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平成１平成１平成１平成１8888 年３月期年３月期年３月期年３月期    第第第第 3333 四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況((((連結連結連結連結))))    
平成 18 年 2 月 14 日 

上場会社上場会社上場会社上場会社名名名名    株 式 会 社 Ｍ Ｃ株 式 会 社 Ｍ Ｃ株 式 会 社 Ｍ Ｃ株 式 会 社 Ｍ Ｃ ＪＪＪＪ     （コード番号 ： ６６７０  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ  http://www.mouse-jp.co.jp）  

問合せ先 代表者役職・氏名 代 表 取 締 役 社 長 髙 島  勇 二   

 責任者役職・氏名 総務人事担当取締役 浅 貝  武 司 ＴＥＬ  （03）3851-3803 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

 ①  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 

 ②  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 

 ③  連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：  有 

 ・連結        （新規）   ４社       （除外）    －社  

 ④  会計監査人の関与 ：  有 

 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。 

 
２．平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年４月１日～平成１7 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績の進捗状況  （百万円未満切り捨て） 

 
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 ％ 

１8 年３月期第３四半期 22,718     － 478      － 350   － 186 － 

１7 年３月期第３四半期 －     － －      － －   － － － 

（ 参 考 ） 1 7 年 ３ 月 期 － － －      － －     － － － 

 

 
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     

１8 年３月期第３四半期 1,457     80      1,415    47       

１7 年３月期第３四半期 －    － －    －     

（ 参 考 ） 1 7 年 ３ 月 期 －    － －   －     

（注） 

  

平成 17 年３月期第３四半期及び平成 17 年３月期につきましては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表を作成して

いないため対前年増減率は記載しておりません。 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]     

 

当第3 四半期連結会計期間におけるわが国経済は原油価格高騰などの不安定要素が残るものの、生産や輸出の持ち直しに

よる企業収益の改善や、それに伴う設備投資の増加に加え、雇用情勢や家計所得の好転に伴い個人消費に明るさが見られる

など、穏やかな回復基調で推移しました。 

そのような状況の下、当社グループの主力事業であるパソコン及び周辺機器事業では、円安を主因とする原材料価格高騰の

影響を受けたものの、子会社である株式会社シネックスとの連携強化や積極的な事業提携に加え、コンシューマー向け主力製

品の大幅リニューアル、量販店向けパソコンのラインナップ強化を図るなど従来の戦略をより強化することで、底堅く推移するパ

ソコンの買い替え需要を掴む事に成功しております。 

その結果売上高は 22,718 百万円、営業利益は 478 百万円、経常利益は 350 百万円、四半期純利益は 186 百万円となりまし

た。 
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（品目別売上） 

平成 17 年３月期第３四半期 

（前第３四半期） 

平成 18 年３月期第３四半期 

（当第３四半期） 
前期（通期） 

 

 

金額     

（百万円） 

構成比（％） 金額       

（百万円） 

構成比

（％） 

対前年

増減率 

（％） 
金額     

（百万円） 

構成比

（％） 

パソコン関係製品 － － 9,438 41.6 － － － 

パーツ・周辺機器 － － 12,504 55.0 － － － 

その他 － －   774 3..4 － － － 

合 計 － － 22,718 100.0 － － － 

   

（２）連結財政状態の変動状況  （百万円未満切り捨て） 

 

 
総 資 産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 百万円 百万円            ％ 円 銭 

１8 年３月期第３四半期 23,195 9,453 40.8 69,250 56 

１7 年３月期第３四半期 － － － － － 

（ 参 考 ） 1 7 年 ３ 月 期 － － － － － 

       

（３）連結キャッシュ・フローの状況  （百万円未満切り捨て） 

 

 

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 

１8 年３月期第３四半期 △2,162 △3,522 6,179 5,391 

１7 年３月期第３四半期 － － － － 

（ 参 考 ） 1 7 年 ３ 月 期 － － － － 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 
    

 

当第３四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。）の当第３四半期連結会計期間末残高は、

売上債権の増加、新規連結子会社株式の取得による支出及び同子会社の少数株主への配当金の支払、預託金の支払等に

よる減少要因があったものの、株式の発行及び少数株主の払込による収入及び短期借入金の増加等により、期首に比べ

493 百万円増加し、5,391 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は 2,162 百万円となりました。 

これは主に、売上債権の増加 1,303 百万円、たな卸資産の増加 1,774 百万円、仕入債務の増加 1,670 百万円及び法人税等

の支払 535 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） 

当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 3,522 百万円となりました。 

これは主に、新規連結子会社株式の取得による支出 1,388 百万円、預託金の支払による支出 1,350 百万円及び投資有価

証券の取得による支出 748 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は 6,179 百万円となりました。 

これは、株式の発行による収入 3,431 百万円、少数株主の払込による収入 1,570 百万円、短期借入金の純増額 2,200 百万

円及び少数株主への配当金の支払 894 百万円によるものであります。 
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３．平成 18 年３月期の連結業績予想（平成 17 年４月１日～平成１8 年 3 月 31 日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

      百万円      百万円      百万円 

通 期 34,412 1,203      688 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 1,721 円 78 銭 

予想期中平均株式数 399,587 株 

（平成 18 年３月期第３四半期末発行済株式数に平成 17 年 12 月６日開催の取締役会で決議されました

株式３分割、平成 18 年１月４日の株式交換に伴う発行新株式 37,036 株及び平成 18 年１月 31 日の新

株予約権の行使に伴う発行新株式 6,300 株を考慮して計算しております。） 

[業績予想に関する定性的情報等]     

 

当社グループの第３四半期連結会計期間における業績は、円安を主因とする原材料価格の高騰による影響や今後の企業

規模拡大、持ち株会社への移行をにらんだ関連会社管理担当の人材を積極的に採用する等の経費上昇の影響を受けつつ

も、ほぼ計画通りに推移しております。    

今期につきましては、第４四半期に当社グループの収益に寄与する新規連結対象子会社が格段に増えることから、第４四

半期に収益が集中する見込みであり、平成 17 年 11 月 11 日公表の連結業績予想の数値に変更はありません。 

※ 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に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な

要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

 

 

 

 



4．四半期連結財務諸表4．四半期連結財務諸表4．四半期連結財務諸表4．四半期連結財務諸表
(１)　四半期連結貸借対照表

注記
番号

構成比
(%)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産　　

1. 現金及び預金 6,429,991

2. 受取手形及び売掛金 4,560,633

3. 営業投資有価証券 766,242

4. たな卸資産 4,367,032

5. 未収入金 313,041

5. その他 ※２ 295,896

貸倒引当金 △ 31,750

流動資産合計 16,701,086 72.0

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産 ※１

(1)建物 32,213

(2)工具器具備品 33,780

(3)その他 2,292 68,286

2. 無形固定資産

(1)借地権 230,400

(2)連結調整勘定 2,266,684

(3)その他 31,038 2,528,123

3. 投資その他の資産

(1)投資有価証券 1,657,527

(2)預託金 1,350,000

(2)その他 890,850

    貸倒引当金 △ 45 3,898,332

固定資産合計 6,494,742 28.0

資産合計 23,195,828 100.0

区分 金額（千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成17年12月31日)
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注記
番号

構成比
(%)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

1. 買掛金 4,203,640

2. 短期借入金 3,900,000

3. 一年内償還予定社債 280,000

4. 未払金 357,963

5. 未払法人税等 50,803

6. 賞与引当金 40,379

7. 製品保証引当金 14,845

8. 返品調整引当金 143,024

9. その他 432,227

流動負債合計 9,422,884 40.6

Ⅱ 固定負債

1. 社債 360,000

2. 長期借入金 200,000

3. 退職給付引当金 11,229

4. 役員退職慰労引当金 266,730

5. その他 44,600

固定負債合計 882,559 3.8

負債合計 10,305,444 44.4

(少数株主持分)

少数株主持分 3,436,783 14.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 3,768,735 16.3

Ⅱ 資本剰余金 3,965,885 17.1

Ⅲ 利益剰余金 1,209,055 5.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金 509,926 2.2

