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平成18年7月期 個別中間財務諸表の概要       

平成18年3月13日 
上 場 会 社 名  株式会社エム・ピ―・テクノロジ―ズ 上場取引所      東証マザーズ 
コード番号    3734 本社所在都道府県   東京都 
（URL http://www.mptech.co.jp）  
代   表   者 役職名 代表取締役社長 氏名 吉本 万寿夫  
問合せ先責任者 役職名 取締役副社長   氏名 中角 龍造 TEL (03)-5225-2501（代表） 
中間決算取締役会開催日 平成18年3月13日 中間配当制度の有無   有 
中間配当支払開始日      ― 単元株制度採用の有無  無 
 
1.平成18年1月中間期の業績(平成17年8月1日～平成18年1月31日) 

(1) 経営成績                                       （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年1月中間期 359 △64.9 △99 ― △101 ― 

17年1月中間期 1,024 86.5 153 18.3 139 7.4 

17年7月期 1,861  199  236  
 
 

中間(当期)純利益 
1株当たり 

中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 円 銭 

18年1月中間期 △62 ― △1,250 49 

17年1月中間期 84 19.6 2,671 10 

17年7月期 147  4,272 54 

(注) ① 期中平均株式数    18年1月中間期 49,882株   17年1月中間期 31,741株   17年7月期 34,538株 

   ② 会計処理の方法の変更  無 

   ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

(2) 配当状況 

 1株当たり中間配当金 1株当たり年間配当金 
 円 銭 円 銭 

18年1月中間期 0 00 ― ― 

17年1月中間期 0 00 ― ― 

17年7月期 ― ― 650 00 
 
(3) 財政状態                                        （百万円未満切捨） 

 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1月中間期 14,191 11,479 80.9 213,436 74 

17年1月中間期 4,628 3,564 77.0 101,095 70 

17年7月期 13,175 7,368 55.9 172,531 84 

(注) ① 期末発行済株式数   18年1月中間期 53,782株   17年1月中間期 35,261株   17年7月期 42,705株 

   ② 期末自己株式数    18年1月中間期   13株   17年1月中間期   10株   17年7月期   11株 
 
(4) キャッシュ・フローの状況                             （百万円未満切捨） 

 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1月中間期 ― ― ― ― 

17年1月中間期 336 △3,285 2,664 726 

17年7月期 ― ― ― ― 

（注）当中間会計期間及び前事業年度におけるキャッシュ・フローの状況については、連結財務諸表を作成しているため記載し

ておりません。 
 
２.平成18年7月期の業績予想 （平成17年8月1日～平成18年7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 1,600 △400 △240 650 00 650 00 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） △4,462円  46銭 

※上記の予想は、現時点において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提としておりま

す。実際の業績は、今後の様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。 
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３．中間財務諸表等 

中間財務諸表 

（1）中間貸借対照表 

       （単位：千円）

  前中間会計期間末 
（平成17年 1月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年 1月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年 7月31日現在） 

区分 注記
番号 金額 構成比

％ 金額 構成比
％ 金額 構成比

％

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  801,301 498,569 233,416 

２ 売掛金  426,953 68,622 396,927 

３ たな卸資産  60,461 76,970 44,579 

4 その他 ※2 100,965 31,155 42,888 

 流動資産合計   1,389,681 30.0 675,317 4.8  717,811 5.5 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1 80,626 109,807 132,377 

２ 無形固定資産  7,020 16,000 14,640 

３ 投資その他の資産    

 （１）関係会社株式  3,054,110 12,826,332 11,478,871 

 （２）長期貸付金  ― 353,310 674,880 

 （３）その他  97,286 210,841 156,809 

  計  3,151,397 13,390,484 12,310,560 

 固定資産合計   3,239,044 70.0 13,516,292 95.2  12,457,578 94.5

 資産合計   4,628,726 100.0 14,191,609 100.0  13,175,390 100.0 
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（単位：千円） 

  前中間会計期間末 
（平成17年 1月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年 1月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年 7月31日現在） 

