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平成18年7月期 第3四半期財務・業績の概要（連結）      

平成18年6月15日 
上 場 会 社 名  株式会社エム・ピ－・テクノロジ―ズ (コード番号:3734   東証マザーズ) 
（URL http://www.mptech.co.jp）  
問合せ先     代表取締役社長  吉本 万寿夫  

 取締役副社長    中角 龍造 TEL (03)-5225-2501（代表） 
  
 
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 ：有 (内容) セグメント情報における

事業の種類別セグメント情報の事業区
分の変更 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：有 

連結新規 7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７月期第３四半期財務・業績の概況 （平成17年8月1日～平成18年4月30日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                             （百万円未満切捨） 
 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7月期第３四半期 10,366 378.0  △747 ― △771 ― △1,028 ― 

17年7月期第３四半期  2,168 ― 45 ― 35 ― 362 ― 

(参考)17年7月期 3,850  72  122  387  
 
 

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7月期第３四半期 △20,093 76 ―  

17年7月期第３四半期 11,028 81 10,213 77 

(参考)17年7月期 11,212 61 10,888 70 

（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。 
ただし、平成17年７月期第３四半期につきましては、四半期連結財務諸表初年度となるため、対前年同四半期
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] 
  当社グループの当第3四半期連結会計期間の業績は、HSIA・VODサービスを中心としたブロードバンド総合サービ
スプロバイダーとして、世界のメジャーホテルにサービスを提供した結果、前年同期比で増収減益となりました。
ホテルへのサービス提供数については、前年同期比で大幅な増加となりました。  

 
 

＜当社グループの地域別サービス提供ホテル・部屋数＞ 

前第3四半期 当第3四半期 

連結会計期間末現在 連結会計期間末現在 
前連結会計年度末現在 

  

（平成17年4月30日） （平成18年4月30日） （平成17年7月31日） 

  ホテル数 部屋数 ホテル数 部屋数 ホテル数 部屋数 

北米 2,380 306,000 3,530 437,000 2,730 336,000

アジア 10 2,000 310 114,000 290 110,000

その他 80 15,000 230 75,000 300 67,000

合 計 2,470 324,000 4,070 627,000 3,330 514,000

※ホテル数・部屋数ともにおおよその数字を掲載しております。 
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＜当社グループのサービス別ホテル・部屋数＞ 

前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度末現在 

連結会計期間末現在 連結会計期間末現在  

  

（平成17年4月30日） （平成18年4月30日） （平成17年7月31日） 

  ホテル数 部屋数 ホテル数 部屋数 ホテル数 部屋数 

HSIAサービス 2,260 322,000 3,540 547,000 2,830 432,000

VODサービス 10 1,000 410 127,000 410 127,000

ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ 160 － 450 － 380 －

合 計 2,470 324,000 4,070 627,000 3,330 514,000

※ホテル数・部屋数ともにおおよその数字を掲載しております。 

※HSIAサービス及びVODサービス並びにビジネスセンターサービスのいずれも導入しているホテルがあるこ

とから、各サービス導入数の単純合計は、合計欄の数値とは一致しません。 

 

尚、当社グループにおけるEBITDAは、本業によって生み出されたキャッシュにより近い数値とするため、「営

業利益」+「減価償却費」+「連結調整勘定償却額」+「その他」にて算出しております。ご参考までに前第3四

半期連結会計期間、当第3四半期連結会計期間及び前連結会計年度におけるEBITDAは以下のとおりです。 

 

＜参考＞ 

前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度 

連結会計期間 連結会計期間  

自平成16年8月 1日 自平成17年8月 1日 自平成16年8月 1日 
  

至平成17年4月30日 至平成18年4月30日 至平成17年7月31日 

EBITDA  214百万円  1,577百万円  409百万円

1株当たりのEBITDA 6,514円15銭 30,833円31銭 11,862円99銭

経常利益  35百万円  △771百万円  122百万円

当期純利益  362百万円  △1,028百万円  387百万円

1株当たり当期純利益 11,028円81銭 △20,093円76銭 11,212円61銭

 ※当第3四半期連結会計期間の1株当たり当期純利益及び1株当たりEBITDAは、当第3四半期連結会計期間の期

中平均株式数である51,163株を基準に算出しております。 

 ※前第3四半期連結会計期間の1株当たり当期純利益及び1株当たりEBITDAは、前第3四半期連結会計期間の期

中平均株式数である32,897株を基準に算出しております。 

 ※前連結会計年度の1株当たり当期純利益及び1株当たりEBITDAは、前連結会計年度の期中平均株式数である

34,538株を基準に算出しております。 

 

事業の種類別セグメントの業績及び所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。尚、消去又は全社の項目に

含めた売上高及び営業費用は配賦不能であるため、以下の業績数値には反映しておりません。 

 

＜事業の種類別セグメント販売実績表＞      
         （単位：百万円） 

前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度 

連結会計期間 連結会計期間   

自平成16年8月 1日 自平成17年8月 1日 自平成16年8月 1日 

至平成17年4月30日 至平成18年4月30日 至平成17年7月31日 

期 別 

   

  

事業部門 
金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

 HSIA事業 1,182 54.50% 7,490 72.10% 2,476 64.30%

 VOD事業 986 45.50% 2,902 27.90% 1,373 35.70%

合   計 2,168 100.00% 10,392 100.00% 3,850 100.00%

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
   ２．前第 3 四半期連結会計期間及び前連結会計年度の数位は変更後のセグメントによった場合の数値

を掲載しております。 
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（HSIA事業） 

         （単位：百万円） 
期 別 前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度 

   連結会計期間 連結会計期間   

  自平成16年8月 1日 自平成17年8月 1日 自平成16年8月 1日 

事業部門 至平成17年4月30日 至平成18年4月30日 至平成17年7月31日 

 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

売 上 高 1,182 100.00% 7,490 100.00% 2,476 100.00%

営 業 利 益 △5 △0.4% △218 △2.90% 150 6.10%

EBITDA 130 11.00% 1,520 20.30% 439 17.70%

継続収入モデル 104 8.80% 4,276 57.10% 191 7.70%

一時収入モデル 1,078 91.20% 3,214 42.90% 2,284 92.30%

      

ホテル数（ホテル） 2,420 3,990 3,210

部屋数（部屋） 322,000 547,000 432,000

*営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、当第3四半期連結会計期間においては983百万円、前第3四半

期連結会計期間においては110百万円、前連結会計年度においては218百万円であります。 

*ホテル数は、HSIAサービスとビジネスセンターサービスの合計値となっております。 

 

（VOD事業） 

         （単位：百万円） 
期 別 前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度 

   連結会計期間 連結会計期間   

  自平成16年8月 1日 自平成17年8月 1日 自平成16年8月 1日 

事業部門 至平成17年4月30日 至平成18年4月30日 至平成17年7月31日 

 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

売 上 高 986 100.00% 2,902 100.00% 1,373 100.00%

営 業 利 益 317 32.20% △56 △1.90% 291 21.20%

EBITDA 350 35.50% 472 16.30% 339 24.70%

継続収入モデル 89 9.00% 1,528 53.70% 118 8.60%

一時収入モデル 896 90.90% 1,373 47.30% 1,254 91.30%

      