資本合計 9,453,601 40.8

負債、少数株主持分及び資本
合計 23,195,828 100.0

区分

当第３四半期連結会計期間末
(平成17年12月31日)

金額（千円）
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(２)四半期連結損益計算書

注記
番号

百分比
(%)

Ⅰ 売上高 22,718,730 100.0

Ⅱ 売上原価 20,338,402 89.5

売上総利益 2,380,327 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,901,618 8.4

営業利益 478,709 2.1

Ⅳ 営業外収益

1. 受取利息 1,659

2. 受取手数料 4,517

3. 受取補償金 1,516

4. 広告収入 2,604

5. その他 2,516 12,813 0.1

Ⅴ 営業外費用

1. 支払利息 26,959

2. 為替差損 84,399

3. 新株発行費 19,452

4. その他 9,884 140,695 0.6

経常利益 350,827 1.6

Ⅵ 特別利益

1. 固定資産売却益 ※２ 56

2. 持分変動損益 47,395

3. その他 494 47,946 0.2

Ⅶ 特別損失

1. 固定資産売却損 ※３ 10

2. 固定資産除却損 ※４ 5,547

3. ソフトウェア廃棄損 7,024 12,581 0.1

税金等調整前第３四半期純利益 386,191 1.7

法人税、住民税及び事業税 127,474

法人税等調整額 50,774 178,248 0.8

少数株主利益 21,637 0.1

第３四半期純利益 186,305 0.8

   当第３四半期連結会計期間

　　　　　　　　　　　　 　（自　平成17年  ４月 １日

区分

 　　　　　　　　　　　　　　至  平成17年12月31日)

金額(千円)
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(3)四半期連結剰余金計算書

注記
番号

Ⅰ 2,241,580

Ⅱ

1,705,165

19,140 1,724,305

Ⅲ 3,965,885

Ⅰ 1,022,780

Ⅱ

186,305 186,305

Ⅲ

31 31

Ⅳ 1,209,055

                      (自　平成17年  ４月  1日

当第３四半期連結会計期間

　                     至  平成17年12月31日)

金額(千円)区分

利益剰余金期首残高

資本剰余金増加高

資本剰余金期首残高

（資本剰余金の部）

（利益剰余金の部）

１．増資による新株の発行

１．第３四半期純利益

２．新株予約権の行使による増加高

利益剰余金減少高

利益剰余金増加高

資本剰余金第３四半期末残高

１．連結子会社の増加に伴う減少高

利益剰余金第３四半期末残高
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(４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

注記
番号

金額(千円)

税金等調整前第３四半期純利益 386,191

減価償却費 16,342

連結調整勘定償却額 75,555

貸倒引当金の増加額 7,058

賞与引当金の減少額 △22,233

受取利息及び受取配当金 △1,659

支払利息 26,959

為替差損 318

持分変動損益 △47,395

固定資産売却益 △56

固定資産売却損 10

固定資産除却損 5,547

ソフトウェア廃棄損 7,024

新株発行費 19,452

売上債権の増加額 △1,303,134

たな卸資産の増加額 △1,774,116

営業投資有価証券の増加額 △553,577

仕入債務の増加額 1,670,713

未収入金の増加額 △25,299

未払金の増加額 49,908

未払消費税等の減少額 △69,623

その他 △70,619

小計 △1,602,633

利息及び配当金の受取額 1,659

利息の支払額 △25,707

法人税等の支払額 △535,515

△2,162,197　  営業活動によるキャッシュ・フロー

                  当第３四半期連結会計期間
                （ 自 平成17年  ４月  1日
                   至 平成17年12月31日)

I　 営業活動によるキャッシュ・フロー

区　　分
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注記
番号

金額(千円)

新規連結子会社株式の取得による支出 △1,388,483

投資有価証券の取得による支出 △748,320

有形固定資産の取得による支出 △10,968

無形固定資産の取得による支出 △16,180

長期前払費用の増加による支出 △10,017

預託金の支払による支出 △1,350,000

その他 1,251

△3,522,719

短期借入金の純増額 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △104,000

社債の償還による支出 △40,000

株式の発行による収入 3,431,363

新株予約権の発行による収入 16,000

少数株主への配当金の支払額 △894,635

少数株主の払込による収入 1,570,394

6,179,122

△318

493,887

4,887,223

9,980

※ 5,391,091

                  当第３四半期連結会計期間
                （ 自 平成17年  ４月  1日
                   至 平成17年12月31日)

Ⅷ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高

Ⅲ　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

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

Ⅱ　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

区　　分
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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 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

連結子会社の数      ４社 １．連結の範囲に関する事項  

連結子会社名        株式会社シネックス 

 株式会社ＧＴＩパートナーズ 

 ＭＣＪ１号投資事業組合 

 株式会社秀和システム 

 すべての子会社を連結しております。 

 株式会社シネックス及び株式会社秀和システムにつきましては当第３四半期連結会計

期間中において新たに株式を取得したため、ＭＣＪ１号投資事業組合につきましては当

第３四半期連結会計期間中において新たに設立したため、株式会社ＧＴＩパートナーズ

につきましては、第２四半期から本格的な事業活動を開始することになり重要性が増加

したため、連結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない関連会社（株式会社エーエスピーランド）は、第３四半期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象

から除いても四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の四半期決算日等に関する事項 連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 ４．会計処理基準に関する事項 

①有価証券 

  その他有価証券 

   （営業投資有価証券を含む） 

    時価のあるもの 

 四半期連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

   時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

 ②デリバティブ 

 親会社と子会社の一部について時価法を採用しております。 

 ③たな卸資産 

    商品、原材料 

      移動平均法による原価法を採用しております。 

   製品、仕掛品 

 個別法による原価法を採用しております。 

   貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

 （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産  

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物 10～28年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～15年
 

 ②無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

 ③長期前払費用 

 定額法を採用しております。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

 (３)繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

 （４）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計

上しております。貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

 ②賞与引当金 

 従業員に支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当四半期連結会

計期間負担額を計上しております。 

 ③製品保証引当金 

 製品販売後の無償補修費用の支出に備えるため、販売台数を基準として過去の

経験率に基づき無償補修費用見込額を計上しております。 

 ④返品調整引当金 

 製品の返品による損失に備えるため、法人税法に規定する売掛金基準による繰

入限度相当額を計上しております。 

 ⑤退職給付引当金 

 子会社の従業員の退職給付に備えるため、当四半期連結会計期間末における退

職給付債務の見込額（簡便法）に基づき計上しております。 

 ⑥役員退職慰労引当金 

     子会社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当四半期連結会

計期間末要支給額を計上しております。 

 (５)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、四半期連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しております。 

 （６）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

 子会社の一部について繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替予約に

ついては、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

 為替予約取引、金利スワップ金利 

 ヘッジ対象 

 外貨建金銭債権債務、借入金利息 

 ③ヘッジ方針 

 為替予約取引については、外国為替変動リスクをヘッジする目的で実需の範囲

内で実施しております。 

 金利スワップ取引については、借入金の金利上昇リスクのヘッジを目的と

し、実需に伴う取引に限定し実施しております。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及

びその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するも

のと想定する事ができるため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であることを確認することにより有効性の判断に代えております。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

 （７）その他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 

  ①営業投資有価証券売上高及び売上原価 

     売上高に含まれている営業投資有価証券の売上高には、営業投資有価証券の売

却高、受取配当金、受取利息及び営業投資目的で取得した社債の償還益を計上

し、売上原価に含まれている営業投資有価証券売上原価には、売却有価証券帳簿

価額、支払手数料、強制評価損等を計上しております。 

  ②投資事業組合等への出資に係る会計処理 

     営業投資目的による投資事業組合等への出資に係る会計処理は、組合の事業年

度の財務諸表、中間財務諸表及び四半期財務諸表に基づいて、組合の純資産及び

収益・費用を当社及び連結子会社の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券

（流動資産）及び収益・費用として計上しております。 

 ③消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

５．四半期連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

 



 

 

13

注記事項 

 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

   148,473千円 

※２  消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。 

 