区分 注記
番号 金額 構成比

％ 金額 構成比
％ 金額 構成比

％

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  158,100 34,780  141,011 

２ 短期借入金  ― 800,000  700,000 

３ 一年以内返済予定の長期借入金  232,000 491,992  232,000 

４ 未払法人税等  54,813 14,925  4,116 

５ 前受金  52,210 35,456  43,754 

６ その他 ※２ 85,919 98,634 120,359 

 流動負債合計   583,043 12.6 1,475,788 10.4  1,241,242 9.4

Ⅱ 固定負債    

１ 転換社債型 新株予約権付社債  ― ― 4,200,000 

２ 長期借入金  468,000 1,224,344 352,000 

３ 退職給付引当金  10,900 12,422 14,032 

４ その他  2,046 ― ― 

 固定負債合計   480,946 10.4 1,236,766 8.7  4,566,032 34.7

 負債合計   1,063,990 23.0 2,712,554 19.1  5,807,275 44.1

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金    1,621,690 35.0 5,627,140 39.7  3,525,990 26.8

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,734,964 5,740,414 3,639,264 

 資本剰余金合計   1,734,964 37.5 5,740,414 40.5  3,639,264 27.6

Ⅲ 利益剰余金    

１．中間(当期)未処分利益  298,677 271,322 361,458 

 利益剰余金合計   298,677 6.5 271,322 1.9 361,458 2.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △82,707 △1.8 △149,830 △1.1 △149,830 △1.1

Ⅴ 自己株式   △7,888 △0.2 △9,991 △0.1 △8,766 △0.1

 資本合計   3,564,735 77.0 11,479,054 80.9 7,368,115 55.9

 負債資本合計  4,628,726 100.0 14,191,609 100.0 13,175,390 100.0
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（2）中間損益計算書 

       
（単位：千円）

  
前中間会計期間 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 1月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 1月31日 

前事業年度の要約損益計算書

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

区分 
注記
番号 金額 

百分比
％ 金額 

百分比 
％ 金額 

百分比
％ 

      

Ⅰ 売上高   1,024,162 100.0  359,718 100.0  1,861,568 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  675,334 65.9 180,017 50.0  1,226,948 65.9

 売上総利益   348,828 34.1 179,700 50.0  634,620 34.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※1  195,518 19.1 279,200 77.6  435,257 23.4

 営業利益又は営業損失(△)   153,309 15.0 △99,500 △27.6  199,362 10.7

Ⅳ 営業外収益 ※2  1,552 0.1 38,315 10.6  100,945 5.4

Ⅴ 営業外費用 ※3  15,199 1.5 39,913 11.1  64,219 3.4

 経常利益又は経常損失(△)   139,662 13.6 △101,098 △28.1  236,088 12.7

 
税引前中間(当期)純利益 
又は税引前中間純損失(△) 

  139,662 13.6 △101,098 △28.1  236,088 12.7

 法人税、住民税及び事業税  49,197 3,639 69,503  

 法人税等調整額  5,681 54,879 5.3 △42,360 △38,721 △10.8 19,019 88,523 4.8

 
中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  84,783 8.3 △62,377 △17.3  147,565 7.9

 前期繰越利益   213,893 333,699  213,893

 中間(当期)未処分利益   298,677 271,322 361,458
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（3）中間キャッシュ・フロー計算書 

※当中間会計期間及び前事業年度におけるキャッシュ・フローの状況については、連結財務諸表を作成しているた

め記載しておりません。 

                                             (単位：千円) 

 

 前中間会計期間 
 

自 平成16年 8月 1日 
至 平成17年 1月31日 

区分 注記
番号 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益  139,662 

減価償却費  20,173 

退職給付引当金の増減額  5,039 

役員退職慰労引当金の増減額  △59,894 

受取利息及び配当金  △228 

支払利息  1,849 

為替差損  681 

社債発行費償却  12,238 

新株発行費償却  998 

固定資産除却損  111 

売上債権の増減額  352,924 

たな卸資産の増減額  △31,243 

前渡金の増減額  953 

未収入金の増減額  554 

前払金の増減額  △49,360 

仕入債務の増減額  59,548 

未払金の増減額  66,536 

前受金の増減額  △7,905 

未払消費税等の増減額  △30,294 

その他  △3,125 

 小計  479,221 

利息及び配当金の受取額  228 

利息の支払額  △4,025 

法人税等の支払額  △139,180 

営業活動によるキャッシュ・フロー 336,244 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △8,554 