ホテル数（ホテル） 10 410 410

部屋数（部屋） 1,000 127,000 127,000

*営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、当第3四半期連結会計期間においては264百万円、前第3四半

期連結会計期間及び前連結会計年度においては、含まれておりません。 

 

＜所在地別セグメント販売実績表＞  
（単位：百万円） 

期 別 前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度 

   連結会計期間 連結会計期間   

  自平成16年8月 1日 自平成17年8月 1日 自平成16年8月 1日 

事業部門 至平成17年4月30日 至平成18年4月30日 至平成17年7月31日 

 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

 アジア 1,386 63.90% 5,464 52.60% 1,861 48.30%

 北米 781 36.10% 3,531 34.00% 1,988 51.70%

 その他 ― ― 1,396 13.40% ― ―

合   計 2,168 100.00% 10,391 100.00% 3,850 100.00%

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．前連結会計年度の数値は変更後のセグメントによった場合の数値を掲載しております。 
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（アジア） 

         （単位：百万円） 
期 別 前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度 

   連結会計期間 連結会計期間   

  自平成16年8月 1日 自平成17年8月 1日 自平成16年8月 1日 

事業部門 至平成17年4月30日 至平成18年4月30日 至平成17年7月31日 

 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

売 上 高 1,386 100.00% 5,464 100.00% 1,861 100.00%

営 業 利 益 283 20.40% 319 5.80% 343 18.40%

EBITDA 394 28.40% 1,435 26.30% 392 21.10%

継続収入モデル 89 6.40% 3,929 71.90% 118 6.30%

一時収入モデル 1,297 93.60% 1,535 28.10% 1,742 93.60%

      

ホテル数（ホテル） 10 310 290

部屋数（部屋） 2,000 114,000 110,000

   *営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、当第3四半期連結会計期間においては621百万円、前第3四半

期連結会計期間においては76百万円、前連結会計年度においては含まれておりません。 

 

（北米） 

         （単位：百万円） 
期 別 前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度 

   連結会計期間 連結会計期間   

  自平成16年8月 1日 自平成17年8月 1日 自平成16年8月 1日 

事業部門 至平成17年4月30日 至平成18年4月30日 至平成17年7月31日 

 金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

売 上 高 781 100.00% 3,531 100.00% 1,988 100.00%

営 業 利 益 28 3.6% △688 △19.5% 98 4.90%

EBITDA 86 11.00% 68 1.90% 386 19.40%

継続収入モデル 104 13.30% 478 13.50% 191 9.60%

一時収入モデル 677 86.70% 3,052 86.40% 1,797 90.30%

      

ホテル数（ホテル） 2,380 3,530 2,730

部屋数（部屋） 306,000 437,000 336,000

   *営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、当第3四半期連結会計期間においては410百万円、前第3四半

期連結会計期間においては34百万円、前連結会計年度においては、218百万円であります。 
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（その他） 

         （単位：百万円） 
期 別 前第3四半期 当第3四半期 前連結会計年度 

   連結会計期間 連結会計期間   

  自平成16年8月 1日 自平成17年8月 1日 自平成16年8月 1日 

事業部門 至平成17年4月30日 至平成18年4月30日 至平成17年7月31日 

  金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率 

売 上 高 ― ― 1,396 100.00% ― ―

営 業 利 益 ― ― 94 6.70% ― ―

EBITDA ― ― 489 35.00% ― ―

継続収入モデル ― ― 1,396 100.00% ― ―

一時収入モデル ― ― 0 0.00% ― ―

      

ホテル数（ホテル） 80 230 300

部屋数（部屋） 15,000 75,000 67,000

   *営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、当第3四半期連結会計期間においては217百万円、前第3四半

期連結会計期間及び前連結会計年度においては、含まれておりません。 

 

 
 (2) 連結財政状態の変動状況                            （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7月期第３四半期 20,143 11,164 55.5 207,406 68 

17年7月期第３四半期 7,974 3,820 47.9 108,225 69 

（参考）17年7月期 18,242 7,661 42.0 179,393 01 
 
(3) 連結キャッシュ・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7月期第３四半期 464 △1,639 1,478 2,177 

17年7月期第３四半期 391 △3,302 4,002 2,147 

（参考）17年7月期 407 △10,774 11,029 1,728 
 
 
 
[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キャッシュ・フローは、営業活動により464百万円増加し、投資活動により1,639
百万円減少し、財務活動により1,478百万円増加いたしました。この結果、当第3四半期連結会計期間末における現金
及び現金同等物（以下｢資金｣という）は、2,177百万円となり、前連結会計年度末から448百万円増加しております。 
 当第3四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 
 営業活動の結果得られた資金は464百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額376百万円、未収収益の増
加額269百万円により資金が減少したものの、連結調整勘定償却額1,248百万円、減価償却費885百万円があったこと
によるものです。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果使用した資金は1,639百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,419百 
万円により資金の減少があったことによるものです。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果得られた資金は、1,478百万円となりました。これは長期借入金の借入による収入2,106百万円が
あったものの、長期借入金の返済による支出703百万円があったことによるものです。 
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３.平成18年7月期の連結業績予想 （平成17年8月1日～平成18年7月31日） 
 

  売上高 経常利益 当期純利益 （参考）EBITDA 

 百万円 百万円 百万円 百万円

通 期 14,000 △950 △1,350 2,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △25,080円35銭 
なお、1株当たり予想当期純利益は、当第3四半期連結会計期間末の発行済株式数53,827株を基準に算出して
おります。 

 

〔業績予想に対する定性的情報等〕 

当社グループがブロードバンドサービスの提供を行っているホスピタリティ市場において、特にマカオ、ドバイ、

上海などのアジア市場において、大規模なホテルビジネスが展開される予定であるなど、高い成長性が見込まれてお

ります。当社グループとしては、同市場に対して、当社連結子会社が非常に高いマーケットシェアを確保していることか

ら、同社の圧倒的なブランド力を活かし、安定的且つ非常に好調に推移すると見込んでおります。 

しかし、北米市場においては、市場は堅調に推移すると見込まれるものの、従来から既存ホテルに対してHSIAサー

ビスを提供している競合先との間で激しい条件競争が行われているため、当初見込みよりも販売促進費が大きく増加

すると見込んでおります。 

当社グループは、世界最大のホスピタリティ市場である北米地域において、ブロードバンド総合サービスプロバイ

ダーとして、圧倒的なマーケットシェアを獲得し、揺るぎない地位を確保することを目指しております。そのため、

現在は、「売切り」モデルにて、導入メリットを全面的に掲げて、厳しい競争を勝ち抜く淘汰の過程であり、通過点

であると考えております。そして、この競争を勝ち抜いた後には、従来のサービスに加え、新たなサービス（広告な

ど）を収益の柱として構築することが容易になることから、現状のコストは将来的には大きく収益に還元されるもの

と考えております。  

また、当社グループは、事業戦略の変更を行い、各子会社のブランドを全面的に活かして、世界のホスピタリティ

市場におけるシェア拡大を優先的に行っていくことから、当初見込んでいた当社グループ各社のプロダクトやリソー

スの共通化などのシナジー効果は、シェア拡大が進むにつれて徐々に発現するものと考えております。 

 

