事項がありましたので平成21年3月期第１四半期決算短信の一部を訂正するものであります。 

 
３．訂正箇所 

訂正箇所には下線＿を付しております。 
 訂 正 項 目 
1ページ １． 平成21年3月期の連結業績 

（1）連結経営成績 （2）連結財政状態 
2ページ 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 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

3ページ 定性的情報・財務諸表等 
４． その他 
（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

4ページ 
5ページ 

５． 四半期連結財務諸表 
（1）四半期連結貸借対照表 

6ページ ５． 四半期連結財務諸表 
（2）四半期連結損益計算書 

7ページ ６． 四半期連結財務諸表 
（4）継続企業の前提に関する注記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１．1ページ 

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） 

(1）連結経営成績（累計） 

【訂正前】 

 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 ％ 
平成21年３月期第１四半期 431 (-) △273 (-) △248 (-) △265 (-) 
平成20年３月期第１四半期 1,067 ( 21.9) △244 (-) △247 (-) △256 (-) 

 
【訂正後】 

 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 ％ 
平成21年３月期第１四半期 431 (-) △280 (-) △255 (-) △275 (-) 
平成20年３月期第１四半期 1,067 ( 21.9) △244 (-) △247 (-) △256 (-) 

 
【訂正前】 

 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 
平成21年３月期第１四半期     △550    72 －       － 
平成20年３月期第１四半期     △531    31 －       － 

 
【訂正後】 

 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 
平成21年３月期第１四半期     △572    01 －       － 
平成20年３月期第１四半期     △531    31 －       － 

 
（2）連結財政状態 

【訂正前】 

 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 

平成21年３月期第１四半期 4,269   215  5.0 446    93
平成20年３月期 4,454   485 10.7 990    09 

 
【訂正後】 

 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 

平成21年３月期第１四半期 4,261   207  4.7 418    06
平成20年３月期 4,454   485 10.7 990    09 

 

  ２．2ページ 

【訂正前】 

1.連結経営成績に関する定性的情報 
【略】 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。 
【略】 

【訂正後】 

1.連結経営成績に関する定性的情報 
【略】 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280百万円の損失となり、経常損失は前年同期247百万円の損失から255百万円

の損失となりました。 
【略】 
 

 



３．2ページ 

【訂正前】 

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。 
【略】 
 

【訂正後】 

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4,261百万円となり、前連結会計年度末に比べ192百万円の減少

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156百万円減少の2,243百万円となっており、主たる要因は仕掛品58百

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653百万円、受取手形及び売掛金が1百万円減少している

ためであります。 
【略】 

 

４．3ページ 

【訂正前】 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 
 【略】 
この変更により、損益に与える影響はありません。 

【訂正後】 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 
 【略】 
この変更により、税金等調整前四半期純損失は2百万円減少しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．4ページ 

【訂正前】 

（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  

【記載なし】 【記載なし】  【記載なし】  
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 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 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  

【訂正後】 

（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 461,551  1,115,460  
受取手形及び売掛金 261,529  262,554  

商品 8,565  8,531  
製品 85,441  85,441  
仕掛品 229,334  164,083  
短期貸付金 729,450  442,600  
その他 483,918  327,511  
貸倒引当金 △9,418  △5,818  
流動資産合計 2,243,371  2,400,362  

固定資産     
有形固定資産 524,776  532,552  
無形固定資産     
 のれん 885,900  897,564  
 その他 170,808  181,310  
 無形固定資産合計 1,056,709  1,078,874  
投資その他の資産 436,474  442,387  
固定資産合計 2,017,959  2,053,814  

 資産合計 4,261,331  4,454,177  



５．5ページ 

【訂正前】 

（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） 

【略】   
  

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  

 

【訂正後】 

（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） 

【略】     
     

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 △2,971,511  △2,695,762  
自己株式 △464  △464  

  株主資本合計 209,574  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 207,002  485,547  
負債純資産合計 4,261,331  4,454,177  

 

 

 

 

 

 



５．6ページ 

【訂正前】 

（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 328,355  
営業損失 273,764  
営業外収益   

受取利息 7,409  
消費税還付金 20,152  
その他 1,973  

  営業外収益計 29,535  
営業外費用   
  支払利息 2,253  
 社債利息 1,572  
 その他 474  

  営業外費用計 4,300  
経常損失 248,530  
特別利益   
 貸倒引当金戻入益 733  

  特別利益計 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  
少数株主損益 △4,613  
四半期純損失 265,483  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（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 384,004  
売上総利益 47,671  
販売費及び一般管理費 328,360  
営業損失 280,688  
営業外収益   

受取利息 7,409  
消費税還付金 20,152  
その他 1,973  

  営業外収益計 29,535  
営業外費用   
  支払利息 2,253  
 社債利息 1,572  
 その他 474  

  営業外費用計 4,300  
経常損失 255,454  
特別利益   
 貸倒引当金戻入益 733  

  特別利益計 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  
  特別損失計 8,420  
税金等調整前四半期純損失 263,141  
法人税、住民税及び事業税 13,880  
少数株主損益 △1,271  
四半期純損失 275,750  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．7ページ 

【訂正前】 

（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 265,483 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。 

 

【訂正後】 

（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883,387 千円、当第1四半期連結累計期間おいて、事業再構築の途上ではあるも

のの、業績の改善には至っておらず、280,688千円の営業損失、275,750千円の当四半期純損失を計上いたしました。 

また、営業キャッシュ・フローは平成13年3月期以降マイナス状態が継続しており、362,953千円のマイナスを計上い

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事業シナジーが期待できる、オープン系システム開発を中心に優良な顧客基盤と質の高い技術を有しているメディ

ア情報開発株式会社の子会社化を実現し、事業展開の相乗効果による事業規模の拡大推進。 
③株式会社OIテクノロジーズの互換性検証事業の分離譲渡による収益性の改善。 
④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。 
⑤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。 
四半期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四半期連結財務諸表に反映して

おりません。 
 

 
以  上 