３  当座貸越契約 

当社及び連結子会社（株式会社シネックス）においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当四半期連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 
 

当座貸越極度額の総額 6,600,000千円

借入実行残高 3,900,000千円

差引額 2,700,000千円
     

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

 
※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

給料手当 445,049千円

運賃 234,504千円

広告宣伝費 212,208千円

賞与引当金繰入額 26,110千円

製品保証引当金繰入額 14,845千円

貸倒引当金繰入額 9,976千円
   
※２  固定資産売却益の内訳 

工具器具備品 56千円
   
※３  固定資産売却損の内訳 

車両運搬具 10千円
   
※４  固定資産除却損の内訳       

建物及び建物附属設備 4,151千円

その他 1,395千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成17年12月31日現在） 
 

現金及び預金勘定 6,429,991千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,038,900千円 

現金及び現金同等物 5,391,091千円 
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（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

（有価証券関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

 営業投資有価証券 

 
取得原価（千円） 

四半期連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額(千円) 

(1) 株式 262,399 475,632 213,233 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 40,800 40,831 31 

合計 303,199 516,464 213,265 

 

 投資有価証券 

 
取得原価（千円） 

四半期連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額(千円) 

(1) 株式 175,310 959,310 784,000 

(2) 債券    

    その他 200,254 195,341 △4,912 

(3) その他 － － － 

合計 375,564 1,154,651 779,087 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

営業投資有価証券 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 66,000 

 その他 183,778 

 

投資有価証券 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 502,876 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 16

（デリバティブ取引関係） 

 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 為替予約取引 413,340 412,219 △1,118 

合計 － － △1,118 

 

 （注）１．時価の算定方法については、取引金融機関から提示された価格によっております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 

 

 

 

（セグメント情報） 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日） 

パソコン関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

 



 17

（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 69,250円56銭 

１株当たり第３四半期純利益 1,457円80銭 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益 1,415円47銭 

 

 

（注）１株当たり第３四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

１株当たり第３四半期純利益  

第３四半期純利益（千円） 186,305 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る第３四半期純利益（千円） 186,305 

期中平均株式数（株） 127,799 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益  

第３四半期純利益調整額（千円） － 

普通株式増加額（株） 3,822 

（うち新株予約権） （3,822） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

――――― 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

（株式会社ＭＣＪにおける株式分割） 

平成17年12月６日開催の株式会社ＭＣＪの取締役会決議により、平成18年２月20日をもって普通株式１株を３株に分割いたし

ます。 

株式分割基準日  平成17年12月31日（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日） 

効力発生日    平成18年２月20日 

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当第３四半期連結会計期間における１株当たり情報は、次のとおりであり

ます。 

１株当たり純資産額 23,083円52銭 

１株当たり第３四半期純利益  485円93銭 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益 471円82銭 
 

（株式会社ＭＣＪにおける株式会社秀和システムの株式交換による完全子会社化） 

 平成17年９月７日に締結した「株式交換契約書」に基づき、平成18年１月４日に株式会社ＭＣＪと株式会社秀和システムの

間にて株式交換を実行し、株式会社ＭＣＪは株式会社秀和システムの株式を100％所有し、株式会社秀和システムを完全子会

社といたしました。 

株式交換の概要 

①株式交換比率（上記株式分割による調整後） 

 株式会社ＭＣＪ 

（完全親会社） 

株式会社秀和システム 

（完全子会社） 

株式交換比率 1 0.5256 

②株式交換により発行した新株式数       

株式会社ＭＣＪの普通株式  37,036.92株 

配当起算日につきましては、平成17年10月１日となります。 

    ③株式交換後の株式会社ＭＣＪの発行済株式数の推移 

株式交換前発行済株式数（平成17年12月31日現在） 136,513.00株 

株式交換による増加株式数  37,036.92株 

株式交換後発行済株式数 173,549.92株 

 

 

（株式会社ＭＣＪの新株予約権の行使） 

  平成18年１月31日において、株式会社ＭＣＪ第１回新株予約権（平成14年10月９日臨時株主総会決議）の行使が行われました。

その概要は次のとおりであります。 

 １．発行した株式の種類及び数 ： 普通株式    6,300株 

 ２．発行価額 ： １株につき  2,000円 

 ３．発行価額の総額 ： 12,600,000円 

 ４．資本組入額 ： １株につき  1,000円 

 ５．資本組入額の総額 ： 6,300,000円 
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当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

（株式会社ＭＣＪの株式取得による株式会社ウェルコムの完全子会社化） 

株式会社ＭＣＪは平成18年１月11日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社ウェルコムの株式を100％取得し完全子会社

といたしました。 

 １.株式会社ウェルコムの完全子会社化の目的 

株式会社ウェルコムは、ブロードバンド通信事業者のインハウス業務を主軸としたコンタクトセンター運営を事業と

し、卓越したノウハウと高い生産性により成長してまいりました。当社が株式会社ウェルコムの株式を100％取得すること

により、株式会社ウェルコムは当社グループにおけるコールセンターを中心としたサービスサポート戦略の中核としてＰＣ

及びＰＣ周辺機器事業拡大の一翼を担います。また、当社グループ各社並びにＰＣ・ＪＡＰＡＮ（ＰＣ及びＰＣ周辺機器の

共同購買生産機構）参加企業のコールセンター及びサービスサポート部門を株式会社ウェルコムに集約することで顧客満足

度の向上並びに生産性向上によるコストダウンにより関連企業のさまざまな事業に多くの相乗効果が発生すると考えられま

す。 

 

 ２. 株式会社ウェルコムの概要 (平成17年3月31日現在) 

 商       号 株式会社ウェルコム 

 事 業 内 容          インハウス業務を主軸としたコールセンター事業 

 設 立 年 月 日          平成 10 年９月 

 本 店 所 在 地          東京都新宿区 

 代 表 者          代表取締役 村田 峰人 

 資 本 金          576百万円 

 

 ３. 株式取得の概要 

（1）株式取得の概要 

①普通株式取得株式数 334,989株

②普通株式取得価格 4,480円

③取得総額 1,500,750,720円

（2）異動前の所有株式数 0株

 （所有割合0％）

（3）取得株式数 334,989株

（4）異動後の所有株式数 334,989株

 （所有割合100％）
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当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

（株式取得による株式会社iiyama(旧株式会社イーヤマ販売)の完全子会社化） 

当社は平成17年11月７日に東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した株式会社イーヤマの事業継承に関して、同社及び同

社子会社の営業譲渡並びに株式譲渡を基本スキームとするスポンサー契約を締結いたしました。平成18年１月24日、同契約に基

づき株式会社イーヤマの100％子会社である株式会社iiyamaの全株式を取得し､当社の完全子会社といたしました。 

 １.株式会社iiyamaの概要                          （平成18年２月２日現在） 

 商       号 株式会社iiyama 

 事 業 内 容          液晶ディスプレイの販売 

 設 立 年 月 日          2003 年 

 本 店 所 在 地          東京都中央区 

 代 表 者          代表取締役 髙島 勇二 

 資 本 金          200百万円 

 (注)株式会社イーヤマ販売は平成18年２月２日に株式会社iiyamaに商号変更いたしました。 

 

２. 株式取得の条件等 

（1）株式取得の概要 

①普通株式取得株式数 4,000株

②普通株式取得総額 174,855,749円

（2）異動前の所有株式数 0株

 （所有割合０％）

（3）取得株式数 4,000株

（4）異動後の所有株式数 4,000株

 （所有割合100％）

（注）普通株式取得価格の算定根拠 

未公開である株式会社iiyamaの株式取得価格の算定にあたっては、株式会社iiyamaの平成18年１月24日現在の想定時価純

資産価額を算定の上、時価純資産価額にて受渡しを行っております。 

 