※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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４．四半期連結財務諸表等 

 (１) 四半期連結貸借対照表 

                                                       （単位：千円） 

  前第3四半期連結会計期間末
（平成17年4月30日現在） 

当第3四半期連結会計期間末
（平成18年4月30日現在） 

前連結会計年度    
要約連結貸借対照表 

（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 ※２  2,221,731 2,250,201  2,004,339

2． 受取手形及び売掛金   708,932 1,858,144  1,537,681

3． たな卸資産   229,899 933,909  643,693

4． その他   530,526 1,090,308  789,832

 貸倒引当金   △34,980 △133,685  △146,421

 流動資産合計   3,656,109 45.8 5,998,878 29.8  4,829,125 26.5

Ⅱ 固定資産    

1. 有形固定資産 ※１   

(1) 工具器具及び備品  ― 4,059,546 3,202,948 

(2) その他  ― 575,113 105,047 4,164,594 79,187 3,282,136

2. 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定  3,133,583 8,491,703 9,131,962 

(2) その他  333,915 3,467,498 658,519 9,150,223 568,033 9,699,996

3. 投資その他の資産   275,793 741,870  337,601

 固定資産合計   4,318,404 54.2 14,056,687 69.8  13,319,733 73.0

Ⅲ 繰延資産   ― 88,305 0.4  93,670 0.5

 資産合計   7,974,513 100.0 20,143,872 100.0  18,242,529 100.0
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 （単位：千円） 

  前第3四半期連結会計期間末
（平成17年4月30日現在） 

当第3四半期連結会計期間末
（平成18年4月30日現在） 

 前連結会計年度    
要約連結貸借対照表 

（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．支払手形及び買掛金   417,533 527,612  848,859

2．短期借入金 ※２  632,524 800,000  726,999

3．一年以内返済予定長期借入金   ― 651,383  232,540  

4．その他   545,357 1,129,841  963,627

 流動負債合計   1,595,415 20.0 3,108,838 15.4  2,772,028 15.2

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   411,635 2,108,022  1,039,981

3．退職給付引当金   13,215 10,085  14,032

4．その他   77,754 321,169  263,511

 固定負債合計   502,605 6.3 2,439,277 12.1  5,517,525 30.3

 負債合計   2,098,021 26.3 5,548,116 27.5  8,289,553 45.5

（少数株主持分）     

 少数株主持分   2,055,800 25.8 3,431,676 17.0  2,291,848 12.5

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   1,622,390 20.3 5,627,890 28.0  3,525,990 19.3

Ⅱ 資本剰余金   1,735,664 21.8 5,741,164 28.6  3,639,264 19.9

Ⅲ 利益剰余金   576,708 7.2 △454,660 △2.3  601,154 3.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △146,895 △1.8 △149,830 △0.7  △149,830 △0.8

Ⅴ 為替換算調整勘定   40,713 0.5 409,507 2.0  53,316 0.3

Ⅵ 自己株式   △7,888 △0.1 △9,991 △0.1  △8,766 △0.0

 資本合計   3,820,691 47.9 11,164,079 55.5  7,661,127 42.0

 負債、少数株主持分及び資本合計   7,974,513 100.0 20,143,872 100.0  18,242,529 100.0
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(２) 四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

 

  
前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

(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   2,168,867 100.0  10,366,644 100.0  3,850,128 100.0

Ⅱ売上原価   1,406,225 64.8 6,041,204 58.3  2,332,129 60.6

 売上総利益   762,642 35.2 4,325,440 41.7  1,517,998 39.4

Ⅲ販売費及び一般管理費  ※1  717,063 33.1 5,072,879 48.9  1,445,328 37.5

 
営業利益又は営業損失
(△)   45,578 2.1 △747,439 △7.2  72,670 1.9

Ⅳ営業外収益     

 1.受取利息  13,687 41,997 21,401 

 2.為替差益  9,062 ― 88,280 

 3.その他  2,715 25,465 1.2 15,159 57,156 0.6 5,739 115,420 3.0

Ⅴ営業外費用       

 1.支払利息  6,203 49,751 7,696 

 2.社債発行費償却  25,196 ― 33,928 

 3.新株発行費償却  ― 27,421 21,320 

 4.為替差損  ― 2,415 ― 

 5.その他  3,711 35,110 1.6 1,969 81,557 0.8 2,539 65,483 1.7

 
経常利益又は経常損失
(△) 

  35,933 1.7 △771,840 △7.4  122,607 3.2

Ⅵ 特別利益     

 1.固定資産売却益 ※2 ― ― 1,366 

 2.持分変動利益  390,399 17,726 473,733 

 3.貸倒引当金戻入益  ― 390,399 18.0 9,003 26,729 0.2 ― 475,099 12.3

 

税金等調整前第3四半期
(当期)純利益又は税金等
調整前第3四半期純損失
(△) 

  426,332 19.7 △745,111 △7.2  597,706 15.5

 法人税、住民税及び事業税  41,974 239,737 105,406 

 法人税等調整額  16,225 58,199 2.7 △123,646 116,090 1.1 90,521 195,928 5.0

 少数株主利益   5,318 0.3 166,854 1.6  14,516 0.4

 
第3四半期(当期)純利益又
は第3四半期純損失（△）  

 362,814 16.7 △1,028,056 △9.9  387,261 10.1
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(３) 四半期連結剰余金計算書  
（単位：千円） 

  前第3四半期連結会計期間

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日)

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (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 金額 金額 

       

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高  732,114  3,639,264  732,114

Ⅱ 資本剰余金増加高     

1 新株予約権行使による新

株式の発行 

  

3,550

 

1,900

  

7,150 

2 転換社債型新株予約権付

社債の転換請求による新

株式の発行 

 

1,000,000 1,003,550

 

2,100,000

 

2,101,900 

 

2,900,000 

 

2,907,150

Ⅲ 資本剰余金四半期末(期末)

残高 

 1,735,664  

 

5,741,164  3,639,264

     

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高  234,370  601,154  234,370

Ⅱ 利益剰余金増加高     

第3四半期（当期）純利益  362,814 362,814 ― ― 387,261 387,261

Ⅲ 利益剰余金減少高     

第3四半期(当期)純損失  ― 1,028,056  ― 

配当金  20,476 20,476 27,758 1,055,815 20,476 20,476

Ⅳ 利益剰余金四半期末(期末)

