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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(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2四半期 760 ― △610 ― △605 ― △1,094 ―
20年3月期第2四半期 2,290 ― △477 ― △481 ― △709 ―

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2四半期 △2,271.36 ―
20年3月期第2四半期 △1,471.01 ―

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2四半期 3,474 △605 △17.5 △1,264.60
20年3月期 4,454 485 10.7 990.09

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  ―百万円 20年3月期  ―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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

（注）通期連結予想数値に関しましては、2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。  

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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）  有  

(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） 

1.当会計年度より 「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」 （企業会計基準摘要指針
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 1 社 （社名 メディア情報開発株式会社 ） 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2四半期  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2四半期  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2四半期  482,074株 20年3月期第2四半期  482,074株



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2四半期累計会計期間（平成20年４月１日から平成20年９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が拡大する中、世界経済の不景気感が一層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、事業の根本的な見直しと再構築に取組んで

おりますが、資金の効率的運用を目指した投資において、投資環境の悪化と資本市場の混乱等、想定外の状況となり、

計画通りの成果が得られないままに推移いたしました。メディカルソリューションサービス事業では、導入実績も着

実に増加してきており、今年度末には年間の導入実績数としては業界トップになる可能性が出てまいりました。

　一方、子会社株式会社ＯＩテクノロジーズの主業でありました互換性テスト事業を譲渡したことにより、同事業で

の売上は８月以降ほとんど計上されておりませんが、当該事業における不採算の受注は解消いたしました。

　また、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し、ＦＸ取引に特化した

展開を図っておりますが、金融市場の混乱から、顧客層の確保が計画通りに進展せず、グループの収益に寄与してお

りません。平成20年７月より当社連結子会社となりましたメディア情報開発株式会社は12月決算でありますが、

平成20年７月１日より平成20年９月30日までの業績を当第２四半期連結会計期間に反映しております。

　この結果、当第2四半期連結累計会計期間における連結売上高は前年同期比66.8％減の760百万円となりました。

営業損失は前年同期477百万円の損失から610百万円の損失となり、経常損失は前年同期481百万円の損失から605百万

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２四半期累計期間末（平成20年９月末）における総資産は3,474百万円となり、前連結会計年度末に比べ980百

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603百万円減少の1,797百万円となっており、主たる要因は仕掛品

45百万円、短期借入金186百万円が増加する一方、現金及び預金が869百万円、受取手形及び売掛金が96百万円減少し

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3,087百万円増加の3,659百万円となっており、主たる要因は短期

借入金3,000百万円の増加であります。

　

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て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、当社グループ内での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。

  当連結会計年度より当社連結子会社となりましたすばる証券株式会社の業績は、証券事業という業績予想を把握す

るには適当でない事業のため、すばる証券株式会社を含まない連結業績予想となります。そのため決算作業の結果に

おきまして業績予想の修正は必須となっている現状を踏まえ、今後の連結業績予想の開示は実施しないことといたし

ます。

　なお、当第２四半期累計会計期間の業績予想につきましては、平成20年11月６日に開示しております「特別損失の

計上および業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。　

 

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）

　メディア情報開発株式会社の株式3,850株（発行済株式数の98.7％）譲受けにより連結子会社といたしました。

　

 



（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２四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な

　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、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、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は2,700千円増加しております。

 

（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)）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、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、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。



