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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 35,602 － 1,124 － 1,105 －

17年３月期 － － － － － －

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 574 － 1,436 99 1,376 25 4.5 3.7 3.1

17年３月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 399,586株 17年３月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

⑤前連結会計年度については、連結財務諸表を作成していないため記載を省略しております。また、「株主資本当
期純利益率」及び「総資本経常利益率」は、それぞれ「当期末総資本」及び「当期末資本の部合計」により計算し
ております。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 29,701 12,699 42.7 28,041 54

17年３月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 452,868株 17年３月期 －株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 △395 △5,009 8,642 8,152

17年３月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 11社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 11社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19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

中間期 26,141 574 464

通　期 61,304 2,040 1,035

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,285円43銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の11ページを参照して下さい。
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当期中の発行済株式数の増加

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円）

前事業年度

平成16年６月１日 有償一般募集 1,700 828,000 340,000

平成16年９月21日 株式分割（1：10） 94,986 － －

平成16年12月14日 有償一般募集 12,000 216,580 108,290

当事業年度

平成17年４月22日 第三者割当 8,603 280,000 140,000

平成17年10月28日 第三者割当 3,990 251,000 125,500

平成17年10月31日 新株予約権行使 6,380 6,000 3,000

平成18年１月４日 株式交換 37,036 　　　 （注） －

平成18年１月31日 新株予約権行使 6,300 2,000 1,000

平成18年２月20日 株式分割（1：3） 273,026 － －

 （注）株式交換による発行価額の総額1,945,858千円は、資本準備金として計上しております。
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１．企業集団の状況

　当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、パソコンの製造販売業を中心とした当社(株式会社ＭＣＪ)とパソコン

周辺機器及び部品のマルチディストリビュータである株式会社シネックス及び株式会社シネックスの子会社である

ハードディスク販売業を営むフリーク株式会社、パソコンモニター及びディスプレイの製造販売業を営む株式会社ｉ

ｉｙａｍａ及び株式会社ｉｉｙａｍａの海外子会社Iiyama Benelux B.V.、Iiyama Deutschland GmbH、IIYAMA 

FRANCE　SARL、Iiyama(UK) Limited、Iiyama Polska Ｓp.zo.o.、パソコン関連専門書の出版を営む株式会社秀和シ

ステム、パソコン等のサポートコールセンター業を営む株式会社ウェルコム及び平成18年４月に株式会社ウェルコム

の子会社となった株式会社Ｃ＆Ｔモバイルサポート、当社投資部門である株式会社ＧＴＩパートナーズの13社により

構成されております。

　パソコン関連事業において、株式会社ＭＣＪはパソコンの製造販売を行っており、ＢＴＯ（受注生産）による顧客

からの注文により、株式会社シネックス及び国内外のメーカーにパソコン関連パーツを発注し、効率的かつコストダ

ウンを実現した調達を実施し、株式会社シネックス及び国内外のメーカーから調達したパーツ等を用いて製造委託先

及び自社工場にて製造を行っております。国内の一般顧客向けには、ＷＥＢダイレクト販売、電話通販、ダイレクト

ショップ、家電量販店・小売店舗を通じて販売し、また、国内の法人顧客向けには、ＷＥＢダイレクト販売、電話通

販、直接営業、商社及びシステムインテグレータを通じて販売を行っております。株式会社シネックスは、卓越した

管理システムで最小限のコストにより最大限の利益を得るＣＩＳシステム（ＥＲＰシステム）を駆使し、購買から販

売まで流通管理を行っております。株式会社ｉｉｙａｍａは、パソコン汎用モニター及び特殊モニター等の開発・製

造・販売を手がける国内屈指の製造メーカーであり、株式会社ＭＣＪ及び株式会社シネックスとの相乗効果を出して

おります。株式会社秀和システムは、パソコン関連専門書等の国内でも有数の出版社としてそのポジションを確立し

ております。株式会社ウェルコムは、大手通信回線会社のインハウスコールセンター等のサポートを中心に当社グ

ループの総合サービスサポートセンターとして顧客満足度の向上に寄与しております。

　その他事業において、株式会社ＧＴＩパートナーズは今後当社グループが成長していくために必要なサービスや技

術を持った企業への投資及び将来的に株式上場を目指す企業（ベンチャー）向けに投資を行っております。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　パソコンの使用環境及び利用用途が多様化する現代において、お客様のパソコンに対するニーズは一人ずつ異なり

ます。当社は、「お客様の理想を形に」という経営方針のもと、受注生産方式にてお客様のニーズに合わせたパソコ

ンを生産するメーカーです。急激に進む通信分野、ソフトウェア分野からのＩＴ社会の創造に歩調を合わせながら、

当社はハードウェア分野からＩＴ社会の創造に貢献していくことを経営における行動指針としております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は設立以来、財務体質の強化と将来の成長への備えを優先してきたために配当は実施しておりません。当面は、

今後の事業展開のための積極的な投資を優先するため、内部留保の充実を優先したいと考えております。一方で、株

主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績を勘案して利益配当を検討してまいります。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引き下げに関しましては、株式の流動性を高め、株主層の拡大に寄与する有用な施策であると考えてお

ります。そのなかで、当期につきましては、平成18年２月20日に普通株式１株を３株に分割いたしました。

　今後も、株価の推移を注視しながら、株主数及び株式の需給環境等を総合的に勘案した上で随時検討していきたい

と考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社は、成長の第二段階にあるベンチャー企業であるとの前提に立ち、①中長期的な売上高・利益成長、②キャッ

シュ・フロー重視、③Ｍ＆Ａを活用した事業領域の拡大、以上の三点を目標とすべき経営指標として掲げ、企業価値

の最大化を目指しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、直販機能を持つ受注生産メーカーであり、パソコンの使用環境及び利用用途が多様化する現代において、

お客様のパソコンに対するニーズの違いをお客様とともに考える技術者集団でありたいと思っております。

　中期的なビジョンとして、『私の・我が社のメーカー』と呼ばれるまでにブランドイメージを高めることを標榜し

ております。そのために、価格、品質及び顧客サービス面でのクオリティを高めることを掲げ、『全社員による目標・

価値観の共有』、『中堅幹部社員のマネジメント能力の育成』、『社員のプロフェッショナリズムの育成』を達成目

標としております。

　また、当社は、パソコンの受注生産メーカーとしてパソコン事業の成長を図る一方、事業環境の変化が著しいイン

ターネット及びパソコン業界において、総合ＩＴ企業グループ形成を標榜し、関連事業会社の子会社化及び関連事業

会社との積極的な業務提携等により、当社及び当社グループの事業領域を順次拡大し、グループ企業価値の最大化に

努めてまいりました。その結果、平成18年５月25日現在、当社及び当社の関係会社により構成される企業グループは

13社となっております。

　なお、当社は、総合ＩＴ企業グループ形成をより一層進展させる上で、当社グループの経営効率向上並びにコーポ

レートガバナンスの強化及び拡充を実現するため、平成18年10月１日付で、純粋持株会社体制に移行し、インターネッ

ト及びコンピューター業界における急激な事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対応可能な経営管理体制へ移行すると