残高 

 576,708  △454,660  601,154
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 (４) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書  

   (単位：千円)
  

前第3四半期連結会計期間

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日)

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (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 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

    

税金等調整前第3四半期(当
期)純利益又は税金等調整前
第3四半期純損失 

 426,332 △745,111 597,706 

減価償却費  57,925 885,608 118,198 

連結調整勘定償却額  110,791 1,248,896 218,891 

貸倒引当金の増減額  11,220 △23,488 8,817 

退職給付引当金の増減額  7,354 △3,946 8,171 

役員退職慰労引当金の増減額  △59,894 ― △59,894 

受取利息  △13,687 △41,997 △21,401 

支払利息  6,203 49,751 7,696 

社債発行費償却  25,196 ― 33,928 

新株発行費償却  ― 27,421 21,320 

持分変動利益  △390,399 △17,726 △473,733 

売上債権の増減額  346,909 △215,568 260,027 

未収収益の増減額  595 △269,749 138,038 

たな卸資産の増減額  △97,347 △238,148 △91,462 

前渡金の増減額  1,583 △25,155 2,525 

未収入金の増減額  9,399 273,398 △112,908 

前払金等の増減額  △48,441 △25,789 △12,883 

仕入債務の増減額  128,005 △376,612 106,565 

未払金の増減額  237,040 △254,322 48,935 

前受金の増減額  △49,205 147,586 △83,601 

未払消費税等の増減額  △43,490 76,879 △41,618 

その他  △44,173 197,632 △22,459 

小計  621,919 669,558 650,859 

利息の受取額  13,687 41,997 21,401 

利息の支払額  △10,006 △52,726 △10,913 

法人税等の支払額  △234,210 △194,166 △253,613 
営業活動によるキャッシュ・フ
ロー  391,390 464,662 407,733 
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前第3四半期連結会計期間

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日)

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (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 金額 金額 

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 ― △210,028

 定期預金の払戻による収入  ― 202,618 ―

 有形固定資産の取得による支出  △322,341 △1,419,331 △220,726

 有形固定資産の売却による収入  ― ― 1,366

 無形固定資産の取得による支出  △27,900 △94,155 △25,168

 新規連結子会社の取得による支出  △2,938,519 ― △10,288,777

 貸付金の返済による収入   △386,943 

 貸付による支出  ― 80,000 △37,499

 敷金の差入による支出  △9,784 △21,448 △9,730

 敷金の預りによる収入  2,046 ― ―

 その他  2,683 ― 16,020

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,302,371 △1,639,260 △10,774,545

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 短期借入金の純増減額  400,000 71,892 700,000

 長期借入金の借入による収入  700,000 2,106,506 722,516

 長期借入金の返済による支出  △58,000 △703,584 △116,000

 社債の発行による収入  1,974,803 ― 9,966,071

 ファイナンスリース債務の返済に

よる支出 
  △6,073  △27,372 △12,885

 少数株主からの払込による収入  ― 55,630 ―

 株式の発行による収入  1,019,395 3,800 1,196,621

 自己株式の取得による支出  △7,888 △1,224 △1,407,329

 配当金の支払額  △19,884 △26,985 △19,927

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,002,352 1,478,661 11,029,066

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  44,298 144,416 54,548

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,135,669 448,480 716,803

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,011,751 1,728,555 1,011,751

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高 
※ 2,147,421 2,177,035        1,728,555 
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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 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 7月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 

連結子会社の数 5社 

主な連結子会社の名称 

・Guest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd. 

・Logiclink, Inc. 

・Shanghai University 

Yoshiba Information 

Technology co.,Ltd 

(注) Logiclink, Inc.は、平成

17年3月に株式取得を行い、

Shanghai University Yoshiba 

Information Technology 

co.,Ltdは、平成17年3月に新

たに設立しました。これに伴

い当第3四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めており

ます。 

連結子会社の数 31社 

主な連結子会社の名称 

・Guest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd. 

・Logiclink, Inc. 

・Shanghai University 

Yoshiba Information 

Technology co.,Ltd 

・MagiNet Private Ltd. 

・株式会社 MPT BB 

(注)株式会社 MPT BBは平成

17年12月2日に新たに設立し

たため、当第3四半期連結会

計期間より連結の範囲に含

めております。  

連結子会社の数 24社 

主な連結子会社の名称 

・Guest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd. 

・Logiclink, Inc. 

・Shanghai University 

Yoshiba Information 

Technology co.,Ltd 

・MagiNet Private Ltd. 

(注) Guest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd.は、平成17

年1月17日の株式取得に伴い当

連結会計年度より連結の範囲に

含めております。Logiclink, 

Inc.は、平成17年3月15日の株式

取得に伴い当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。

Shanghai University Yoshiba 

Information Technology co, 

Ltdは、平成17年3月16日に新た

に設立したため、当連結会計年

度より連結の範囲に含めており

ます。MagiNet Private Ltd.は、

平成17年5月13日の株式取得に

伴い当連結会計年度末より連結

の範囲に含めております。なお、

みなし取得日を平成17年6月30

日としているため、当連結会計

年度は貸借対照表のみを連結の

範囲に含めております。 

２ 持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社はあ

りませんので、該当事項はあり

ません。 

同左 同左 
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項目 
前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 7月31日) 

３ 連結子会社の(四半期)決算

日等に関する事項 

連結子会社の第3四半期決算

日が第3四半期連結決算日と

異なる会社は次のとおりで

あります。 

Guest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd. 

12月31日※ 

Logiclink, Inc.  

9月30日※ 

Shanghai University 

Yoshiba Information 

Technology co.,Ltd. 

9月30日※ 

※平成17年3月31日に仮決算

を行い連結しております。第

3四半期連結決算日との間に

生じ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。 

  

連結子会社の第3四半期決算

日が第3四半期連結決算日と

異なる会社は次のとおりで

あります。 

Guest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd. 

12月31日※ 

Logiclink, Inc.  

9月30日日※ 

Shanghai University 

Yoshiba Information 

Technology co.,Ltd. 

9月30日※ 

MagiNet Private Ltd. 

9月30日※ 

※平成18年3月31日に仮決算

を行い連結しております。第

3四半期連結決算日との間に

生じ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。  

連結子会社の決算日が連結

決算日と異なる会社は次の

とおりであります。 

Guest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd. 

3月31日※ 

Logiclink, Inc.  

12月31日※ 

Shanghai University 

Yoshiba Information 

Technology co.,Ltd. 

12月31日※ 

MagiNet Private Ltd. 