（株式会社ＭＣＪの完全子会社である株式会社iiyama(旧株式会社イーヤマ販売)の株式会社イーヤマからの営業譲受） 

株式会社ＭＣＪの完全子会社である株式会社iiyamaは平成18年２月１日に民事再生手続中である株式会社イーヤマ及び同社

国内外の子会社からその優良資産等の営業並びに株式を譲り受けました。 

１. 営業譲受の内容 

（1）営業譲受は、株式会社イーヤマより株式会社ＭＣＪの完全子会社である株式会社iiyamaに対して行われたもので、その譲

受内容は､次のとおりであります。 

① 株式会社イーヤマ、株式会社アコット（株式会社イーヤマの子会社、生産業務）及び株式会社ジェス（株式会社イーヤマ

の子会社、ＲＭＡ業務）等の営むＡＨ事業（汎用モニターを中心とする受託生産及び販売事業）並びにＪＨ事業（特殊モ

ニターを中心とする自社生産及び販売事業）の譲受。 

② 株式会社イーヤマオランダの発行済株式全部の譲受。 

③ 株式会社イーヤマドイツ、株式会社イーヤマイギリス、株式会社イーヤマフランスの発行済株式全部の株式会社イーヤマ

オランダへの譲受。 

④ 株式会社イーヤマ上海の発行済株式全部の譲受。 

⑤ 株式会社イーヤマ台湾のＡＨ事業の譲受。 

（2）営業譲渡価額に関しましては、営業譲渡契約に従い、営業譲渡日現在の株式会社イーヤマ等（株式会社イーヤマ等とは、

株式会社イーヤマ､株式会社アコット、株式会社ジェス）が所有する資産（売掛金、棚卸資産、不動産（飯山工場）、商標等の

知的財産権、譲渡対象事業に関わる機械・装置等）の評価額に基づき、営業譲渡日である平成18年２月１日に11億3,183万円

（税込み）を支払い、その後、平成18年２月末日までに株式会社ＭＣＪ並びに株式会社iiyamaが譲渡対象資産を精査の上、株

式会社イーヤマに対し精査後差額を平成18年３月末までに支払うこととなっております。 
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当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

（株式会社シネックスにおけるフリーク株式会社の株式交換による完全子会社化） 

 平成17年11月11日締結した「株式交換契約書」に基づき、平成18年２月９日に株式会社シネックスとフリーク株式会社の間

にて株式交換を実行し、株式会社シネックスはフリーク株式会社の株式を100％所有し、完全子会社といたしました。 

①株式交換比率 

 株式会社シネックス 

（完全親会社） 

フリーク株式会社 

（完全子会社） 

株式交換比率 1 1,634 

②株式交換により発行した新株式数 

  株式会社シネックスの普通株式  2,941,200株 

（株式会社ＭＣＪによる株式会社シネックスの株式追加取得） 

  株式会社ＭＣＪは、平成18年２月９日の株式会社シネックスとフリーク株式会社の株式交換において、フリーク株式会社

の株主に発行された株式会社シネックスの新株式のうち1,231,000株を、同日、当該株主から837,080,000円で取得いたしま

した。この結果株式会社ＭＣＪの株式会社シネックスに対する株式保有割合は、61.3％となりました。 
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平成平成平成平成 18181818 年３月期年３月期年３月期年３月期    第第第第 3333 四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況((((個別個別個別個別))))    
平成 18 年２月 14 日 

上場会社上場会社上場会社上場会社名名名名    株 式 会 社 Ｍ Ｃ株 式 会 社 Ｍ Ｃ株 式 会 社 Ｍ Ｃ株 式 会 社 Ｍ Ｃ ＪＪＪＪ     （コード番号 ： ６６７０  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ  http://www.mouse-jp.co.jp）  

問合せ先 代表者役職・氏名 代 表 取 締 役 社 長 髙 島  勇 二   

 責任者役職・氏名 総務人事担当取締役 浅 貝  武 司 ＴＥＬ （０３）３８５１－３８０３ 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ①  四半期財務諸表の作成基準 ：  中間財務諸表作成基準 

 ②  最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：  無 

 ③  会計監査人の関与 ：  有 

 
四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の

別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

２．平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年４月１日～平成１7 年 12 月 31 日） 

（１）経営成績の進捗状況  （百万円未満切り捨て） 

 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 ％ 

１8 年 3 月期第 3 四半期 9,314 17.1 237 △56.0 214 △54.1 113 △54.7 

１7 年 3 月期第 3 四半期 7,955 25.3 538 35.0 468 10.9 249 14.4 

（ 参 考 ） 1 7 年 ３ 月 期 10,759 30.4 686 42.3 618 26.1 332 27.4 

 
 1 株当たり四半期 

（当期）純利益 
      

    円   銭       

１8 年 3 月期第 3 四半期 885 88        

１7 年 3 月期第 3 四半期 2,434 97        

（ 参 考 ） 1 7 年 ３ 月 期   3,130 68        

（注） 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

（２）財政状態の変動状況  （百万円未満切り捨て） 

 

 
総 資 産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

１8 年 3 月期第３四半期 12,513 9,372 74.9 68,655 65 

１7 年 3 月期第３四半期 7,188 5,225 72.7   44,460   42 

（ 参 考 ） 1 7 年 ３ 月 期 6,963 5,308 76.2 45,165 82 

３．平成 18 年３月期の業績予想（平成 17 年４月１日～平成１8 年 3 月 31 日） 

 １株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期末  

      百万円      百万円      百万円 円 銭 円 銭 

通 期 12,595 513 276 ０ ０ ０ ０ 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 690 円 71 銭 

 予想期中平均株式数  399,587 株  

         （平成 18 年３月期第３四半期末発行済株式数に平成 17 年 12 月６日開催の取締役会で決議されました株式３分割、 

          平成 18 年１月４日の株式交換に伴う発行新株式 37,036 株及び平成 18 年１月 31 日の新株予約権の行使に伴う 

          発行新株式 6,300 株を考慮して計算しております。） 
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（品目別売上） 

 

平成 17 年３月期第３四半期 

（前第３四半期） 

平成 18 年３月期第３四半期 

（当第３四半期） 
前期（通期） 

    

 

 金額 （百万円） 構成比（％） 金額 （百万円） 構成比（％） 

対前年増

減率 

（％） 金額 （百万円） 構成比（％） 

パソコン 7,505 94.3  8,972 96.3 19.5 10,177 94.6 

パーツ・周辺機器 450 5.7  342 3.7 △24.0 581 5.4 

合 計 7,955 100.0 9,314 100.0 17.1 10,759 100.0 



4．四半期財務諸表4．四半期財務諸表4．四半期財務諸表4．四半期財務諸表
(１)　四半期貸借対照表

注記
番号

構成比
(%)

構成比
(%)

構成比
(%)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産　　

1. 現金及び預金 4,677,848 1,921,542 4,887,223

2. 売掛金 1,043,101 1,277,591 929,617

3. たな卸資産 1,273,460 1,308,176 876,972

4. 前渡金 － 52,500 －

5. 前払費用 13,503 13,965 13,943

6. 繰延税金資産 33,410 － 50,325

7. 関係会社短期貸付金 － 850,000 －

8. その他 52,493 193,483 110,801

貸倒引当金 △6,700 △8,454 △8,633

流動資産合計 7,087,118 98.6 5,608,806 44.8 6,860,250 98.5

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産 ※１

(1)建物 24,374 7,744 12,968

(2)構築物 218 － 215

(3)車両運搬具 1,399 302 1,210

(4)工具器具備品 13,878 17,101 11,964

 有形固定資産合計 39,871 25,147 26,359

2. 無形固定資産 11,033 22,733 17,678

3. 投資その他の資産

(1)投資有価証券 － 1,453,300 －

(2)関係会社株式 － 3,355,828 10,000

(3)その他の関係会社

　　投資有価証券

(4)敷金保証金 35,109 34,099 33,047

(5)預託金 － 1,350,000 －

(6)その他 15,032 22,471 16,256

 投資その他の資産合計 50,142 6,856,467 59,304

固定資産合計 101,046 1.4 6,904,347 55.2 103,342 1.5

資産合計 7,188,165 100.0 12,513,153 100.0 6,963,592 100.0

前事業年度の要約貸借対照表当第３四半期会計期間末
　(平成17年３月31日)　(平成17年12月31日)