ともに、当社グループ全体の経営戦略の推進母体として経営管理・リスクマネジメント機能に特化してまいります。

同時に、各事業会社においては、主たる事業における業務執行に専門・特化することで、主たる事業の競争力の強化

を図り、更なるグループ企業価値の最大化に努めてまいります。
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(6）会社が対処すべき課題

　経営戦略としては営業体制の強化とシステムの強化、組織戦略としてはグループ企業間のシナジー効果の発揮のた

めに以下の課題に取り組んでまいります。

①　営業体制の強化

　パソコン事業につきましては、従来のコンシューマー向けの販売の順調な伸びに加えて、当社グループの認知

度と製品力の高まりにより法人向けの販売が大きく伸びております。従いまして、営業人員の増加を図りアウト

バウンドのコールセンターを整備することで法人向けの営業体制の強化を図ってまいります。

②　システムの強化

　当社の受注生産の仕組みを支える基幹システムについて、事業規模の拡大に伴うトランザクションの増加に対

応できる新たなシステム構築が急務となっており、早急にシステム構築に向けた準備を整え新たなシステムを構

築してまいります。

③　グループ間のシナジーの発揮

　急激な技術の進歩により、ユーザーはパソコンをＭＰ３プレイヤーやデジタルカメラ等の様々な周辺機器やデ

ジタル情報家電と組み合わせることで、デジタルライフを充実させることができるようになりました。また、通

信やソフトウェアの急激な進化に伴ってハードウェアにも高い処理能力が要求されており、アップグレードやパー

ツの増設等のニーズも高まっております。これらの状況に対応するため、連結子会社である株式会社シネックス

と連携し、グループにおけるシナジーを高めることで、パーツ及び周辺機器事業の一層の強化が図られるよう努

力してまいります。

　また、平成18年１月より当社及び当社子会社の関係会社となった、株式会社秀和システム、株式会社ウェルコ

ム、株式会社シネックスの子会社であるフリーク株式会社、株式会社ｉｉｙａｍａ及び同社海外子会社５社並び

に株式会社ウェルコム及び同社子会社である株式会社Ｃ＆Ｔモバイルサポートとの間の連携を強化し、シナジー

効果を早期に発揮出来るように努めてまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、企業経営はゴーイングコンサーンを前提としており、そのためにはコンプライアンス体制、リスク管

理体制、企業としての社会的責任の認識、そして適切な内部統制システムの維持・強化が重要であると認識して

おります。また、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令の遵守並びに資産の保全

が図られるよう内部統制システムの整備の基本方針を以下のとおり定めるとともに、業容の拡大や変容、会社を

取り巻く環境の変化などに伴い、従来その整備を決定した内部統制システムが十分に機能しなくなった場合には、

内部統制システムの見直しを実施し、会社の業務の適正を確保するための体制を整えてまいります。

  １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）当社のすべての役職員がとるべき行動の基本方針である行動規範及び具体的な行動の基準としての行動

指針を明文化した「企業行動憲章」の徹底を図ることで、当社のすべての役職員が高い倫理観に基づい

て行動し、あらゆる企業活動の前提として法令を遵守する体制を確保いたします。

　（２）当社総務人事部内にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンスの推進、役職員への教育、指

導を行うとともに、内部監査室はコンプライアンス責任者と連携してコンプライアンスの状況を監査い

たします。監査結果については、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものといたします。

　（３）取締役は、相互に他の取締役の職務執行状況を監視・監督するとともに、取締役の職務執行の適法性を

確保するための牽制機能として、社外取締役が常時在籍するようにいたします。

　（４）コンプライアンス責任者及び取締役並びに監査役は、コンプライアンス上の問題を発見した場合には、

速やかに取締役会及び監査役会に報告の上、その内容を調査・審議し、再発防止策を実施いたします。

　（５）法令上疑義のある行為等について通報・相談を受付ける窓口としてコンプライアンスホットラインを設

置するとともに、通報者に不利益が生じない体制を構築いたします。
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  ２．取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  （１）当社は、取締役及び執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理を統括する責任者を取締役又は執行役

の中から任命するとともに、その者が管理する「文書管理規程」並びに関連法令に定められた期間、取

締役会をはじめとする重要な意思決定、職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し保管いたし

ます。

  （２）これらの文書又は電磁的媒体は、取締役又は監査役から閲覧の請求があった場合、速やかに閲覧・謄写

可能な状態にて管理いたします。

  （３）法令又は証券取引所適時開示規則に従い、必要な情報を適時適切に開示いたします。

  （４）第１項の文書管理規程を改定する場合には、取締役会及び監査役会の承認を受けるものといたします。

  ３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  （１）当社は、取締役会において、リスク管理の基本方針、体制及び運用ルール等を体系的に定める「リスク

管理規程」を新たに制定し、同規程に基づき各部門の業務執行責任者が担当業務のリスク管理をおこな

う一方、総務人事部が内部監査室と連携して、組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的な対応を行

い、その結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告いたします。

  （２）当社の経営に重大な影響を及ぼすリスクが発生した場合に備え、事前に適切な対応方法を取り決めるな

ど、損失を最小限にとどめるために必要な体制の整備を行います。

  ４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  （１）取締役会は、役職員が共有する全社的な目標を定めるため中期経営計画を策定し、中期経営計画に基づ

き、各事業部門への効率的かつ適正な経営資源の配分を行います。

  （２）執行役員制度により、経営と業務執行の分離並びに職務権限・意思決定ルールの明確化を図り、各取締

役が自己の職務に対し権限と責任を十分に果たす体制を構築しております。

  （３）取締役の業務執行に必要な情報を適時適切に提供するための情報システムの導入及び業容の拡大、環境

の変化に応じたシステムの再評価により、問題を迅速に識別し、解決することを可能としております。

  ５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  （１）当社及び子会社から成る企業集団としての業務の適正と効率性を確保するため、当社グループを所管す