12月31日※ 

※平成17年6月30日に仮決算

を行い連結しております。連

結決算日までの間に生じた

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)デリバティブ 

― 

 

(2)たな卸資産 

①商品 

移動平均法による原価法 

ただし、在外連結子会社に

ついては先入先出法によ

る低価法を採用しており

ます。 

 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)デリバティブ 

時価法 

 

(2)たな卸資産 

①商品 

移動平均法による原価法 

ただし、在外連結子会社に

ついては主に総平均法に

よる低価法を採用してお

ります。 

 ②仕掛品 

同左 

 ③貯蔵品 

同左 

(1)デリバティブ 

― 

 

(2)たな卸資産 

①商品 

同左 

 

 

 

 

 ②仕掛品 

同左 

 ③貯蔵品 

同左 
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項目 
前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 7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 

定率法を採用しております。

在外連結子会社は、リース資

産についてリース期間定額

法を採用しております。 

建物…15年 

工具、器具及び備品…4年～

15年 

リース資産…3年～6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。 

在外連結子会社は、定額法（1

年～3年）により償却しており

ます。 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しております。

ただし、在外連結子会社につ

いては主に定額法を採用し

ております。 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

在外連結子会社の営業権につ

いては、年1回又は減損の可能

性を示す事象が発生した時点

で減損の要否を判定しており

ます。 

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。 

在外連結子会社は、主に定額

法(5年)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 

営業権については、年1回又

は減損の可能性を示す事象

が発生した時点で減損の要

否を判定しております。 

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。 

在外連結子会社は、主に定額

法(5年)により償却しており

ます。 
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項目 
前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 7月31日) 

 （3）重要な引当金の計上基準 （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、連結第3四半期末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき、連結第3四半期末

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。なお、

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、連結第3

四半期末時点の未払額

63,409千円は流動負債(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日開催の取締

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。なお、当該退職金未払額

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。なお、

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、当第3四

半期連結会計期間末時点の

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。なお、

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、連結会計

年度末時点の未払額63,409

千円は未払金に含めて計上

しております。 

（4）四半期連結財務諸表(連結

財務諸表)の作成の基礎と

なった連結会社の四半期財

務諸表(財務諸表)の作成に

当たって採用した重要な外

貨建の資産または負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、第3四半

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。なお、

在外連結子会社の資産及び負債

は、当該子会社の仮決算日の直

物為替相場により円貨に換算し

ております。 

外貨建金銭債権債務は、当第3四

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。な

お、在外連結子会社の資産及び

負債は、当該子会社の仮決算日

の直物為替相場により円貨に換

算しております。収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

外貨建金銭債権債務は、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。なお、在

外連結子会社の資産及び負債

は、当該子会社の仮決算日の直

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 
前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 7月31日) 

（5）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。 
ただし在外連結子会社について
は、通常の売買取引に準じた会
計処理によっております。 

 
同左 

 
同左 

（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）その他四半期連結財務
諸表(連結財務諸表)作成
のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
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 

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
価方法は、全面時価評価法に
よっております。 

同左 同左 

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、投資効果の発現すると見積
もられる期間で償却しておりま
す。 

連結調整勘定の償却について
は、投資効果の発現すると見積
もられる期間で償却しておりま
す。また、在外連結子会社で発
生した連結調整勘定は、償却を
行わず年一回及び公正価値が帳
簿価額を下回る恐れを示す事象
が発生した都度、減損の有無を
判定しております。 

 
同左 

７ 四半期連結キャッシュ・フ
ロー計算書(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。 
 

 
同左 

 
同左 
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表示方法の変更 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

 

― 

 

(第3四半期連結貸借対照表) 

前第3四半期連結会計期間末に｢有形固定資産｣に含めて表示して

おりました｢工具器具及び備品｣(前第3四半期連結会計期間末

528,628千円)については、資産総額の100分の5超となったため、当

第3四半期連結会計期間末より区分掲記しております。 
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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の変更 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (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) 

当第3四半期連結会計期間より、「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 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前第3四半期連結会計期間末 

（平成17年4月30日） 

当第3四半期連結会計期間末 

（平成18年4月30日） 

前連結会計年度末 

（平成17年 7月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

325,253千円 

 

※ １ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,153,870千円

※ １ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,980,326千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

― 

※２ 担保資産及び担保付債務 

― 

※２ 担保資産及び担保付債務 

現金及び預金  36,547千円 

 

上記の資産を次のとおり債務の担保に提供して

おります。 

短期借入金  26,999千円 
 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 7月31日) 

※1 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 186,319千円 

退職給付費用 4,476千円 

役員退職慰労

引当金繰入額 

3,515千円 

支払手数料 105,760千円 

貸倒引当金 

繰入額 

4,091千円 

連結調整勘定

償却額 

110,791千円 

 

※1 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 1,668,068千円

連結調整勘定

償却額 

1,248,896千円

貸倒引当金 

繰入額 

24,544千円

 

※1 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 78,885千円

給与手当 354,290千円

賞与 78,072千円

減価償却費 118,198千円

連結調整勘定

償却額 

218,891千円

貸倒引当金 

繰入額 

3,155千円

支払手数料 176,329千円
 

 

― 

 

― 

※2 固定資産売却益の内容は次のとおり

であります。 

工具器具及び備品 1,366千円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (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第3四半期末残

高と第3四半期連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

  （平成17年4月30日現在） 

現金及び預金 2,221,731千円 

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 2,147,421千円 

 

 

※ 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記載され

ている科目の金額との関係 

  （平成18年4月30日現在） 

現金及び預金 2,250,201千円 

預入期間が3か月を

超える定期預金 △73,165千円 

現金及び現金同等物 2,177,035千円 

 
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係 

  （平成17年7月31日現在） 

現金及び預金 2,004,339千円 

預入期間が3か月を

超える定期預金 △275,783千円 

現金及び現金同等物 1,728,555千円 
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(リース取引関係) 
 

前第3四半期連結会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 7月31日) 

Ⅰ 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 

 

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第3四半期末

残高相当額 

 

（単位：千円） 

 

2. 未経過リース料第3四半期末残高相当

額 

 

1年内 964千円 

1年超 924千円 

合計 1,888千円 

 

 

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 774千円 

減価償却費相当額 689千円 

支払利息相当額 79千円 

 

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。 

 

Ⅱ オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

― 

 取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

第3四半期

末残高 

相当額 

工具、器具

及び備品 
4,593 2,832 1,760 

合 計 4,593 2,832 1,760 

Ⅰ 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 

 

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

当額及び第3四半期末残高相当額 

 

（単位：千円）

 

2. 未経過リース料第3四半期末残高相当

額等 

未経過リース料第3四半期末残高相当

額 

1年内 924千円 

1年超 ―千円 

合計 924千円 

 

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 774千円

減価償却費相当額 689千円

支払利息相当額 46千円

 

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 

 

 

 

 

Ⅱ オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

 

1年内 124,561千円 

1年超 109,016千円 

合計 233,577千円 

 

（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。 

 取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

第3四半期

末残高

相当額

工具、器具

及び備品
4,593 3,751 842

合 計 4,593 3,751 842

Ⅰ 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 

 

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 

 

 

 

 

Ⅱ オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

 

1年内 84,446千円 

1年超 60,933千円 

合計 145,380千円 
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 (有価証券関係) 