前第３四半期会計期間末
(平成16年12月31日)

－ 640,767 －

区分 金額（千円）金額（千円）金額（千円）
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注記
番号

構成比
(%)

構成比
(%)

構成比
(%)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

1. 買掛金 1,577,108 1,582,420 1,124,410

2. 短期借入金 － 900,000 －

3. 未払金 149,421 201,248 153,311

4. 未払法人税等 118,510 1,711 222,060

5. 繰延税金負債 － 315,726 －

6. 前受金 41,157 45,354 50,096

7. 賞与引当金 10,955 11,839 23,003

8. 製品保証引当金 － 14,845 8,250

9. その他 ※2 65,134 51,619 73,669

流動負債合計 1,962,287 27.3 3,124,764 25.0 1,654,802 23.8

Ⅱ 固定負債

1. 新株予約権 － 16,000 －

固定負債合計 － － 16,000 0.1 － －

負債合計 1,962,287 27.3 3,140,764 25.1 1,654,802 23.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※3 2,044,430 28.4 3,768,735 30.1 2,044,430 29.3

Ⅱ 資本剰余金

1. 資本準備金 2,241,580 3,965,885 2,241,580

資本剰余金合計 2,241,580 31.2 3,965,885 31.7 2,241,580 32.2

Ⅲ 利益剰余金

1. 任意積立金 1,396 931 1,396

2. 第３四半期(当期)未処分利益 938,471 1,135,064 1,021,383

利益剰余金合計 939,868 13.1 1,135,995 9.1 1,022,780 14.7

Ⅳ その他有価証券評価

差額金

資本合計 5,225,878 72.7 9,372,389 74.9 5,308,790 76.2

負債資本合計 7,188,165 100.0 12,513,153 100.0 6,963,592 100.0

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年３月31日)

区分

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
(平成16年12月31日) (平成17年12月31日)

金額（千円） 金額（千円）

－－ 501,773 －4.0－

金額（千円）
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(２)四半期損益計算書

注記
番号

百分比
(%)

百分比
(%)

百分比
(%)

Ⅰ 売上高 7,955,492 100.0 9,314,270 100.0 10,759,273 100.0

Ⅱ 売上原価 6,595,228 82.9 7,964,688 85.5 8,887,508 82.6

売上総利益 1,360,264 17.1 1,349,582 14.5 1,871,765 17.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 821,542 10.3 1,112,330 11.9 1,185,423 11.0

営業利益 538,721 6.8 237,252 2.6 686,342 6.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 3,510 0.0 12,545 0.1 6,409 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 74,019 0.9 34,993 0.4 73,853 0.7

経常利益 468,213 5.9 214,804 2.3 618,899 5.8

Ⅵ 特別利益 ※３ 4 0.0 550 0.0 12,743 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４ － - 12,581 0.1 1,616 0.0

税引前第３四半期(当期)純利益 468,217 5.9 202,773 2.2 630,026 5.9

法人税、住民税及び事業税 228,819 68,514 324,698

法人税等調整額 △10,317 218,502 2.8 21,043 89,558 1.0 △27,300 297,397 2.8

第３四半期(当期)純利益 249,715 3.1 113,214 1.2 332,628 3.1

前期繰越利益 688,755 1,021,849 688,755

第３四半期(当期)未処分利益 938,471 1,135,064 1,021,383

前事業年度の要約損益計算書当第３四半期会計期間

   　 (自　平成16年４月１日   　 (自　平成17年４月１日

前第３四半期会計期間

   　 (自　平成16年4月１日

 　　　至  平成17年３月31日)

区分 金額（千円）

 　　　至  平成17年12月31日)

金額(千円)

 　　　至  平成16年12月31日)

金額（千円）
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(３)四半期キャッシュ・フロー計算書

注記
番号

金額(千円)

税引前第３四半期(当期)純利益 468,217 630,026

減価償却費 6,564 9,753

貸倒引当金の増加額 3,365 5,298

賞与引当金の増加額（△減少額） △5,889 6,158

製品保証引当金の増加額 － 8,250

受取利息 △83 △1,120

支払利息 156 156

新株発行費 28,486 33,825

為替差損 29,998 18,731

有形固定資産売却益 △4 △12,743

有形固定資産除売却損 － 507

売上債権の増加額 △537,987 △424,503

たな卸資産の増加額 △584,762 △188,274

その他流動資産の増加額 △36,459 △91,842

仕入債務の増加額 590,799 138,101

未払金の増加額 46,269 50,158

前受金の増加額（△減少額） △98,193 △89,254

その他の流動負債の増加額 6,701 35,292

小計 △82,821 128,522

利息の受取額 83 1,120

利息の支払額 △156 △156

法人税等の支払額 △304,265 △300,221

△387,160 △170,734

定期預金の預入による支出 － △300,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △9,318 △11,915

有形固定資産の売却による収入 86 26,216

無形固定資産の取得による支出 △4,736 △12,056

長期前払費用への支出 △11,143 △13,200

敷金保証金への支出 △23,076 △23,076

敷金保証金の返戻による収入 600 600

その他の投資への支出 △66 △10,072

△47,654 △43,504

短期借入れによる収入 350,000 350,000

短期借入金の返済による支出 △450,000 △450,000

株式の発行による収入 3,978,073 3,972,734

3,878,073 3,872,734

△29,066 △34,928

3,414,192 3,623,567

1,263,656 1,263,656

※ 4,677,848 4,887,223

(注） 当第３四半期会計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書を

作成しているため記載しておりません。

　  営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)残高

Ⅲ　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

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅱ　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

前第3四半期会計期間
(自 平成16年４月１日

 至 平成16年12月31日)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

I　 営業活動によるキャッシュ・フロー

区　　分 金額(千円)
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(1)  (1)有価証券 (1)  １．資産の評価基準及び評価

方法    その他有価証券  

    時価のあるもの  

     四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し､売却原価は移動平均

法により算定）を採用して

おります。 

 

    時価のないもの  

     移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

 (2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

 時価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

 商品、原材料   商品、原材料 商品、原材料 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

 製品、仕掛品   製品、仕掛品 製品、仕掛品 

 個別法による原価法を採

用しております。 

同左 同左 

 貯蔵品   貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原

価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

同左 同左 

 
 

建物 10～34年

構築物 42年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～15年
   

 
建物 10～20年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～15年
 

 
建物 10～20年 

構築物 42年 

車両運搬具 ２～６年 

工具器具備品 ３～15年 
 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

同左 同左 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理

しております。 

同左 同左 
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項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により計上して

おります。貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上することとして

おります。 

同左 同左 

  (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員に支給する賞与の支

出に充てるため、賞与支給見

込額の当四半期会計期間負担

額を計上しております。 

同左  従業員に支給する賞与の支出

に充てるため、賞与支給見込額

の当事業年度負担額を計上して

おります。 

  (3)  (3)製品保証引当金 (3)製品保証引当金 

   製品販売後の無償補修費用の

支出に備えるため、販売台数を

基準として過去の経験率に基づ

き無償補修費用見込額を計上し

ております。 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、四

半期決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し､換算差額は損益として

処理しております。 

６．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

――――  手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってお

ります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

     同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

―――― (固定資産の減損に係る会計基準) ―――― 

  当第３四半期会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（｢固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書｣

（企業会計審議会平成14年８月９日））

及び｢固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針｣（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

(四半期キャッシュ・フロー計算書) ――――― 

 営業活動によるキャッシュ・フローの｢未払金の増加額｣及び

｢前受金の増加額（△減少額）｣は、前第３四半期会計期間は｢そ

の他流動負債の増加額｣に含めて表示しておりましたが、金額的

重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前第３四半期会計期間の｢その他流動負債の増加額｣に

含まれている｢未払金の増加額｣及び｢前受金の増加額｣はそれぞ

れ41,697千円、7,002千円であります。 
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   追加情報 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

（外形標準課税制度） ―――― （外形標準課税制度） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年3月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に開

始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当第３四半期会計期

間から「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号）に従

い法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

10,310千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前第３四半期純利益がそれぞれ

10,310千円減少しております。 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年3月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に開