るビジネスパートナー本部が、「関係会社管理規程」に基づき子会社のリスク管理体制及びコンプライ

アンス体制等の監督及び指導を行っております。

  （２）子会社の取締役及び監査役を当社の役職員から派遣し、子会社の取締役の職務執行状況を監督するとと

もに、子会社に係る開示対象となる情報を網羅的に収集することで、当社グループ全体の適時開示体制

の充実を図っております。

  （３）ビジネスパートナー本部が、原則として年１回又は必要に応じて子会社の監査を行うとともに、監査結

果を当社の代表取締役に報告する体制を整備してまいります。

  ６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにそ

の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

  （１）監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、内部監査

室の職員は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものといたします。

  （２）人事担当役員は、内部監査室の職員の人事異動又は懲戒処分を行う場合には、あらかじめ監査役会に報

告の上、その承認を得るものといたします。

  ７．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制及びその他の監査役会への報告に関する体制

  （１）取締役又は使用人は、監査役会に対して、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事

項、内部監査の実施状況、コンプライアンスホットラインへの通報・相談内容、その他経営上の重要な

決定の内容を速やかに報告いたします。

  （２）取締役又は使用人は、監査役会に報告すべきと判断した事項については、上記事項に限らず、監査役に

直接報告することができるものといたします。
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  ８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  （１）監査役会は、監査上必要な事項につき、代表取締役と定期的に会合を持ち、意見交換を行います。

  （２）監査役会は、内部監査部門と適時連携を取り、監査役の監査が実効的に行われるよう努めます。

  （３）監査役会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換を行うとともに、会計監査の状況について会

計監査人から報告を受けるものといたします。

  （４）取締役会は、監査役会に対し、必要に応じて弁護士、会計士などの専門家に監査業務に関する助言を受

ける機会を保障いたします。

 

②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

　当社のコーポレート・ガバナンス体制、経営監視及び内部統制の仕組みは次の通りであります。

　　　　a.　監査役監査の状況

  当社では、厳しい経営環境に対応するために、迅速かつ的確な経営判断が重要であると考えており、意思決定

のスピード確保と経営戦略遂行における透明性確保の観点から、取締役及び監査役は取締役会を月１回以上開催

し、経営計画の進捗報告及び検証、中長期的な経営戦略の策定を定期的に行っております。よって、月１回の頻

度で、取締役、監査役及び幹部社員が出席する経営会議を開催しております。また、平成18年３月末現在、監査

役は常勤１名と非常勤２名の３名体制であり、監査役は、代表取締役２名と取締役５名とともに取締役会へ出席

し、取締役会の監視・監督業務を果たしております。透明度の高い経営が行われるよう月１回の頻度で監査役会

を開催し、チェック体制を強化してまいります。
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　　　  b.　内部監査の状況

　当社における内部監査は、内部監査室（１名）により、各部署の所管業務が法令、定款及び社内諸規定に従い、

適正かつ有効に運営されているか否かを調査し、その結果を社長に報告するとともに適切な指導を行い、当社の

財産の保全及び経営効率の向上に資することを目的として行っております。内部監査の方法は、質問、書類もし

くは実地監査を併用して、会計監査及び業務監査を実施しております。会計監査は監査法人と、業務監査は監査

役との連携により、随時監査を行っております。

 　　　 c.　会計監査の状況

　公認会計士監査は中央青山監査法人に依頼しております。当社の会計監査を担当した公認会計士は以下のとお

りであり、随時３名程度の補助者が監査業務に携わっております。

　　　代表社員　　業務執行社員　　公認会計士　　江島　智　

　　　　　　　　　業務執行社員　　公認会計士　　大黒　英史

  　　　d.　役員報酬及び監査報酬

  当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、及び中央青山監査法人に対する監査報酬は以下のと

おりであります。

　　　役員報酬：取締役に支払った報酬　　　　　 54,537千円

　　　　　　　  監査役に支払った報酬　　　　　 10,990千円

　　　監査報酬：公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　　　11,000千円

   　　 e.　その他

  当社はコンプライアンスを強化する観点から３名の弁護士と顧問契約を締結しております。顧問弁護士は、当

社の経営活動の合法性確認及び法律問題の発生時や経営上、法律に基づいた判断が必要になった際の確認・指導

を随時行っております。

③　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役ロバート・ファング並びに当人が最高経営責任者兼取締役社長を兼任する米国シネックスコーポレー

ションは、人的関係及び取引関係はありませんが、当社の株式を保有しております。また、社外取締役大野三規

は、当社の資本業務提携先であるアロシステム株式会社の代表取締役社長を兼任しております。なお、定型的な

取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、当社の非常勤監査役は当社の

出身ではありません。

④　コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近一年間における実施状況

　当社では、取締役会は取締役７名、監査役３名（内社外監査役２名）で構成され、月１回定例開催しておりま

す。取締役会には常勤監査役・非常勤監査役は必ず出席し、取締役とは責務を異にする独立機関であることを充

分認識しております。取締役会においては積極的かつ活発な議論が行われており、監査役の業務監査権限が適切

に機能する運営体制となっております。

　また、取締役会とは別に月１回の頻度で、取締役、監査役及び幹部社員が出席し、個別経営課題を協議する経

営会議を開催しております。経営会議では、経営計画、組織体制、営業状況等の検討が行われ、迅速な意思決定

を支えております。

　さらに、内部監査室を中心として、業務の適切な運営、改善を図るとともに財産を保全し不正を防止すること

を目的として、計画的・網羅的な内部監査が実施されております。

　最近１年間におきましては、全ての月において最低１回の取締役会及び経営会議の開催を実施いたしました。

また、内部監査につきましても、内部監査室により計画どおり実施されました。
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(8）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(9）関連当事者との関係に関する基本方針

当社グループは、関連当事者との取引については適法かつ適切な開示を実施するとともに、当該取引の妥当性が

確保されることを前提としており、他の取引先と同等の取引条件により取引を行うことを基本方針としております。

(10）その他、会社の経営上の重要な事項

特記すべき事由はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当期の日本経済は、大企業を中心とした企業収益の改善により設備投資が増加し、個人消費にも明るさが見えるな

ど、全体としては景気回復の踊り場を脱し、緩やかな回復を続けてまいりました。一方で、原油価格の高騰なども続

いており、依然として景気の先行きに楽観はできない状況にあります。また、当連結会計年度を通じて為替レートが

大幅に円安に振れたことは、部品調達面で海外への依存度の高い当社グループには逆風下でありました。

　このような経営環境の下、当社グループの属するコンピューター業界は技術革新も速く、業界再編が急ピッチで進

んでおります。この中で勝ち残っていくためには、販売力、調達力、製品開発力、サービス力等を含めた総合的なグ

ループとしての組織力が必要であり、スケールメリットの追求が重要となります。このため、当社グループは、株式

会社シネックス及びフリーク株式会社の買収により商社機能を強化して調達・販売力を高めるとともに、液晶ディス

プレイメーカーの株式会社ｉｉｙａｍａを買収することで製品ラインナップを拡大し、コールセンターの株式会社ウェ

ルコムの買収によりサービスの質を高め、ＩＴ関連書籍出版の株式会社秀和システムの買収によりブランド力の強化

を図るなど、総合的なコンピューターのハードウェアソリューションカンパニーへの脱皮を図ってまいりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は、35,602,216千円となりました。一方で、主に円安を理由とする売上総利益