 前第3四半期連結会計期間末（平成17年4月30日現在） 

   該当事項はありません。 

 

 当第3四半期連結会計期間末（平成18年4月30日現在） 

   該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成17年7月31日現在） 

   該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

 前第3四半期連結会計期間末（平成17年4月30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。 

 

 当第3四半期連結会計期間末（平成18年4月30日現在） 

ヘッジ会計が適用されている為替予約取引以外は、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成17年7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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（セグメント情報） 

Ⅰ 事業の種類別セグメント情報  

前第3四半期連結会計期間（自 平成16年8月1日 至 平成17年4月30日） 

 

ブロードバンド

ソリューション

事業 

エンタープラ

イズソリュー

ション事業 

サポート事業 計 
消去又は 

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売

上高 
1,573,631 400,881 194,354 2,168,867 ― 2,168,867

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 1,573,631 400,881 194,354 2,168,867 ― 2,168,867

営業費用 1,347,530 358,048 150,889 1,856,468 266,820 2,123,289

営業利益 226,100 42,832 43,465 312,398 △266,820 45,578

（注）1．事業の区分は、サービス内容により区分しております。 

2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

ブロードバンドソリューション事業・・・・・ ブロードバンドを利用したシステムの開発及び販売等 

エンタープライズソリューション事業・・・・ 企業内システムにおけるソフトウェア及びハードウェアの開発

及び販売等 

サポート事業・・・・・・・・・・・・・・・ ブロードバンドソリューション事業及びエンタープライズソ

リューション事業に関連するサポート・メンテナンス事業及びビ

ジネスセンター事業 

   3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は経営管理部門の費用で、266,820千円であります。 

   4．営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、エンタープライズソリューション事業に76百万円、サポート事業に34

百万円、ブロードバンドソリューション事業には含まれておりません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年8月1日 至 平成18年4月30日） 

 HSIA事業 VOD事業 計 
消去又は  

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上

高 
7,490,395 2,876,249 10,366,644 ― 10,366,644 

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― 25,976 25,976 △25,976 ― 

計 7,490,395 2,902,226 10,392,621 △25,976 10,366,644 

営業費用 7,709,076 2,958,524 10,667,600 446,483 11,114,084 

営業利益又は営業損失（△） △218,681 △56,298 △274,979 △472,460 △747,439 

（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

HSIA事業・・・・・ ハイ・スピード・インターネット・アクセスに係るシステム販売、企業向けシステム構築事業。

ビジネスセンター事業。 

VOD事業・・・・・・ ビデオ・オン・デマンドに係るシステム販売、映像、音楽、コンテンツの有料配信サービス事業。

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は 460,637 千円であり、その主なものは、当社の経営管

理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、HSIA事業に983百万円、VOD事業に264百万円であります。 

5．事業区分の変更 

  従来、事業区分は｢ブロードバンドソリューション事業｣、｢エンタープライズ事業｣、「サポート事業」の3区分によって

おりましたが、当第3四半期連結会計期間より、「HSIA事業」、「VOD事業」の2区分に変更いたしました。これは、当社グ

ループの事業展開に基づく事業区分の見直しであり、事業領域の拡大に伴って事業区分を見直すことによってセグメント情

報の有用性を高めることを目的としております。なお、前第3四半期連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、

当第3四半期連結会計期間において用いた事業区分の方法により区分すると次のとおりになります。 
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前第3四半期連結会計期間（自 平成16年8月1日 至 平成17年4月30日） 

 HSIA事業 VOD事業 計 
消去又は  

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上

高 
1,182,832 986,035 2,168,867 ― 2,168,867 

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 1,182,832 986,035 2,168,867 ― 2,168,867 

営業費用 1,187,925 668,543 1,856,468 266,820 2,123,289 

営業利益又は営業損失（△） △5,093 317,491 312,398 △266,820 45,578 

（注）1．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は266,820千円であり、その主なものは、当社の経営管理

部門に係る費用であります。 

   2．営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、HSIA事業に110百万円、VOD事業には含まれておりません。 
 

前連結会計年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

 HSIA事業 VOD事業 計 
消去又は  

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上

高 
2,476,610 1,373,517 3,850,128 ― 3,850,128 

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 2,476,610 1,373,517 3,850,128 ― 3,850,128 

営業費用 2,325,925 1,082,140 3,408,065 369,392 3,777,458 

営業利益 150,685 291,377 442,062 △369,392 72,670 

（注）１．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は369,392千円であり、その主なものは、当社の経営管

理部門に係る費用であります。 

２．営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、HSIA事業に218百万円、VOD事業には含まれておりません。 

    

前連結会計年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

ブロードバンド

ソリューション

事業 

エンタープライ

ズソリューショ

ン事業 

サポート 

事業 
計 消去又は全社 連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高 

(1)外部顧客に対する

売上高 
3,051,647 487,675 310,805 3,850,128 ― 3,850,128

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 3,051,647 487,675 310,805 3,850,128 ― 3,850,128

営業費用 2,681,281 435,677 291,106 3,408,065 369,392 3,777,458

営業利益 370,365 51,997 19,698 442,062 △369,392 72,670

（注）1．事業の区分は、サービス内容により区分しております。 

2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

ブロードバンドソリューション事業・・・・ ブロードバンドを利用したシステムの開発及び販売等 

 

エンタープライズソリューション事業・・・ 企業内システムにおけるソフトウェア及びハードウェアの開発及び販売等

 

サポート事業・・・・・・・・・・・・・・ ブロードバンドソリューション事業及びエンタープライズソリューション

事業に関連するサポート・メンテナンス事業及びビジネスセンター事業 

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は369,392千円であり、その主なものは当社の経営管理

部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、エンタープライズソリューション事業に150百万円、サポート事業に68

百万円、ブロードバンドソリューション事業には含まれておりません。 
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Ⅱ 所在地別セグメント情報 

前第3四半期連結会計期間（自 平成16年8月1日 至 平成17年4月30日） 

 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,386,916 781,950 2,168,867 ― 2,168,867 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 1,386,916 781,950 2,168,867 ― 2,168,867 

営業費用 1,103,305 753,163 1,856,468 266,820 2,123,289 

営業利益 283,611 28,787 312,398 △266,820 45,578 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

   2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米 ・・・ アメリカ、カナダ 

  3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は経営管理部門の費用で266,820千円があります。 

  4．営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、アジアに76百万円、北米に34百万円であります。 

 

当第3四半期連結会計期間（自 平成17年8月1日 至 平成18年4月30日） 

 アジア 北米 その他 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 5,438,995 3,531,105 1,396,543 10,366,644 ― 10,366,644

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
25,976 ― ― 25,976 △25,976 ―

計 5,464,972 3,531,105 1,396,543 10,392,621 △25,976 10,366,644

営業費用 5,145,519 4,220,041 1,302,253 10,667,814 446,269 11,114,084

営業利益又は営業損失(△) 319,452 △688,935 94,289 △275,193 △472,246 △747,439

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

   2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア ・・・ シンガポール、フィリピン、マレーシア、香港、マカオ、韓国、ベトナム、台湾、イン