子会社株式の取得による支出  △3,193,559 

有形固定資産の取得による支出  △72,545 

無形固定資産の取得による支出  △4,098 

敷金の差入による支出  △8,359 

敷金の預りによる収入  2,046 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,285,071 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入による収入  700,000 

 社債の発行による収入  1,987,761 

株式の発行による収入  4,701 

自己株式の取得による支出  △7,888 

配当金の支払額  △19,825 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,664,748 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △681 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △284,759 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,011,751 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 726,991 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 1月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

１ 資産の評価基準及び評価方

法 

(1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株

式 

    移動平均法による原価

法 

 

(2)デリバティブ 

― 

 

(3)たな卸資産 

①商品 

  移動平均法による原価法

②仕掛品 

個別法による原価法 

③貯蔵品 

最終仕入原価法 

(1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

 

(2)デリバティブ 

  時価法 

 

(3)たな卸資産 

①商品 

同左 

②仕掛品 

同左 

③貯蔵品 

同左 

(1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

 

(2)デリバティブ 

― 

 

(3)たな卸資産 

①商品 

同左 

②仕掛品 

同左 

③貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 

定率法により償却して

おります。尚、主な耐用年

数は,以下のとおりであり

ます。 

建物･･･15年 

工具、器具及び備品･･･4

年～15年 

（2）無形固定資産 

市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販

売数量に基づく償却額と

見込販売可能期間（1年）

に基づく定額償却額のい

ずれか大きい額により償

却しております。 

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

基づく定額法により償却

しております。 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 1月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

３ 引当金の計上基準 

 

（1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

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。 

（2）退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備

えるため、中間期末にお

ける退職給付債務の見込

額に基づき、中間期末に

発生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

 

 

 

 

（3）役員退職慰労引当金 

平成16年10月21日開催

の株主総会で役員退職慰

労金の制度廃止に伴う打

ち切り支給が決議されま

したが、平成16年12月8日

開催の取締役会及び同日

に行った監査役会の協議

において具体的な金額及

び支給時期等を決議した

ため、役員退職慰労引当

は全額取崩し、当中間会

計期間末時点の未払額

63,409千円は流動負債の

「その他」に含めて計上

しております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

      平成17年7月20日開催取

締役会の決議により平成

17年7月31日をもって従

業員の退職金制度を廃止

しております。尚、当該

退職未払額は確定してお

りますが、従業員の退職

時に支給するため、引き

続き「退職給付引当金」

として計上しておりま

す。 

（3）役員退職慰労引当金 

平成16年10月21日開催

の株主総会で役員退職慰

労金の制度廃止に伴う打

ち切り支給が決議されま

したが、平成16年12月8日

開催の取締役会及び同日

に行った監査役会の協議

において具体的な金額及

び支給時期等を決議した

ため、役員退職慰労引当

は全額取崩し、当中間会

計期間末時点の未払額

60,742千円は流動負債の

「その他」に含めて計上

しております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）役員退職慰労引当金 

平成16年10月21日開催

の株主総会で役員退職慰

労金の制度廃止に伴う打

ち切り支給が決議されま

したが、平成16年12月8日

開催の取締役会及び同日

に行った監査役会の協議

において具体的な金額及

び支給時期等を決議した

ため、役員退職慰労引当金

は全額取崩し、決算期末時

点の未払額63,409千円は

流動負債の「その他」に含

めて計上しております。 

４ 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、

中間期末の直物為替相場

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。 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理

によっております。 

  

同左 

 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 1月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

６ ヘッジ会計の方法  

― 

(1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。また、為替予約が付

されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を

行っております。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 為替予約 

ヘッジ対象 

 外貨建予定取引 

 外貨建金銭債権債務等 

(3)ヘッジ方針 

デリバティブ取引は、将来

の為替の変動によるリスク回

避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針であり

ます。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段に関する重要な

条件がヘッジ対象と同一であ

り、ヘッジ開始時及びその後

においても継続して相場変動

が完全に相殺されるものであ

ると想定できる場合にはヘッ

ジの有効性の判定は省略して

おります。 

 