率の低下を販売費及び一般管理費のコントロールでは吸収しきれず、営業利益は1,124,279千円、経常利益1,105,173

千円となりました。売上高を品目別に見ますと、下記のとおりとなります。

　なお、当連結会計年度において、株式会社ウェルコム、フリーク株式会社、株式会社ｉｉｙａｍａは第４四半期か

らの連結となっておりますが、来期からはこれらの業績が通期を通じて寄与する予定であります。

販売実績 （単位：千円）

セグメント別 品目別
第８期

売上高  構成比

パソコン関連事業
パソコン関係製品 12,876,584 36.2％

パーツ・周辺機器 21,151,296 59.4

その他事業 その他 1,574,335 4.4

合計 合計 35,602,216 100.0

　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2）財政状態

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、たな卸資産の増加、新規連

結子会社株式の取得による支出、連結子会社減少に伴う支出等による減少要因があったものの、仕入債務の増加、前

渡金の減少、借入れによる収入、株式の発行による収入、少数株主の払込による収入等により期首に比べ3,255,282千

円増加し、当連結会計年度末には8,152,486千円となりました。

　また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は395,640千円となりました。

　これは主に家電量販店及び法人向けの販売が伸びたことによる売上債権の増加992,548千円、たな卸資産の増加

1,998,398千円、仕入債務の増加1,187,725千円、前渡金の減少1,503,308千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）

　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は5,009,836千円となりました。

　これは主に子会社買収にかかる新規連結子会社株式の取得等による支出3,660,379千円、子会社株式の追加取得によ

る支出837,080千円、連結子会社の減少に伴う支出1,020,209千円によるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は8,642,841千円となりました。

　これは主に株式の発行による3,435,581千円、短期借入による3,900,000千円、長期借入れによる1,000,000千円、少

数株主からの払込による1,570,441千円、少数株主への配当金の支払894,635千円によるものであります。

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期
（個別）

平成17年３月期
（個別）

平成18年３月期
（連結）

自己資本比率（％） 37.8 76.2 42.7

時価ベースの自己資本比率（％） － 447.3 100.6

債務償還年数（年） 0.1 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 566.6 － －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※当社は、平成16年６月１日に株式会社東京証券取引所マザーズに上場したため、平成15年３月期及び平成16年３月

期の時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。

※当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期につきましては、連結ベースでの財務数値

により計算しております。

(3）次期の見通し

　わが国経済は、原油高などの不安定要素はあるものの、企業業績の拡大による設備投資意欲の更なる拡大のみなら

ず、雇用環境や所得の改善に支えられて個人消費が堅調に推移するなど、穏やかな景気回復が持続するものと思われ

ます。

　パソコン業界におきましては、パソコンの使用環境及び利用用途が多様化しており、ニーズに合わせた仕様が選択

できる注文生産型メーカーは今後もシェアを拡大するものと思われます。法人市場におきましても、企業業績の回復

に伴うＩＴ投資の積極化とともに、コスト意識の高まりから価格競争力に勝るホワイトボックスがシェアを拡大して

おり、コストパフォーマンスの高いパソコンへの需要は一層高まるものと考えられます。

　そのような状況の中、当社グループはサービスサポートの強化による顧客満足度の向上を図りつつ、従来の注文生

産型のビジネスモデルを引き続き強化していくのみならず、パソコン周辺機器を含むパソコン関連のワンストップサー

ビス提供の強化、子会社を通じた法人向けサーバービジネスへの新規参入など、積極的な拡大戦略を継続していく方

針であります。

　以上の結果、当期における当社グループの通期連結売上高は61,304百万円、連結経常利益は2,040百万円、連結当期

利益は1,035百万円を見込んでおります。

①平成19年３月期の個別業績予想（平成18年４月1日～平成19年３月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

中　間　期 6,437百万円 123百万円 440百万円

通　　　期 15,000百万円 500百万円 655百万円

②平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月1日～平成19年３月31日）

 連結売上高 連結経常利益 連結当期純利益

 中　間　期 26,141百万円 574百万円 464百万円

 通　　　期 61,304百万円 2,040百万円 1,035百万円
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４．事業等のリスク
　以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。また、投

資家の投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する

積極的な情報開示の観点から記載しております。

　当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありま

す。なお、記載された事項で将来に関する事項は、平成18年５月25日現在入手可能な情報に基づき当社が判断したもの

であります。

(1)　当社グループの事業内容における特徴について

①　生産体制について

　当社グループは、『顧客のニーズに合わせた機能を持つ、安くて品質の良いパソコンを早く顧客に提供する』

ことを基本方針として、生産台数の季節変動や大口の受注にも柔軟に対応できるよう自社工場及び製造委託先に

て製造できる生産体制を構築し、受注生産方式にてパソコンの製造販売を行っております。受注生産方式は、顧

客の注文に合わせて発注、製造及び販売を行う生産方式であり、従来型の見込生産方式（生産者が市場の需要を

見越して企画・設計した製品を生産し、不特定な顧客を対象として市場に出荷する方式）と比較して、原材料の

在庫を抑えることができます。パソコンのパーツは技術革新がめざましく、次々に新しいパーツが登場してきま

す。そのため、パーツの陳腐化等による原材料の在庫リスクといった問題が発生しますが、受注生産方式を採る

ことにより原材料の在庫リスクを低減することが可能です。また、受注生産方式を採ることにより技術革新に合

わせてパソコンの価格を変えずに高性能パーツや最新パーツを搭載した製品を投入できるため、顧客の要望への

対応が早く、パーツ価格の見直しが月単位で可能です。

②　業務体制について

　当社グループでは、マーケティングから受注、購買、製造、納品、顧客管理について、自社開発システムによ

り効率的なフローを実現しております。例として、当社では購買にあたっては購買用のホームページ上で仕入先

からの入札方式による仕入の判定を行っております。これは業務の効率化につながり、取引量の増加に応じた人

員増加を回避することが可能となるほか、受注生産方式における生産リードタイムの短縮にも繋がっております。

また、顧客管理システムでは、データベースにどの顧客が、どのような構成の製品を購入したかを蓄積して検索

可能にしており、効果的な顧客サポート体制を可能にしております。なお、顧客情報については厳重な情報管理

を行っております。

③　販売体制について

　当社グループの販売経路は、一般顧客向けには、パソコン専門雑誌、新聞広告、インターネットのホームペー

ジなどの広告媒体を使い、製商品の告知を行って購入希望者を募り、ホームページから直接お客様に注文を入力

してもらう「インターネット」販売と、電話による問い合わせや注文に対応して製商品を販売する「電話」販売、

秋葉原・春日部・大阪・福岡のショールームを兼ねた店舗で製商品の店頭販売を行う「ダイレクトショップ」販

売、全国または地域展開している家電量販店・小売店に製商品を卸し、その店頭にて販売する販売経路があります。

　法人顧客向けには、インターネット及び電話による通信販売経路に加え、事業法人に「直接営業」して販売す

る販売経路と、「商社及びシステムインテグレータ」を通じて事業法人に販売する販売経路があります。

④　基幹システムについて

　当社の受注生産の仕組みは、自社開発の基幹情報システムにて支えられております。現在、当社グループの急

激な成長に対応するために新システムの導入を検討しておりますが、導入の遅れや不具合が生じるような場合に

は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）事業性及び今後の展開について

　当社グループは価格面のみならず、機能・性能の面でも他社との差別化が大変重要であるとの認識のもとで、コ

ストパフォーマンスの良い製品を提供しつづけております。そのため、利益を維持及び向上させるために上記「(1)