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 245,764 1,115,460

受取手形及び売掛金 166,148 262,554

商品 8,588 8,531

製品 85,410 85,441

仕掛品 209,395 164,083

短期貸付金 628,634 442,600

その他 492,835 327,511

貸倒引当金 △39,585 △5,818

流動資産合計 1,797,190 2,400,362

固定資産   

有形固定資産 301,850 532,552

無形固定資産   

のれん 912,497 897,564

その他 183,384 181,310

無形固定資産合計 1,095,882 1,078,874

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,928,841 601,163

長期貸付金 36,240 1,293,472

その他 260,018 349,873

貸倒引当金 △1,945,959 △1,802,121

投資その他の資産合計 279,140 442,387

固定資産合計 1,676,873 2,053,814

資産合計 3,474,064 4,454,177

負債の部   

流動負債   

買掛金 85,114 143,508

短期借入金 3,000,000  

1年内償還予定の社債 42,000 42,000

1年内返済予定の長期借入金 228,291 162,879

未払法人税等 10,764 9,059

その他 286,077 213,246

引当金 7,380 1,500

流動負債合計 3,659,629 572,192

固定負債   

社債 229,000 235,000

転換社債型新株予約権付社債 － 3,000,000

長期借入金 136,735 90,375

その他 34,598 40,414



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

引当金 19,331 30,649

固定負債合計 419,664 3,396,438

負債合計 4,079,294 3,968,630

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 △3,790,705 △2,695,762

自己株式 △464 △464

株主資本合計 △609,619 485,324

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △8,038

評価・換算差額等合計 － △8,038

新株予約権 465 465

少数株主持分 3,924 7,795

純資産合計 △605,229 485,547

負債純資産合計 3,474,064 4,454,177



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 760,303

売上原価 698,601

売上総利益 61,702

販売費及び一般管理費 672,702

営業損失（△） △610,999

営業外収益  

受取利息 16,274

還付消費税等 20,152

その他 3,262

営業外収益合計 39,689

営業外費用  

支払利息 8,828

貸倒引当金繰入額 24,116

その他 1,518

営業外費用合計 34,463

経常損失（△） △605,774

特別利益  

事業譲渡益 53,647

受取補償金 28,571

その他 16,111

特別利益合計 98,331

特別損失  

貸倒引当金繰入額 219,076

投資有価証券評価損 141,606

減損損失 211,945

その他 2,649

特別損失合計 575,277

税金等調整前四半期純損失（△） △1,082,720

法人税、住民税及び事業税 14,773

少数株主損失（△） △2,549

四半期純損失（△） △1,094,944



　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。

（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2四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、610,999千円の営業損失を計上いたしました。

  この結果、当第2四半期累積期間におきまして605,229千円の債務超過になっております。

  また、財政状態の状況といたしまして、平成18年３月31日に発行いたしました転換社債型新株予約権付社債30

億円の平成20年９月30日繰上償還請求を受領しました。社債権者との協議の結果、準消費貸借契約に切替、順次

返済をおこなうべく契約締結いたしました。しかしながら、金融情勢・経済情勢の激変により返済計画の再見直

しの必要が生じており、債権者との再協議を行っております。

  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２四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不採算事業の譲渡。

③事業シナジーを期待できる企業のグループ化。

④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および販売代理店政策導入による規模と収益の拡大推

　 進。

② 子会社メディア情報開発株式会社との事業シナジー追求による事業規模の拡大推進。

③ 組織編成の見直しによる経営効率の改善。

④ 相乗効果が期待できる企業との事業提携の模索。

⑤ 事業シナジーの希薄な子会社及び事業の譲渡ならびに保有資産の売却による返済原資の確保。

⑥ 資本増強のための資金調達の具体化。

  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借入金の圧縮による財

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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,290,269 100.0

Ⅱ　売上原価  1,692,962 73.9

売上総利益  597,307 26.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,074,848 100.0

営業利益  △477,541 △20.8

Ⅳ　営業外収益  11,887 100.0

１．受取利息  1,158 9.8

２．その他  10,728 90.2

３．    

Ⅴ　営業外費用  16,176 100.0

１．支払利息  14,495 89.6

２．その他  1,681 10.4

３．    

経常利益  △481,829 △21.0

Ⅵ　特別利益  8,575 100.0

１．賞与引当金戻入益  1,394 16.3

２．貸倒引当金戻入益  6,698 78.1

３．その他  482 5.6

Ⅶ　特別損失  219,391 100.0

１．投資有価証券評価損  9,123 4.2

２．製品評価損  193,625 88.2

３．その他  16,643 7.6

税金等調整前中間純利益  △692,645 △30.2

法人税、住民税及び事業税  4,755 0.2

過年度法人税等  2,128 0.1

少数株主利益  9,607 0.4

中間純利益  △709,137 △30.9
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