― 

７ 中間キャッシュ・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、

且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。 

 

 

― 

 

― 

８ その他中間財務諸表（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は、

税抜方式によっておりま

す。 

 

同左 

 

同左 
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(表示方法の変更) 

前中間会計期間 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年1月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間会計期間において営業キャッ

シュ・フローの「その他」（前中間会計期

間4,731千円）に含めて表示しておりまし

た「未払金の増減額」については重要性

が増したため、当中間会計期間より区分

掲記しております。 

 

― 

 

 

― 

 

 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年1月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、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。 

― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

（平成17年1月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年1月31日） 

前事業年度末 

（平成17年7月31日） 

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額     22,052千円 

 

※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。 

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額      42,207千円

 

※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。 

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額     46,965千円 

 

※２ 消費税等の取扱い 

― 

          

 

(中間損益計算書関係) 

 前中間会計期間 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年1月31日 

 当中間会計期間 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

※１ 減価償却実施額  

   有形固定資産    13,708千円 

   無形固定資産     6,464千円 

 

※２ 営業外収益の主要項目 

― 

    

 

※３ 営業外費用の主要項目 

  支払利息       4,025千円 

  社債発行費償却  12,238千円 

 

 

 

 

※１ 減価償却実施額  

   有形固定資産   23,826千円 

   無形固定資産     1,811千円 

 

※２ 営業外収益の主要項目 

   為替差益       22,974千円 

   受取利息      13,374千円 

 

※３ 営業外費用の主要項目 

  支払利息      12,408千円 

新株発行費償却  27,417千円 

   

 

 

※１ 減価償却実施額  

   有形固定資産     39,390千円 

   無形固定資産     10,076千円 

 

※２ 営業外収益の主要項目 

為替差益       89,856千円 

   受取利息       5,349千円 

 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息      8,783千円 

新株発行費償却   21,320千円 

社債発行費償却   33,928千円 

 

 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 前中間会計期間 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年1月31日 

 当中間会計期間 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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１月31日現在) 

現金及び預金 801,301千円

預入期間が３か月 

を超える定期預金 
△74,309千円

現金及び 

現金同等物 
726,991千円

 

 

― 

 

― 
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(リース取引関係) 

 前中間会計期間 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年1月31日 

 当中間会計期間 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

１ リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引に係る注記 

 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

（単位：千円） 

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

中間期末

残高 

相当額 

工具、器具

及び備品 
4,593 2,602 1,990 

合 計 4,593 2,602 1,990 

 

②未経過リース料中間期末残高相当 

額 

 

1年内 953千円 

1年超 1,169千円 

合計 2,122千円 

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料    516千円 

減価償却費相当額 459千円 

支払利息相当額   55千円 

 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

   

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

１ リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引に係る注記 

 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

          （単位：千円）

 取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高 

相当額

工具、器具

及び備品
4,593 3,521 1,071

合 計 4,593 3,521 1,071

 

②未経過リース料中間期末残高相当

額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

1年内 998千円

1年超 170千円

合計 1,169千円

 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料   516千円 

減価償却費相当額 459千円 

支払利息相当額  33千円 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

１ リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引に係る注記 

 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

（単位：千円）

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

工具、器具

及び備品
4,593 3,062 1,531

合 計 4,593 3,062 1,531

 

②未経過リース料期末残高相当

額 

 

1年内 975千円

1年超 676千円

合計 1,651千円

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料  1,032千円 

減価償却費相当額 918千円 

支払利息相当額  100千円 

 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 前中間会計期間末（平成17年1月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

                                               （単位：千円） 

 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 3,054,110 3,168,370 114,259

合計 3,054,110 3,168,370 114,259

 

 当中間会計期間末（平成18年1月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

                                                （単位：千円） 

 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 4,320,571 5,634,944 1,314,373

合計 4,320,571 5,634,944 1,314,373

 

 

前事業年度末（平成17年7月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの        

             （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 3,054,110 2,788,981 265,129

合計 3,054,110 2,788,981 265,129

    

 

(デリバティブ取引関係) 

※ 当中間会計期間及び前事業年度に係る｢デリバティブ取引関係｣については、中間連結財務諸表及び連結財務

諸表における注記事項として記載しております。 

 