当社グループの事業内容における特徴について」で記載した体制等を構築しており、今後も現体制の強化・発展に

努めてまいりますが、その過程において当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があるものとしては、下記のこ

とが考えられます。
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①　生産体制の強化について

　今後においても生産体制の更なる強化を図るため、また、大口受注や季節的な受注数量変動に製造能力を対応

させるため、一層の製造委託体制の強化を図ってまいります。また、当社製品は現在、受注から納品まで約１週

間程度を要しております。この納期を短縮し一層の顧客満足度を追求するため、特に営業部門の大口受注情報を

受注見込段階から購買部門と生産部門で共有し、パーツの確保及び製造ラインの確保を最適に行える体制を構築

してまいります。しかし、委託先の都合等により製造委託が思うように進まない場合や、社内の情報共有体制が

思いどおりに構築できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　パーツの価格変動について

　基本的にパソコンのパーツは陳腐化が早く価格は下落基調となりますが、パーツの中にはメモリ等商品市況の

影響を受けて価格が一時的に上昇するものもあります。当社は、受注生産方式を採っているために月単位でパー

ツの価格を見直し販売価格へ転嫁することが可能であるため、パーツの価格変動に対する抵抗力を有しておりま

すが、急激にパーツの価格が上昇した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　業界及び競合について

　パソコン業界は技術革新がめざましく、パソコンのパーツは陳腐化が早いため基本的に価格は下落基調となり

ます。また、パソコンの性能が飛躍的に高まり顧客の用途が多様化している現在では、受注生産方式は一般的な

見込生産方式に比べて適していると思われます。現在は見込生産方式が主流ですが、今後、当社のような受注生

産方式を基本方針としたパソコンメーカーの台頭如何によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　また、当社ブランドは一般消費者から大手メーカーと同等以上の認知度・知名度を得ているわけではありませ

ん。したがって、今後当社ブランドの確立のため、さらに価格面と機能・性能面とのバランスを考慮した製品提

供に努めていく方針でありますし、マーケティング、広告宣伝等にも注力する予定であります。しかしながら、

今後の競争状況によっては、当社ブランドが思いどおりに浸透しない可能性があり、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

④　当社グループ内の協業について

　当社はパソコンのＢＴＯ（Ｂｕｉｌｄ Ｔｏ Ｏｒｄｅｒ：受注生産）メーカーでありますが、事業持株会社と

して関連事業会社の子会社化により当社グループの事業領域を順次拡大してまいりました。今後当社は、純粋持

株会社へ移行してグループ全体の経営戦略策定等の機能を担い、グループ企業価値を最大化するための組織運営

を行う予定ですが、計画・協業が予定通りに進捗しなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

⑤　製品の欠陥等、製造物責任について

　当社グループは、製品の品質安定に努めておりますが、予測不能な製品及び使用している部品等の欠陥又は不

具合により、損害賠償を請求される可能性が存在します。また、製造物責任賠償法に基づく損害賠償請求に対し

ては、一定額の損害保険に加入し、リスクをカバーしておりますが、補償額を超える損害が発生した場合、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　知的財産権について

　当社グループは、他社の知的財産権を侵害しないよう努めておりますが、パソコンには、最先端の技術及び部

品が採用されており、知的財産権の適用範囲が多岐に渡っているため、当社グループの製品又は技術が他社の知

的財産権を侵害しているとされる可能性があります。想定外の訴訟が発生した場合、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

⑦　情報管理について

　当社グループは、個人情報をはじめとする機密情報の管理に関し、情報管理体制の整備及び役職員への教育指

導により、情報漏洩防止に努めておりますが、情報漏洩の発生を完全に防止できない可能性があります。万一、

情報漏洩が発生した場合には、当社グループの信用力低下並びに損害賠償を受けることが想定され、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(3）会社組織について

①　小規模組織であることについて

　当社は、取締役７名、監査役３名と経営管理組織が小さく、内部管理体制も当該組織規模にあったものとなっ

ております。今後、事業拡大に応じて当社は純粋持株会社へ移行し、当社グループ全体の経営管理体制の一層の

充実を図る方針でありますが、当社グループの事業拡大や人員増加に対して適切かつ十分な組織的対応ができる

かは不確実であり、これが不十分な場合には当社グループの業務遂行及び拡大に制約が生じ、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

②　代表取締役会長への依存について

　当社の代表取締役会長である髙島勇二は、当社グループの経営戦略の決定、新製品の開発、取引先との交流な

ど各方面において重要な役割を果たしております。一方で、業容拡大に伴い会長に過度に依存しない経営体制の

構築を進め、外部から能力の高い人材を採用するなど、人員体制を強化し権限の委譲を進めてきておりますが、

このような経営体制が構築される前に、何らかの要因により会長が退任するような事態が生じた場合には、当社

グループの業績及びその後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

(4）為替変動が業績に与える影響について

　当社グループは国内及び海外のパーツメーカーからの原材料仕入及び商品仕入に対する決済を米ドルにて行う場

合もあります。このため、当社グループではデリバティブを活用する等、為替リスクの軽減を図っておりますが、

予想外の大幅な為替変動は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）配当政策について

　当社は利益配分につきましては、当面、今後の事業展開に備えることを優先するため、内部留保に重点をおく方

針であります。

　当社は設立以来、配当を行っておりません。しかしながら、株主に対する利益配分を重要な経営課題と認識して

おり、財務状況や経営成績とのバランスを考慮しつつ、早期に利益に応じた配当の実施を目指す所存でありますが、

具体的な配当実施の時期につきましては未定であります。

(6）新株予約権の付与について

　当社では、役員及び従業員の業績向上に対する士気や意欲を高め、また優秀な人材を確保する目的で新株予約権

を付与しております。平成18年５月25日現在、新株予約権による潜在株式総数は24,912株であり、これら新株予約

権が全て行使された場合の発行済株式総数477,787株の5.2％にあたります。

　付与された新株予約権の行使により発行された新株は、当社株式価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもた

らし、当社株価形成へ影響を及ぼす可能性があります。

(7）連結子会社の特定取引先について

　当社グループは、多数の外部の取引先から商品、原材料等を購入しております。しかし、連結子会社であるフリー

ク株式会社に限っては商品の仕入れを１社の取引先に100％依存しております。現在、連結子会社であるフリーク株

式会社の売上高及び当期純利益の連結売上高及び連結当期純利益に対する割合は、それぞれ6.7％及び13.8％であり

ます。

  連結子会社であるフリーク株式会社が効率的かつ低コストで商品の供給を受け続けられるかどうかは、当社グルー

プがコントロールできないものを含めて、多くの要因に影響を受けます。当社グループにおいて同連結子会社の仕

入先を失った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 関係会社の業績による影響について

　当社グループは、平成18年５月25日現在、当社及び当社の関係会社により構成される関係会社が13社となってお

ります。当社の関係会社の事業計画に基づく実績に差異が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   8,452,486  

２．受取手形及び売掛金   6,258,736  

３．営業投資有価証券   284,886  

４．たな卸資産   6,110,254  

５．繰延税金資産   169,221  

６．未収入金   409,033  

７．その他   1,070,314  

貸倒引当金   △127,931  

流動資産合計   22,627,002 76.2

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  170,128   

    減価償却累計額  58,894 111,233  

(2）土地   108,362  

(3）その他  384,397   

　　減価償却累計額  267,527 116,869  

有形固定資産合計   336,464 1.1

２．無形固定資産     

(1）連結調整勘定   4,238,277  

(2）その他   337,220  

無形固定資産合計   4,575,497 15.4

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  1,315,697  

(2）長期性預金   516,000  

(3）その他 ※１  330,988  

投資その他の資産合計   2,162,685 7.3

固定資産合計   7,074,648 23.8

資産合計   29,701,650 100.0
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当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   3,875,256  

２．短期借入金   7,700,000  

３．一年内償還予定社債   80,000  

４．未払金   461,982  

５．未払法人税等   370,696  

６．賞与引当金   101,143  

７．製品保証引当金   315,205  

８. 返品調整引当金   101,340  

９．その他   1,044,019  

流動負債合計   14,049,643 47.3

Ⅱ　固定負債     

１．社債   320,000  

２．長期借入金   1,202,895  

３. 繰延税金負債   188,837  

４. 退職給付引当金   14,202  

５. 役員退職慰労引当金   42,040  

６. その他   8,156  

固定負債合計   1,776,132 6.0

負債合計   15,825,776 53.3

    

（少数株主持分）     

少数株主持分   1,176,756 4.0

    

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※３  3,775,035 12.7

Ⅱ　資本剰余金   7,095,383 23.9

Ⅲ　利益剰余金   1,596,949 5.3

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   232,295 0.8

Ⅴ　自己株式 ※４  △546 0.0

資本合計   12,699,117 42.7

負債、少数株主持分及び資本合計   29,701,650 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   35,602,216 100.0

Ⅱ　売上原価   31,399,255 88.2

売上総利益   4,202,961 11.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  3,078,681 8.6

営業利益   1,124,279 3.2

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  7,826   

２．受取配当金  100   

３．投資運用益  90,396   

４．譲受債権回収益  30,832   

５．その他  25,432 154,587 0.4

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  40,710   

２．為替差損  88,699   

３．新株発行費  27,786   

４．その他  16,497 173,693 0.5

経常利益   1,105,173 3.1

Ⅵ　特別利益     

１. 持分変動損益  107,414   

２. 役員退職慰労引当金戻入
益

 80,094   

３．その他  16,631 204,140 0.5

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 8,518   

２．商品整理売却損  59,842   

３．その他  12,811 81,173 0.2

税金等調整前当期純利益   1,228,140 3.4

法人税、住民税及び事業
税

 471,320   

法人税等調整額  89,407 560,728 1.6

少数株主利益   93,212 0.2

当期純利益   574,199 1.6
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(3）連結剰余金計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,241,580

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  1,705,165  

２．新株予約権の行使による
増加高

 25,440  

３. 株式交換による増加高  3,123,198 4,853,803

Ⅲ　資本剰余金期末残高   7,095,383

   

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,022,780

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  574,199 574,199

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．連結子会社の増加に伴う
減少高

 31 31

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,596,949
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  1,228,140

減価償却費  29,829

連結調整勘定償却額  135,678

賞与引当金の増加額  32,869

役員退職慰労引当金の減少額  △224,690

受取利息及び受取配当金  △7,926

支払利息  40,710

持分変動損益  △107,414

売上債権の増加額  △992,548

たな卸資産の増加額  △1,998,398

営業投資有価証券の増加額  △263,338

仕入債務の増加額  1,187,725

前渡金の減少額  1,503,308

未収入金の増加額  △81,809

未払消費税等の減少額  △96,557

その他  △165,109

小計  220,469

利息及び配当金の受取額  3,027

利息の支払額  △44,931

法人税等の支払額  △574,205

営業活動によるキャッシュ・フロー  △395,640

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

 　　 定期預金の払戻による収入  738,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得等による支出

 △3,660,379

投資有価証券の取得による支出  △669,300

子会社株式の追加取得による支出  △837,080

貸付の回収による収入  360,000

有形固定資産の取得による支出  △18,716

無形固定資産の取得による支出  △22,338

長期前払費用の増加による支出  △11,043

連結子会社の減少に伴う支出  △1,020,209

その他  130,330

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,009,836
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当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増額  3,900,000

長期借入れによる収入  1,000,000

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  △280,000

株式の発行による収入  3,435,581

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による支出  △894,635

少数株主からの払込による収入  1,570,441

その他  △546

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,642,841

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  17,917

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  3,255,282

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,887,223

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等物の
期首残高

 9,980

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 8,152,486
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　　　　11社

主要な連結子会社の名称　   

株式会社シネックス

 　 フリーク株式会社

 　 株式会社ｉｉｙａｍａ

    Iiyama Benelux B.V.