ドネシア、上海、インド、タイ、スリランカ 

北米 ・・・ アメリカ、カナダ 

その他 ・・・ ポルトガル、サウジアラビア、オーメン、エジプト、南アフリカ共和国、オーストラリ

ア、ニュージーランド、フィジー、アラブ首長国連邦、トルコ 

  3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は460,637千円であり、その主なものは、当社の経

営管理部門に係る費用であります。 

  4．営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、アジアに621百万円、北米に410百万円、その他地域に217百万円で

あります。 
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前連結会計年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,861,193 1,988,935 3,850,128 ― 3,850,128 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
375 417 792 △792 ― 

計 1,861,568 1,989,352 3,850,920 △792 3,850,128 

営業費用 1,518,207 1,890,384 3,408,591 368,867 3,777,458 

営業利益 343,361 98,968 442,329  △369,659 72,670 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

 

   2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米 ・・・ アメリカ、カナダ 

 

 3． 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は369,392千円であり、その主なものは、当社の

経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれている連結調整勘定償却費は、北米に218百万円、アジアには含まれておりません。 
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Ⅲ 海外売上高 

前第3四半期連結会計期間（自 平成16年8月1日 至 平成17年4月30日） 

 北米 アジア 計 

 （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 781,950 200,000 981,950

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 2,168,867

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
36.1 9.2 45.3

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

   2．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米 ・・・ アメリカ、カナダ 

アジア ・・・ 韓国 

   3．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

  当第3四半期連結会計期間（自 平成17年8月1日 至 平成18年4月30日） 

 アジア 北米 その他 計 

 （千円） （千円） (千円) （千円） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,867,112 3,531,105 1,396,543 8,794,761 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 10,366,644 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
37.3 34.0 13.5 84.8 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

アジア ・・・ シンガポール、フィリピン、マレーシア、香港、マカオ、韓国、ベトナム、台湾、イン

ドネシア、上海、インド、タイ、スリランカ 

北米 ・・・ アメリカ、カナダ 

その他 ・・・ ポルトガル、アラブ首長国連邦、ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、オーメン、エ

ジプト、南アフリカ共和国、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー 

   3．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

 アジア 北米 計 

 （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 359,624 1,988,935 2,348,560

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 3,850,128

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
9.3 51.7 61.0

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

 

   2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米 ・・ アメリカ、カナダ 

アジア ・・ 韓国 
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(１株当たり情報) 

 前第3四半期連結会計期間

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日)

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日)

前連結会計年度 

 (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 108,225円69銭 207,406円68銭 179,393円01銭

1株当たり第3四半期(当期)純利益

又は1株当たり第3四半期純損失

(△) 

11,028円81銭 △20,093円76銭 11,212円61銭

潜在株式調整後1株当たり第3四半

期(当期)純利益 

10,213円77銭 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、潜在株式はありますが、

1株あたり第3四半期純損失

であるため記載しておりま

せん。 

10,888円70銭

（注）１株当たり第3四半期(当期)純利益又は第3四半期純損失、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。 

（単位：千円） 

期  別  
 
 
 

  科  目 

前第3四半期連結会計期間

(自 平成16年 8月 1日

  至 平成17年 4月30日)

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成17年 8月 1日

  至 平成18年 4月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成16年 8月 1日

  至 平成17年 7月31日)

１株当たり第3四半期(当期)純利益

又は第3四半期純損失 
 

第3四半期(当期)純利益又は第3四

半期純損失（△） 
362,814 △1,028,056 387,261

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

(うち利益処分による役員賞与金) ― ― ―

普通株式に係る第3四半期（当期）純

利益又は第3四半期純損失（△） 
362,814 △1,028,056 387,261

期中平均株式数（株） 32,897 51,163 34,538

潜在株式調整後1株当たり     

第3四半期(当期)純利益 
 

四半期(当期)純利益調整額 ― ― ―

普通株式増加数（株） 984 ― 794

(うち新株予約権） 984 ― 794

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当たり四半期(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81

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） 

前第3四半期連結会計期間 

（自 平成16年 8月 1日 

    至 平成17年 4月30日） 

I. 子会社株式の取得 

 平成17年4月18日開催の取締役会において、MagiNet Private Ltd.(本社シンガポール、以下「MagiNet」という)の株式を取得し、子

会社とすることに関し決議し、平成17年5月13日付で子会社化が完了いたしました。 

1. 株式取得の目的 
MPTグループは、世界のホスピタリティー市場へVODシステム、高速インターネットシステム(HSIA：High Speed Internet Access)、

ビジネスセンターソリューションを中心に、ブロードバンドを活用した様々なサービスを展開しております。 

今回子会社化するMagiNet社は、アジア、オセアニア、南アフリカ（オーストラリア、タイ、香港、台湾、日本、韓国、ニュージー

ランド、シンガポール、フィリピン等）地域の高級ホテルへVODシステム(約13万室)、HSIA(約6万室)を提供しており、導入実績では

ナンバーワンの企業です。 

当社子会社 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.(CANADA・Calgary)及び孫会社 Golden Tree Communications, Inc.(USA・

California) がすでに北米・中南米をカバーしており、今回の買収によって、欧州地域を除くエリア全体をカバーすることになります。

新たに「MAGINET」のブランドが加わり、この分野におけるMPTグループの知名度は、飛躍的に高まるものと思われます。 

今後は、子会社Logiclink, Inc.(USA・California)のビジネスセンターソリューションも含めたグループ各社とのシナジーを最大限

発揮し、エリアの拡大を図るとともにブロードバンドを中心とした総合ソリューションを世界に積極的に展開してまいります。 

2. 子会社となる会社の概要  (2004年12月現在) 

（１）商 号 MagiNet Private Ltd. 