 前中間会計期間末（平成17年1月31日現在） 

   当社は、デリバティブ取引の残高がないため、該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

 前中間会計期間 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年1月31日 

 当中間会計期間 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

1株当たり純資産額      101,095円70銭 1株当たり純資産額     213,436円74銭 1株当たり純資産額      172,531円84銭  

1株当たり中間純利益      2,671円10銭 1株当たり中間純損失      1,250円49銭 1株当たり当期純利益      4,272円54銭

潜在株式調整後 

1株当たり中間純利益       2,508円54銭 

尚、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、潜在株式は存在しますが、１株当

たり中間純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益     4,176円53銭

 

 

（注）1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

                                                   （単位：千円） 

項目 

前中間会計期間 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 1月31日 

当中間会計期間 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 1月31日 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

中間（当期）純利益又は中間（当

期）純損失 
84,783 △62,377 147,565

普通株主に帰属しない金額   ― ―                            ―

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は中間（当期）純損失 
84,783 △62,377 147,565

普通株式の期中平均株式数（株） 31,741 49,882 34,538

中間（当期）純利益調整額 ― ―                            ―

潜在株式調整後 1 株当たり中間

（当期純利益の算定に用いられ

た普通株式増加数の主要な内訳

（株） 新株予約権 

2,057 ― 794

普通株式増加数（株） 2,057 ― 794

希薄化効果を有しないための、潜

在株式調整後1株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式概要 

商法第280条ノ20及び第280

条ノ 21 の規定に基づく新株

予約権 1 種類(新株予約権の

数83個) 

商法第280条ノ20及び第280

条ノ 21 の規定に基づく新株

予約権 1 種類(新株予約権の

数71個) 

商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権1種

類(新株予約権の数77個) 

第 2 回転換社債型新株予約権付社

債の新株予約権 1 種類（新株予約

権の数40個） 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

自 平成16年8月 1日 
至 平成17年1月31日 

１. Logiclink, Inc.の子会社化について 

 当社は、平成17年3月15日開催の取締役会において、Logiclink, Incの株式を取得し、子会社化する旨を決定し、平成17年3月19日

に子会社化が完了いたしました。 

株式取得の目的 ホテル内のビジネスセンターを24時間利用可能にするサービス(Business 

Automation Center@Hotel)を設置・運営し、また300超のメジャーホテルへの

導入・運営実績を持つ同社の株式を取得することで、MPTグループとしてホス

ピタリティ市場へトータルソリューションを提供できるとともに、多大なシ

ナジー効果が見込めること。 

商号 Logiclink, Inc. 

主な事業内容 ホテルビジネスセンター設置・運営 

資本金 US$926,025 

移動年月日 平成17年3月19日（USA時間3月18日） 

取得株式数 750株（所有割合 75.0％） 

取得価額 US$7.5million（約7億8,000万円） 

支払方法 当社自己資金を充当 

 

２. 中国子会社設立業務の完了について 

 当社は、平成16年12月12日開催の取締役会において決議しております中国子会社設立について、平成17年3月16日に設立業務の手続

きが完了いたしました。 

子会社設立の目的 当社の研究開発業務の一部委託と、中国のホテル・マンション市場向けにブ

ロードバンドビジネスを展開する拠点とするために、中国上海大学科学技術

園と上海市に合弁会社を設立。 

商号 上海上大吉柴甩子信息技木有限公司(中文表記) 

Shanghai University Yoshiba Information Technology Co., Ltd.(英文表記) 

代表者 董事長 チャイ グゥオ チャン 

事業内容 ①コンピュータソフトウェア開発並びに技術サービス、技術訓練、技術コン

サルティング 

②コールセンター開設による各種保守・サポート業務 

③中国・アジア地域のホテル・マンション・ビル市場へのVODを含むブロード

バンドシステム構築、販売                

資本金 3,000万円 

設立年月日 平成17年1月22日 

所在地 中国上海市延長路149号(中国上海大学科学技術園内) 

決算期 12月31日 

出資者 株式会社エム・ピー・テクノロジーズ(95%) 

上海大学(5%)   
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当中間会計期間 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年1月31日 

該当事項はありません。 
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前事業年度 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年7月31日 