 　 株式会社ウェルコム

株式会社ＧＴＩパートナーズ

 　 株式会社秀和システム

　株式会社ＧＴＩパートナーズにつきましては、当連結会計年

度から本格的な事業活動を開始したことにより重要性が増加し

たため、連結の範囲に含めることにいたしました。

(2)主要な非連結子会社の名称等

   該当する会社はありません。　

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社数　　－社

(2)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、当期純損益（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．連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  連結子会社のうちIiyama Benelux B.V.、Iiyama Deutschland 

GmbH、Iiyama (UK) Limited、IIYAMA FRANCE SARL及びIiyama 

Polska Sp.zo.o.の決算日は、12月31日でありますが、連結決算日

との差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度に係る

財務諸表を基礎として連結を行っております。

　ただし１月１日から３月31日までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

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

　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

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

主として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

主として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。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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

　当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は

定額法を採用しております。

　（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）については定額法によっております。）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ７～47年

構築物 ４年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ２～15年

  ②無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、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）に基づいておりま

す。

  ③長期前払費用

定額法を採用しております。

 (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

うち当連結会計年度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

　出版物の返品による損失に備えるため、書籍等の出版事業に係

る売上債権残高に一定期間の返品率及び売買利益率を乗じた額を

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、当連結会計年度末に

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出に備えるため、内規に基づく

当連結会計年度末要支給額を計上しております。

 (５)重要な外貨建て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、連結決算日の直物等為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在

外子会社の資産及び負債は、当該子会社の決算日の直物為替相場

により円貨に換算しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (６)重要な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。

 (７)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、金利スワップについて特例処理の条件を充たしてい

る場合には特例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、金利スワップ

    ヘッジ対象

　  　外貨建金銭債権債務、借入金

  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ことができるため、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。

 (８)その他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投資事業組合等管理収入

　売上高に含まれている投資事業組合等管理収入には、投資事業

組合等管理報酬と同成功報酬が含まれており、投資事業組合等管

理報酬については、契約期間の経過に伴い契約上収受すべき金額

を収益として計上し、同成功報酬については、収入金額確定時に

その収入金額を収益として計上しております。

 ③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。

 ④消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ５. 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法

を採用しております。

 ６. 連結調整勘定の償却に関する

事項

　連結調整勘定の償却については、20年間の均等償却を行ってお

ります。

 ７. 利益処分項目等の取扱いに関

する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計

年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。

 ８．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。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 8,257千円

その他（出資金） 1,000千円

　　　計 9,257千円

　２　受取手形裏書譲渡高 　　　　　　　　1,651千円

 

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式452,875株であります。

 

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式７株であります。

 

　５　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連結会計年度末の借入未

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 9,300,000千円

借入実行残高 7,200,000千円

　　差引額 2,100,000千円

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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。

給与手当 　  718,033千円

運賃   　348,257千円

賞与引当金繰入額    　64,947千円 

製品保証引当金繰入額  　  29,521千円 

貸倒引当金繰入額  　   9,563千円 

役員退職慰労引当金繰入額  　   5,100千円

退職給付引当金繰入額

 

 　　   848千円

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　12,061千円

 

※３  固定資産除却損の内容は次のとおりであります。      

 建物及び構築物 　　　7,951千円 

 その他  　 　　566千円

 　    計

 

 　 　8,518千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と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18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 8,452,486千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 　　△300,000千円

現金及び現金同等物   8,152,486千円

  

 ２　重要な非資金取引の内容

 　　株式交換に伴う資本準備金の増加　　　　　  3,123,198千円

 

３　株式の取得等により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳

　株式の取得等により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳、当該子会社の取得価額及び取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。

 　株式会社シネックス

流動資産 4,979,766千円

固定資産 392,609千円

連結調整勘定 2,184,491千円

流動負債 △3,486,925千円

固定負債 △691,800千円

少数株主持分   △58,666千円

少数株主への配当金の支払額 △894,635千円

子会社の取得価額 2,424,840千円

子会社の現金及び現金同等物 △1,585,198千円

差引：子会社の取得のための支出 839,641千円

 　株式会社秀和システム

流動資産 2,405,414千円

固定資産 925,594千円

連結調整勘定 1,667,269千円

流動負債 △494,073千円

固定負債 △300,156千円

子会社の取得価額 4,204,048千円

株式交換による資本剰余金の増加高 △3,123,198千円

子会社の現金及び現金同等物 △372,146千円

差引：子会社の取得のための支出 708,702千円

 　株式会社ウェルコム

流動資産 1,510,488千円

固定資産 169,283千円

連結調整勘定 96,979千円

流動負債 △276,000千円

子会社の取得価額 1,500,750千円

子会社の現金及び現金同等物 △790,009千円

差引：子会社の取得のための支出
710,740千円
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当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 　株式会社ｉｉｙａｍａ

流動資産 3,680,733千円

固定資産 143,493千円

連結調整勘定 120,713千円

流動負債 △2,641,252千円

固定負債 △1,128,832千円

子会社の取得価額 174,855千円

子会社の現金及び現金同等物 △118,185千円

差引：子会社の取得のための支出 56,669千円

    Iiyama Benelux B.V.

流動資産 2,807,993千円

固定資産 145,394千円

連結調整勘定 △489,243千円

流動負債 △2,449,511千円

固定負債 △4,632千円

子会社の取得価額 10,000千円 

営業譲受けによる支出 3,192,500千円 

子会社の現金及び現金同等物 △1,335,757千円 

差引：子会社の取得のための支出 1,866,742千円 

 ４　 株式交換により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主

な内訳

　株式交換により新たにフリーク株式会社を連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳及び株式交換による子会社資金の受入額

（純額）は次のとおりであります。

 (1)　連結開始時の資産及び負債の内訳

流動資産 2,766,629千円

固定資産 74,637千円

連結調整勘定 1,294,328千円

流動負債 △2,136,778千円

 (2)　株式交換による子会社資金の受入額

現金及び現金同等物 523,428千円

株式の交換費用 △1,310千円

株式交換による子会社資金の受入額 522,118千円
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①　リース取引

当連結会計年度
（自　平成17年4月1日
至　平成18年3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（借主側）

(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

取得価額相当
額
（千円）

減価償却累計
額相当額
（千円）

期末残高相当
額
（千円）

 機械及び装置 16,687 2,791 13,895

 ソフトウェア 96,611 74,658 21,953

合計 113,299 77,449 35,849

(2）未経過リース料期末残高相当額

 １年内 21,190千円

 １年超 15,568千円

合計 36,758千円

(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 4,580千円

 減価償却費相当額 4,419千円

 支払利息相当額 148千円

(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。

(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。
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②　有価証券

 １. その他有価証券で時価のあるもの

　　 営業投資有価証券

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 30,600 38,400 7,800

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 20,400 21,473 1,073

小計 51,000 59,873 8,873

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 233,090 153,725 △79,365

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 233,090 153,725 △79,365

合計 284,090 213,598 △70,491
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 　　その他有価証券