始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

13,937千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ13,937千円

減少しております。 

―――― （製品保証引当金） （製品保証引当金） 

 製品販売後の無償補修費用については、

従来支出時の費用として処理しておりまし

たが、前事業年度の下期より過年度の実績

を基に製品保証引当金を計上することにい

たしました。これは、前事業年度の下期よ

り将来の無償補修費用を過去の経験率によ

り合理的に見積もる事ができるようになっ

たことから、期間損益計算の適正化を図る

ために実施したものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比

較して、営業利益、経常利益及び税引前第

３四半期純利益がいずれも6,594千円少な

く計上されております。 

 製品販売後の無償補修費用については、

従来支出時の費用として処理しておりまし

たが、当事業年度より過年度の実績を基に

製品保証引当金を計上することにいたしま

した。これは、当事業年度より将来の無償

補修費用を過去の経験率により合理的に見

積もる事ができるようになったことから、

期間損益計算の適正化を図るために実施し

たものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比

較して、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益がいずれも8,250千円少なく計上

されております。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 ※１  有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

41,627千円 21,477千円 19,238千円 

※２  消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２  消費税等の取扱い 

同左 

※２           ―――― 

 ※３ 当第３四半期会計期間中の発行済株式

数の増加 

※３ 当第３四半期会計期間中の発行済株式

数の増加 

※３           ―――― 

発行形態 有償一般募集 発行形態 第三者割当  

発行年月日 平成16年６月１日 発行年月日 平成17年４月22日  

発行株式数 1,700株 発行株式数 8,603株  

発行価額 1,407,600千円 発行価額 2,408,840千円  

資本組入額 578,000千円 資本組入額 1,204,420千円  

     

発行形態 株式分割（１：10） 発行形態 第三者割当  

発行年月日 平成16年９月21日 発行年月日 平成17年10月28日  

発行株式数 94,986株 発行株式数 3,990株  

発行価額 － 発行価額 1,001,490千円  

資本組入額 － 資本組入額 500,745千円  

     

発行形態 有償一般募集 発行形態 新株予約権行使  

発行年月日 平成16年12月14日 発行年月日 平成17年10月31日  

発行株式数 12,000株 発行株式数 6,380株  

発行価額 2,598,960千円 発行価額 38,280千円  

資本組入額 1,299,480千円 資本組入額 19,140千円  

４      ―――― ４ 保証債務 ４      ―――― 

 子会社の仕入債務に対して次のとおり

債務保証を行っております。 

 

 インテル株式

会社 

１,298,770千円 

(11,000千米ドル) 

 

 なお、外貨建保証債務は四半期決算日

の為替相場で円換算しており、その外貨

額は（ ）に記載のとおりであります。 

 

５  当座貸越契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行６行と当座貸越契約を締結

しております。これら契約に基づく当四

半期会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

５  当座貸越契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行６行と当座貸越契約を締結

しております。これら契約に基づく当四

半期会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

５  当座貸越契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行５行と当座貸越契約を締結

しております。これら契約に基づく当事

業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 
 

当座貸越極度額の
総額 

1,600,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,600,000千円
  

 
当座貸越極度額の
総額 

2,500,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 1,600,000千円
  

 
当座貸越極度額の
総額 

1,300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,300,000千円
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（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 
※１  営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 83千円 

受取手数料 2,520千円 

  
  

 
※１  営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 4,418千円

受取手数料 4,517千円

 
  

 
※１  営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,120千円

受取手数料 4,042千円

 
   

※２  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 156千円 

為替差損 33,254千円 

株式公開関連費用 7,498千円

新株発行費 33,103千円 
  

 
※２  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 363千円

為替差損 17,383千円

新株発行費 17,246千円

 
  

 
※２  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 156千円

為替差損 32,106千円

株式公開関連費用 7,498千円

   新株発行費 33,825千円
   

※３        ―――――― 

 

  
  

 
※３        ―――――― 

 

 
  

 
※３  特別利益のうち主要なもの 

建物（借地権付）売却

益 
12,739千円

   
※４        ―――――― 

 

 

 

  
  

※４  特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 2,378千円

建物（附属設備）除却

損 

1,772千円

ソフトウェア廃棄損 7,024千円
 

 
※４  特別損失のうち主要なもの 

建物（附属設備）売却

損 
365千円

工具器具備品除却損 117千円

製品不良損失 1,108千円
   

５  減価償却実施額 

有形固定資産 4,990千円 

無形固定資産 1,248千円 
  

 
５  減価償却実施額 

有形固定資産 7,221千円

無形固定資産 2,901千円
 

 
５  減価償却実施額 

有形固定資産 7,200千円

無形固定資産 1,922千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※   現金及び現金同等物の第３四半期末残

高と第３四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

―――――― ※   現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成16年12月31日現在）  （平成17年３月31日現在） 
 

現金及び預金勘定 4,677,848千円

現金及び現金同等物 4,677,848千円
  

 

 
現金及び預金勘定 4,887,223千円

現金及び現金同等物 4,887,223千円
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末（平成16年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間末（平成17年12月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成17年３月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当第３四半期会計期間に係る｢デリバティブ取引関係｣に関する注記については、四半期連結財務諸表の注記

事項として記載しております。 

 
前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

対象物
の種類 

取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

オプション取引       

売建       

米ドルプット 
USD7,200千 
（11,244） 

20,384 △9,139 
USD3,150千 
（5,470） 

1,915 3,554 

買建       

米ドルコール 
USD4,800千 
（6,115） 

3,955 △2,160 
USD2,100千 
（2,497） 

2,615 118 

為替予約取引       

買建       

通貨 

米ドル － － － 
USD  300千 
（31,065） 

32,145 1,080 

合計 － － △11,299 － － 4,753 

 （注）１．時価の算定方法については、取引金融機関から提示された価格によっております。 

為替予約取引については、先物相場を使用しております。 

２．通貨オプション取引の契約額等の（ ）内の金額はオプション料を記載しておりますが、通貨オプショ

ン取引はいわゆるゼロコストオプション取引であり、オプション料の授受はありません。 

３．上記の通貨オプション取引は、直物為替相場が契約上の一定の条件相場に達した場合に売建オプショ

ン・買建オプションともに消滅する取引であります。 
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（持分法損益等） 

当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期会計期間の 

｢持分法損益等｣に関する注記は行っておりません。 

 

前第３四半期会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 44,460円42銭 

１株当たり第３四半期

純利益 
2,434円97銭 

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益 
2,251円60銭 

 

 

１株当たり純資産額 68,655円65銭 

１株当たり第３四半期

純利益 
885円88銭 

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益 
860円16銭 

  

１株当たり純資産額 45,165円82銭 

１株当たり当期純利益 3,130円68銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
2,900円24銭 

 

当社は、平成15年12月11日付で普通株式１

株を２株に、また、平成16年９月21日付で普

通株式１株を10株に分割しております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前第３四半期会計期間及び前

事業年度における１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前第３四半期会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 

10,467円90銭 

１株当たり第３四半

期純利益 

2,465円98銭 

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益 

―――― 

潜在株式調整後１株

当たり第３四半期純

利益については、新

株予約権の残高はあ

りますが、当社株式

は非上場であり、か

つ店頭登録もしてい

ないため、期中平均

株価が把握できませ

んので記載しており

ません。 

１株当たり純資産額 

  10,951円01銭 

１株当たり当期純利

益 

2,949円09銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

―――― 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益に

ついては、新株予約

権の残高はあります

が、当社株式は非上

場であり、かつ店頭

登録もしていないた

め、期中平均株価が

把握できませんので

記載しておりませ

ん。 
 

  当社は、平成16年９月21日付で普通株式

１株を10株に分割しております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 10,951円01銭 

１株当たり当期純利益 2,949円09銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
－円－銭 

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、かつ店頭登

録もしていないため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。 
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（注）１株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで 

あります。 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

１株当たり第３四半期（当期）純利益    

第３四半期（当期）純利益（千円） 249,715 113,214 332,628 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円） 
249,715 113,214 332,628 