１.新株予約権の発行 

平成17年10月27日開催の定時株主総会の特別決議で承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストッ

クオプションとして発行する新株予約権の内容について、同日以下のとおり決定されました。 

(1) 発行理由 

当社の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるとともに優秀な人材を確保し、また、株主価値を重視した経営をより一層

推進することを目的として、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を割当発行するものであります。 

(2) 新株予約権の割当の対象者 

   当社の従業員 

(3) 新株予約権の発行日 

   未定 

(4) 新株予約権の発行数 

   127個(新株予約権１個につき１株) 

(5) 新株予約権の発行価額 

   無償で発行するものとする 

(6) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

   当社普通株式 127株 

(7) 新株予約権行使に際して払込をなすべき金額 

 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込価額

(以下、「行使価額」という)に発行または移転する株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月

の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における株式会社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を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権

を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、後者の価額とする。 

 なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず

る1円未満の端数は切り上げる。  

１ 
調整後行使価額＝調整前行使価額× 

分割・併合の比率 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権、平成14年4月1日改正前商

法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合には、次の算式により

行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。 

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、ま

た、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分

金額」に、「新規発行前の株式の時価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替える。 

(8) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組み入れない額 

新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組み入れない額は、行使価額より資本に組み入れる額を減じた額とす

る。資本に組み入れる額とは、行使価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、これを切り上げた額

とする。 

(9) 新株予約権の権利行使期間 

   平成18年4月1日から平成23年3月31日まで 

   新規発行株式数×１株当り払込金額 
既発行株式数＋

新規発行前の株式の時価 
調整後行使金額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋新規発行株式数 
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前事業年度 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年7月31日 

(10) 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)が当社と競合する業務を営む会社の常勤または非常勤の役員また

は従業員に就任していないことを要する。ただし、当社取締役会による事前の承諾を得た場合は除く。 

 ② 新株予約権者が死亡した場合は、下記⑥により締結される契約に従い相続人が新株予約権者の死亡日より 2 年以内(ただし権利

行使期間の末日を超えない)に限り権利を行使することができる。 

 ③ 新株予約権者は、以下の区分に従って権利の一部または全部を行使することができる。 

  (ア)平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 

対象者が付与された新株予約権の総数の3分の1(少数第1位以下は切捨て)まで 

  (イ)平成19年4月1日から平成21年3月31日まで 

      対象者が付与された新株予約権の総数の3分の2(少数第1位以下は切上げ)まで 

(ただし(ア)の行使分を含めて3分の2とする) 

  (ウ)平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 

     残りの新株予約権全て 

 ④ 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 

 ⑤ 当社の従業員として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の従業員の地位にあることを要る。 

⑥ その他の条件については、平成17年９月14日開催の取締役会決議および平成17年10月27日開催の当社第７期定時株主総会

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書に定めるところによる。 

 

２．多額の資金の借入 

   当社は平成17年9月26日開催の取締役会の決議により、平成17年9月30日付にて連結子会社であるGuest-Tek Interactive 

Entertainment Ltdが実施する第三者割当増資引受を目的とした、以下の借入を実施しております。 

（1）UFJ銀行 

(a)借入金額              700,000千円 

(b)返済期限及び方法    5年間 毎月ごとに60回元金均等分割返済   

(c)担保提供資産      無担保 

（2）みずほ銀行 

(a)借入金額        100,000千円    

(b)返済期限及び方法    3年間 3ヶ月ごとに12回元金均等分割返済 

(c)担保提供資産      無担保 

（3）あおぞら銀行 

(a)借入金額        500,000千円    

(b)返済期限及び方法    3年間 6ヶ月ごとに6回分割返済 

(c)担保提供資産      無担保 

 

３．多額な転換社債の転換について 

   平成17年5月9日に発行した第1回及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債につき、平成17年8月15日から平成17年

10月7日までの権利行使による転換社債の株式への転換は次のとおりであります。 

（1）貸借対照表日後の転換額 

   社債の減少額       4,200,000千円 

   資本金の増加額      2,100,000千円 

   資本準備金の増加額    2,100,000千円 

   増加した株式の種類       普通株式 

     増加した株式数         11,027株 

    

 