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 171,045 637,530 466,485

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 171,045 637,530 466,485

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 100,000 94,439 △5,561

(3）その他 － － －

小計 100,000 94,439 △5,561

合計 271,045 731,969 460,924

　　 （注）複合金融商品に係る評価差額（△5,561千円）が含まれております。

 ２. 時価評価されていない主な有価証券の内訳

 　　営業投資有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

 （1）その他有価証券  

 　　　非上場株式 49,800

 （2）その他 21,488

 　　その他有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

  (1)その他有価証券  

 　　　非上場株式 511,576

 （2）その他 63,895
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

  利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引等、金利関連では金利ス

ワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

 　デリバティブ取引は、将来の為替・金利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。

(3）取引の利用目的

 　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安

定的な利益の確保を図る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の金利市場における

利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。なお、デリバティブ取引

を利用してヘッジ会計を行っております。

(4）取引に係るリスクの内容

 　為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動

によるリスクを有しております。なお、取引相手先は信用度の高い国内の金融機関である

ため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

 　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

２．取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

④　退職給付

１. 採用している退職給付制度の概要

 　　 連結子会社１社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

 　　 また、同子会社は総合設立型年金基金である出版厚生年金基金に加入しております。

 　　 　２. 退職給付債務に関する事項

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

(1）退職給付債務（千円） 14,202

(2）退職給付引当金(千円） 14,202

 (注)退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 　　 　３. 退職給付費用に関する事項

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

　勤務費用（千円） 848

 (注)１．退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２．上記退職給付費用の他、出版年金基金への拠出金3,329千円があります。なお、同基金の年金資産残高

のうち同子会社の掛金拠出割合に基づく年金資産残高（平成18年３月31日現在）は、298,360千円であ

ります。

－ 31 －



⑤　税効果会計

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　（単位：千円）

繰延税金資産

減価償却超過額 178,976

繰越欠損金 1,809,184

たな卸資産評価損 51,598

全面時価評価法による評価額 98,747

賞与引当金 38,847

その他有価証券評価差額金 28,689

投資有価証券評価損 26,830

未払事業税 24,519

その他 58,943

繰延税金資産小計 2,316,336

評価性引当額 △2,056,333

繰延税金資産合計 260,002

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △189,854

その他 △4,767

繰延税金負債　合計 △194,622

繰延税金資産の純額 65,380

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異が

あるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

　（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

繰延税金資産に係る評価性引当金の増減 4.5

住民税均等割等 1.1

その他 △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.7

⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３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。

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産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、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３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。

⑦　関連当事者との取引

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 28,041円　54銭

１株当たり当期純利益 1,436円　99銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,376円　25銭

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

 
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益  

当期純利益（千円） 574,199

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 574,199

期中平均株式数（株） 　普通株式　　　　399,586

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

当期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 17,636

（うち新株予約権） (17,636)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（株式取得によるプロサイド株式会社の子会社化）

　当社は平成18年４月６日開催の取締役会において、下記のとおりプロサイド株式

会社の第三者割当増資を引受け、同社の発行済株式総数の90.0％にあたる株式を取

得し子会社化することを決議いたしました。

 １．取得の目的

　当社がプロサイド株式会社の株式を90.0％取得して子会社化することにより、同

社が有する製品開発能力及び技術的ノウハウを活用し、当社製品技術の強化、生産

性及び顧客満足度のさらなる向上、並びに開発経費のコストダウン等を実現するこ

とができるものと判断いたしました。また、プロサイド株式会社はＰＣ周辺機器事

業における製造開発業務も継続して行い、これにより当社のみならず、当社グルー

プ会社である株式会社シネックス及び株式会社ｉｉｙａｍａ、並びにＰＣ・ＪＡＰ

ＡＮ（当社及び当社提携会社によるＰＣ及びＰＣ周辺機器の共同購買生産機構）に

対しても多くの相乗効果をもたらすものと考えております。

 ２. プロサイド株式会社の概要

①商号 プロサイド株式会社

②事業内容

 

サーバー及びＰＣに関するハードウエアの

開発、製造、販売

③設立年月  　1987年５月

④本店所在地

 
千葉県千葉市美浜区真砂一丁目８番２号 

⑤代表者 椎名　堯慶

⑥資本金

 

470,000千円

（平成18年３月31日現在）

 ３. 第三者割当増資の引受要項

（1）概要  

①発行新株式数 ：52,416株（普通株式） 

②現在の発行済株式総数 ：5,824株

③増資後発行済株式総数 ：58,240株

④当社への割当株数 ：52,416株

⑤発行価額 　 ：１株につき　3,793円

⑥取得総額 ：198,813,888円

（2）異動前の当社所有株式 ：0株（所有割合　0％）

（3）当社取得株式数

 

：52,416株

（取得総額198,813,888円）

（4）異動後の当社所有株式数

 

：52,416株

（所有割合　90.0％）

（5）第三者割当増資の日程  

 平成18年４月６日 取締役会決議

 平成18年４月６日 出資契約書締結

 平成18年６月８日 新株引受申込期日

 平成18年６月９日 払込期日

 

－ 34 －



当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（新株予約権の割当）

　当社は平成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しております。

　平成18年４月20日開催の取締役において、下記のとおり具体的な条件を決定いた

しました。

1.新株予約権の発行日 ：平成18年４月28日

2.新株予約権の発行数 ：2,874個

 

 

（新株予約権１個当たりの目的となる株式

の数は普通株式３株） 

3.新株予約権の発行価額 ：無償

4.新株予約権の目的たる株式の

種類及び数

：当社普通株式　8,622株

 

5.新株予約権の行使に際して払

込をなすべき金額

　 ：１株につき　69,162円

 

6.発行価額の総額 ：596,314,764円

7.新株予約権の行使により株式

の発行価額のうち資本に組入

ない額

：１株につき　34,581円

 

 

8.新株予約権の割当を受ける者

 

：当社及び当社子会社の取締　役、従業員

　合計77名

9.新株予約権の権利行使期間

 

：自　平成19年７月21日

　至　平成24年７月20日
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６．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

　当連結会計期間の生産実績をセグメント別に示すと次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

パソコン関連事業 11,513,461 100.0

合計 11,513,461 100.0

　（注）１．連結財務諸表は、当連結会計年度より作成しておりますので、対前年同期比は記載しておりません。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

　当連結会計期間の受注状況をセグメント別に示すと次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

当連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

パソコン関連事業 33,452,537 260,523

その他事業 2,332,624 128,136

合計 35,785,161 388,660

　（注）１．連結財務諸表は、当連結会計年度より作成しておりますので、対前年同期比は記載しておりません。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

　当連結会計期間の販売実績をセグメント別に示すと次のとおりであります。

事業部門
セグメントの名称

当連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 構成比（％）

パソコン関連事業 34,027,881 95.6

その他事業 1,574,335 4.4

合計 35,602,216 100.0

　（注）１. 当連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

相手先

当連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％）

アロシステム株式会社 4,636,549 13.0

２．連結財務諸表は、当連結会計年度より作成しておりますので、対前年同期比は記載しておりません。

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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