期中平均株式数（株） 102,554 127,799 106,248 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益 

   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加額（株） 8,352 3,822 8,442 

（うち新株予約権） （8,352） （3,822） （8,442） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

――――― ――――― ――――― 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（子会社の設立） 

 当社は平成16年11月19日開催の取締役会

において当社全額出資子会社を設立するこ

とを決議し、下記のとおり設立いたしまし

た。 

１.商号 ：株式会社ＭＣＪデジタル 

 ペリフェラル 

２.代表者 ：髙島勇二 

 （当社代表取締役社長） 

３.所在地 ：東京都千代田区神田和泉町１番 

 １－16  ＫＯＮＫＯビル７階 

４.設立年月日 ：平成17年１月27日 

５.主な事業内 

容 

：パーツ及びパソコン周辺

機器の仕入販売 

６.従業員数 ：５名（役員４名を含む） 

７.決算期  ：３月31日 

８.資本の額 ：1,000万円 

９.発行済株式数 ：200株 

10.設立の理由 ：当社は、主に海外のパー 

ツメーカーからベアボーン・ビデオカー

ド・メモリ・マウス・キーボード・ス

ピーカー等を仕入れ、国内の一般顧客、

法人顧客向けに販売しております。今回

の株式会社ＭＣＪデジタルペリフェラル

の設立により、パーツの調達力及び販売

の強化を目的としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式分割） 

平成17年12月６日開催の取締役会決議に

より、平成18年２月20日をもって普通株式

１株を３株に分割いたします。 

株式分割基準日  平成17年12月31日 

効力発生日    平成18年２月20日 

（ただし、当日は名義書換代理人の休業日

につき、実質上は平成17年12月30日） 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前第３四半期会計期間及び前事

業年度における１株当たり情報並びに当期

首に行われたと仮定した場合の当第３四半

期会計期間における１株当たり情報は､次の

とおりであります。 
 

前第３四半期  

会計期間 

当第３四半期  

会計期間 
前事業年度 

１株当たり純資産

額 

１株当たり純資産

額 

１株当たり純資

産額 

14,820円14銭 22,885円22銭 15,055円27銭 

１株当たり第３四

半期純利益 

１株当たり第３四

半期純利益 

１株当たり第当

期純利益 

811円66銭 295円29銭 1,043円56銭 

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益 

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

750円53銭 286円72銭 966円75銭 

(第三者割当増資) 

 平成17年３月29日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり第三者割当増資によ

る新株式の発行を決議し、平成１7年４月

22日に払込が完了いたしました。 

１.募集方法 ：第三者割当 

２.発行する株式 

   の種類及び数 
：普通株式8,603株 

３.発行価格 ：１株につき280,000円 

４.発行価額の総額 ：   2,408,840千円 

５.資本組入額 ：１株につき140,000円 

６.資本組入額の総

額 
：   1,204,420千円 

７.申込期日  ：平成17年４月22日 

８.払込期日 ：平成17年４月22日 

９.配当起算日 ：平成17年４月１日 

10.割当先及び株式

数 

：ＳＹＮＮＥＸ ＣＯ

ＲＰＯＲＡＴＩＯＮ  

 ：8,603株 
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前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社における株式会社秀和システムの株式

交換による完全子会社化） 

 平成17年９月７日に締結した「株式交換

契約書」に基づき、平成18年１月４日に当

社と株式会社秀和システムの間にて株式交

換を実行し、当社は株式会社秀和システム

の株式を100％所有し、株式会社秀和シス

テムを完全子会社といたしました。 

① 株式交換比率 

（上記株式分割による調整後） 

 
株式会社 

ＭＣＪ 

株式会社秀和

システム 

株式交換比率 １ 0.5256 

②株式交換により発行した新株式数 

 普通株式       37,036.92株 

 配当起算日につきましては、平成17年10

月１日となります。 

③株式交換後の発行済株式数の推移  

株式交換前発行済株式数 

（平成17年12月31日現在） 
136,513.00株

株式交換による増加株式数 37,036.92株

株式交換後発行済株式数 173,549.92株

 

（新株予約権の行使） 

 平成18年１月31日において、第１回新株

予約権（平成14年10月９日臨時株主総会決

議）の行使が行われました。その概要は次

のとおりであります。 

１.発行した株式の

種類及び数 
：普通株式 6,300株 

２.発行価額 ：１株につき 2,000円 

３.発行価額の総額 ：12,600,000円 

４.資本組入額 ：１株につき 1,000円 

５.資本組入額の 

総額 
：6,300,000円 
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前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（新株予約権の割当） 

 当社は平成16年６月28日開催の定時株主

総会において、商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行

することを決議しております。 

平成17年１月24日開催の取締役会におい

て、下記のとおり具体的な条件を決定いた

しました。 

１.新株予約権の発 ：平成17年１月24日 

  行日 

２.新株予約権の発 ：1,770個 

   行数 

 

 （新株予約権の１個あたりの目

的となる株式数１株） 

３.新株予約権の発 ：無償とする 

行価額  

４.目的となる株式 ：当社普通株式1,770株 

の種類及び数  

５.行使に際しての ：１株につき230,250円 

払込金額  

６.発行価額の総額 ：     407,542,500円

７.発行価額のうち ：１株につき115,125円 

資本組入額  

８.新株予約権の割 ：当社従業員54名 

 当対象者  

９.新株予約権の行 ：自平成19年７月21日 

使期間   至平成24年７月20日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取得による株式会社ウェルコムの完全

子会社化） 

当社は平成18年１月11日開催の取締役会

の決議に基づき、株式会社ウェルコムの株

式を100％取得し完全子会社といたしまし

た。 

 １.株式会社ウェルコムの完全子会社化の

目的 

株式会社ウェルコムは、ブロードバンド

通信事業者のインハウス業務を主軸とした

コンタクトセンター運営を事業とし、卓越

したノウハウと高い生産性により成長して

まいりました。当社が株式会社ウェルコム

の株式を100％取得することにより、株式

会社ウェルコムは当社グループにおける

コールセンターを中心としたサービスサ

ポート戦略の中核としてＰＣ及びＰＣ周辺

機器事業拡大の一翼を担います。また、当

社グループ各社並びにＰＣ・ＪＡＰＡＮ

（ＰＣ及びＰＣ周辺機器の共同購買生産機

構）参加企業のコールセンター及びサービ

スサポート部門を株式会社ウェルコムに集

約することで顧客満足度の向上並びに生産

性向上によるコストダウンにより関連企業

のさまざまな事業に多くの相乗効果が発生

すると考えられます。 

  

２. 株式会社ウェルコムの概要                   

(平成17年3月31日現在) 

商 号 株式会社ウェルコム 

事 業 内 容 
インハウス業務を主軸とした

コールセンター事業 

設立年月日 平成 10 年９月 

本店所在地 東京都新宿区 

代 表 者 代表取締役 村田 峰人 

資 本 金 576百万円 

 

 ３. 株式取得の概要 

（1）株式取得の概要 

①普通株式取得株式数 334,989株

②普通株式取得価格 4,480円

③取得総額 1,500,750,720円

（2）異動前の所有株式数 0株

 （所有割合0％）

（3）取得株式数 334,989株

（4）異動後の所有株式数 334,989株

 （所有割合100％）

 
 

(新株予約権の発行) 

 平成17年６月28日開催の定時株主総会に

おいて、商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づき、新株予約権を発行するこ

とを決議いたしました。その内容は、次の

とおりであります。 

１．付与対象者の区分及び人数 

 当社及び当社子会社の取締役、監査役、

従業員 

２．新株予約権の目的となる株式の種類 

 普通株式 

３．新株予約権の目的となる株式の数 

 3,000株 （注）１ 

４．新株予約権の行使時の払込金額 

 新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの払込金額は、新株予約権発行

の日の属する月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く。）における東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値

（以下、「終値」という。）の平均値に

1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り

上げる。）とする。ただし、その金額が新

株予約権発行日の前日の終値（取引が成立

しない場合は、その日に先立つ直近日にお

ける終値）を下回る場合は、当該終値とす

る。 （注）２ 

５．新株予約権の行使期間 

 平成20年７月21日から平成25年７月19日 

６．新株予約権の行使の条件 

（1）新株予約権の割当を受けた者（以下

「新株予約権者」という。）は、権利行使

時においても当社又は当社の子会社の取締

役、監査役、従業員の地位にあることを要

する。ただし、任期満了による退任、定年

退職その他正当な理由のある場合にはこの

限りではない。 

（2）権利行使期間中に死亡した新株予約

権者の相続人は、１名に限り権利を承継す

ることができるが、再承継はできない。 

（3）その他権利行使の条件については、

本株主総会及び新株予約権発行の取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権者との間

で締結する｢新株予約権割当契約｣に定める

ところによる。 

７．新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡については、取締役会の

承認を要する。 
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前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取得による株式会社iiyama(旧株式会

社イーヤマ販売)の完全子会社化） 

当社は平成17年11月７日に東京地方裁判

所に民事再生法の適用を申請した株式会社

イーヤマの事業継承に関して、同社及び同

社子会社の営業譲渡並びに株式譲渡を基本

スキームとするスポンサー契約を締結いた

しました。平成18年１月24日、同契約に基

づき株式会社イーヤマの100％子会社であ

る株式会社iiyamaの全株式を取得し､当社

の完全子会社といたしました。 

 １. 株式会社iiyamaの概要                          

（平成18年２月２日現在） 

商 号 株式会社iiyama 

事 業 内 容 液晶ディスプレイの販売 

設立年月日 2003 年 

本店所在地 東京都中央区 

代 表 者 代表取締役 高島 勇二 

資 本 金 200百万円 

 (注)株式会社イーヤマ販売は平成18年２

月２日に株式会社iiyamaに商号変更いたし

ました。 

 

２. 株式取得の条件等 

（1）株式取得の概要 

①普通株式取得株式数 4,000株

②普通株式取得総額 174,855,749円

（2）異動前の所有株式数 0株

 （所有割合0％）

（3）取得株式数 4,000株

（4）異動後の所有株式数 4,000株

（所有割合100％）

（注）普通株式取得価格の算定根拠 

未公開である株式会社iiyamaの株式取

得価格の算定にあたっては、株式会社

iiyamaの平成18年１月24日現在の想定時価

純資産価額を算定の上、時価純資産価額に

て受渡しを行っております。 

 

注）１．新株予約権の目的となる株式の数 

当社が株式の分割又は株式の併合を行う

場合には、上記の目的たる株式数は分割又

は併合の比率に応じ、次の算式により調整

されるものとする。ただし､かかる調整は

本件新株予約権のうち､当該時点で権利行

使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未

満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる

ものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分

割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは

新設合併を行い本新株予約権が承継され

る場合又は当社が新設分割もしくは吸収

分割を行う場合には、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。 

   ２．新株予約権の行使時の払込金額 

(1) 株式の分割又は株式の併合を行う場

合には、上記払込金額は分割又は併合の

比率に応じ次の算式により調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げるものとする。 

    調整後払込金額＝調整前払込金額× 

     １      

         分割・併合の比率 

（2）当社が時価を下回る価額で新株式の

発行（新株予約権の行使により新株式

を発行する場合を除く。）又は自己株

式の処分を行う場合は、上記払込金額

は次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げるものとする。 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 

 

 既発行株式数× 

                     

既発行株式数＋新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」と

は、当社の発行済株式総数から当社が保

有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には｢新規発行株

式数｣を｢処分する自己株式数｣、｢１株当

たり払込金額｣を｢１株当たり処分金額｣と

読み替えるものとする。 

 

 

 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新株式発行前の時価     
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前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の完全子会社である株式会社iiyama 

(旧株式会社イーヤマ販売)の株式会社イー

ヤマからの営業譲受） 

当社の完全子会社である株式会社iiyama

は平成18年２月１日に民事再生手続中であ

る株式会社イーヤマ及び同社国内外の子会

社からその優良資産等の営業並びに株式を

譲り受けました。 

１. 営業譲受の内容 

（1）営業譲受は、株式会社イーヤマより

株式会社ＭＣＪの完全子会社である株式会

社iiyamaに対して行われたもので、その譲

受内容は､次のとおりであります。 

① 株式会社イーヤマ、株式会社アコット

（株式会社イーヤマの子会社、生産業務）

及び株式会社ジェス（株式会社イーヤマの

子会社、ＲＭＡ業務）等の営むＡＨ事業

（汎用モニターを中心とする受託生産及び

販売事業）並びにＪＨ事業（特殊モニター

を中心とする自社生産及び販売事業）の譲

受。 

② 株式会社イーヤマオランダの発行済株

式全部の譲受。 

③ 株式会社イーヤマドイツ、株式会社

イーヤマイギリス、株式会社イーヤマフラ

ンスの発行済株式全部の株式会社イーヤマ

オランダへの譲受。 

④ 株式会社イーヤマ上海の発行済株式全

部の譲受。 

⑤ 株式会社イーヤマ台湾のＡＨ事業の譲

受。 

（2）営業譲渡価額に関しましては、営業

譲渡契約に従い、営業譲渡日現在の株式会

社イーヤマ等（株式会社イーヤマ等とは、

株式会社イーヤマ､株式会社アコット、株

式会社ジェス）が所有する資産（売掛金、

棚卸資産、不動産（飯山工場）、商標等の

知的財産権、譲渡対象事業に関わる機械・

装置等）の評価額に基づき、営業譲渡日で

ある平成18年２月１日に11億3,183万円

（税込み）を支払い、その後、平成18年２

月末日までに株式会社ＭＣＪ並びに株式会

社iiyamaが譲渡対象資産を精査の上、株式

会社イーヤマに対し精査後差額を平成18年

３月末までに支払うこととなっております 

 

なお、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い本件新株予約権が承継される

場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分

割を行う場合には､当社は必要と認める払

込金額の調整を行う。 

 

 

(株式取得による会社の買収) 

 平成17年３月29日開催の取締役会におい

て、株式会社シネックスの株式を取得して

子会社とすることを決議し、平成17年４月

19日に同社の株式を取得いたしました。 

１. 取得の目的 

パソコン部品及びパソコン周辺機器の購

買価格のコストダウンと同販売事業の強

化並びに両社事業にも相乗効果が見込ま

れるためであります。 

２. 株式取得の相手会社の名称 

ＳＹＮＮＥＸ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

３. 資本金及び売上高 

資本金 263,500千円

 （平成17年３月31日現在） 

売上高 17,710,696千円

 （平成16年11月30日現在） 

４. 事業の内容 

コンピュータ及び周辺機器の卸売業 

コンピュータの製造販売 

５. 取得する株式の数、取得価額及び取

得後の持分比率 

取得株式数（持分比率） 4,236,000株

 （80.38%）

取得価額 2,423,840千円

６. 支払資金の調達方法及び支払方法 

手許資金の一括方法によっております。 
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前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の連結子会社株式会社シネックスにお

けるフリーク株式会社の株式交換による完

全子会社化） 

 平成17年11月11日締結した「株式交換契

約書」に基づき、平成18年２月９日に株式

会社シネックスとフリーク株式会社の間に

て株式交換を実行し、株式会社シネックス

はフリーク株式会社の株式を100％完全子

会社といたしました。 

①株式交換比率 

 
株式会社 

シネックス 
フリーク株式会社 

株式交換比率 １ 1,634 

②株式交換により発行した新株式数 

  株式会社シネックスの普通株式  

2,941,200株 

 

 

（当社連結子会社の株式追加取得） 

平成18年２月９日の当社連結子会社であ

る株式会社シネックスとフリーク株式会社

の株式交換において、フリーク株式会社の

株主に発行された株式会社シネックスの新

株式のうち1,231,000株を同日当該株主か

ら837,080,000円で同日取得いたしまし

た。    

この結果、当社の株式会社シネックスに

対する株式保有割合は、61.3％となりまし

た。 

 

 

 

 