（２）主 な 事 業 内 容 ホテル向け高速インターネットシステム、VODシステムの提供等 

（３）設 立 年 月 日 2004年9月(創業1991年) 

（４）本 店 所 在 地 8 Shenton Way #14-02A Temasek Tower, Singapore 068811 

（５）代 表 者 の 氏 名 Lee Nag Yong, CEO 

（６）資 本 の 額 US$24,400,000（約2,635百万円）(2005年4月18日現在) 

（７）従 業 員 数 298名 

（８）大株主の構成及び所有割合(2005年5月13日現在) 
 

商号 持株数 議決権比率 

株式会社エム・ピー・テクノロジーズ 16,824,899株 65.0% 

MagiNet Co., Ltd. 5,179,561株 20.0% 

Pacific Gate Company Ltd. 3,680,000株 14.2% 

Gemini Corporation 200,000株 0.8% 

計 25,884,460株 100%  

（９）発行済株式総数 25,884,460株(2005年5月13日現在) 

（10）決 算 期 12月31日 

（11）主 な 事 業 所 本社(シンガポール)、オーストラリア、香港、タイ、韓国、日本など 

（12）最近事業年度における業績の動向(連結) 

 2003年12月期 2004年12月期 

売 上 高 $21.6 million 2,234百万円 $38.7 million 4,182百万円

売 上 総 利 益 $9.4 million 1,024百万円 $19.3 million 2.088百万円

営 業 利 益 $3.6 million 394百万円 $8.0 million 867百万円

税 引 前 利 益 $3.4 million 374百万円 $7.9 million 860百万円

当 期 純 利 益 $2.9 million 315百万円 $7.2 million 781百万円

総 資 産 $28.9 million 3,121百万円 $52.5 million 5,677百万円

株 主 資 本 $9.8 million 1,067百万円 $12.6 million 1,362百万円

※US$表示のmillionは「百万」を意味しています。 

※日本円に関しては、4月15日レート US$1=108円で換算しています。  

3. 譲受金額   US$70,850,000（約75億6千万円） 
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前第3四半期連結会計期間 

（自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日） 

4. その他 

① 平成17年5月13日付で、当社代表取締役である吉本 万寿夫、同取締役である中角 龍造、岡崎 眞が、MagiNetの取締役に就任し

ております。 

② 当該株式取得に際しまして、第1回及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特

約付）の発行による調達資金80億円を充当しました。 

 

II. 転換社債型新株予約権付社債の発行 

 平成17年4月18日開催の取締役会において、第三者割当ての方法による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株

予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「第1回債」という。）及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付）（以下「第2回債」という。）の発行を決議いたしました。なお、本社債総額80億円は平成17年5月9日付

けで全額当社に入金されております。 

一．第1回・第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 

1． 本新株予約権付社債の 
発行総額 

第1回債 金40億円 

第2回債 金40億円 

2．利     率 本社債には利息は付さない。 

3．発 行 価 額 額面100円につき金100円 

4．償 還 価 額 額面100円につき金100円 

5．償 還 期 限 平成19年5月9日 

6．申 込 期 間 平成17年5月9日 

7．払 込 期 日 

及 び 発 行 日 

平成17年5月9日 

8．募 集 の 方 法 第三者割当ての方法により、全額を Merrill Lynch International に割当てる。 

9．物上担保・保証の有無 本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている

資産はない。 

10.本社債償還の方法及び期限 （１）本社債の満期償還 

平成19年5月9日（償還期限）にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 

（２）当社の選択による繰上償還 

当社は、本社債権者に対し30日以上の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部（一部は

不可）を額面100円につき金100円でいつでも繰上償還することができる。 

（３）本社債権者の選択による繰上償還 

本社債権者は、その保有する本社債の全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償還

することを当社に対し請求する権利を有する。この請求権を行使するために、本社債権者は、

当該償還期日の10営業日前までに、所定の償還請求書に、償還を受けようとする本社債を表示

し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株予約権付社債券を添えて

償還金支払場所に預託しなければならない。当該請求権は、本新株予約権付社債発行後のいず

れかの5連続取引日（但し、終値のない日を除く。）の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の平均値が下限転換価額 347,400 円を初めて下回った場合に、当該 5

連続取引日の最終日の翌取引日以降に行使可能となるものとする。但し、株式会社東京証券取

引所が当社普通株式の上場廃止を決定（以下「東証決定」という。）した場合、本社債権者は、

当該公表日又は決定日以降いつでも当該請求権を行使することができる。 

11．本新株予約権の内容 （１）本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、第1回債40個・第2回債40個の本新株

予約権を発行する。 

（２）本新株予約権の発行価額 

無償とする。 

（３）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

   ① 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 

   ② 転換価額は、当初705,145円とする。 
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前第3四半期連結会計期間 

（自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日） 

    ③ 転換価額の修正 

      本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という｡）まで（同日を含まない。）

の 3 連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の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の平均値の90％に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額（以

下「修正日価額」という｡）が、当該修正日の直前に有効な転換価額を 1 円以上上回る場合又

は下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、かか

る修正後の転換価額が平成17年5月9日まで（同日を含む。）の5連続取引日（但し、終値の

ない日は除く。）の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の平均値

の第1回債200％・第2回債150％に相当する金額第1回債1,389,600円・第2回債1,042,200

円（以下「上限転換価額」という。）を上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価額と

し、かかる修正後の転換価額が平成17年5月9日まで（同日を含む。）の5連続取引日（但し、

終値のない日は除く。）の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の

平均値の50％に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額347,400円（以下「下限転換

価額」という。）を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。但し、東証決

定がなされた場合、上記但書は適用されない。 

 （５）その他の本新株予約権の行使の条件 

①  第2回債については、本社債権者が本新株予約権付社債の発行日から平成17年9月9日まで

の間に行使請求を行う場合には、当該行使請求日の直前の3連続取引日の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、平成17年5月9日まで（同日を

含む。）の5連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の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の平均値の110％に相当する金額764,280 円以上であること

を条件とする。但し、東証決定がなされた場合、上記条件は適用されない。 

12. 取得金の使途 全額 MagiNet Private Ltd. 社の子会社化に関する費用に充当しました。 
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当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年8月 1日 

  至 平成18年4月30日） 

該当事項はありません。 
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前連結会計年度 

（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 

(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。 

 

 

 

   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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前連結会計年度 

（自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 7月31日） 
 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する。 

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 

    

 

 

６．その他 

重要な訴訟事件等 

 海外連結子会社であるGuest-Tek Interactive Entertainment Ltd.は、元従業員により不当解雇に関連した訴えを提起されてお

ります。同社の経営陣はその訴えに根拠がないものと認識しています。 



 －36－

 

  平成18年7月期 第3四半期財務・業績の概要(個別)       

平成18年6月15日 
上 場 会 社 名  株式会社エム・ピ―・テクノロジ―ズ (コード番号：3734  東証マザーズ) 
（URL http://www.mptech.co.jp）  
問合せ先     代表取締役社長 氏名 吉本 万寿夫 TEL (03)-5225-2501（代表） 

  取締役副社長   氏名 中角 龍造  
 
 
 
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７月期第３四半期財務・業績の概況(平成17年8月1日～平成18年4月30日) 

(1) 経営成績の進捗状況                                （百万円未満切捨） 

 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7月期第３四半期 1,339 △3.4 △189 ― △203 ― △119  ― 

17年7月期第３四半期  1,386 52.8 127 △51.2 98 △58.9 68 △48.8 

(参考)17年7月期 1,861  199  236  147  
 
 
 

1株当たり四半期 

(当期)純利益 

 円 銭 

18年7月期第３四半期 △2,331 24 

17年7月期第３四半期 2,070 66 

(参考)17年7月期 4,272 54 

(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7月期第３四半期 13,959 11,423 81.9 212,229 15 

17年7月期第３四半期 4,812 3,485 72.4 98,724 81 

(参考)17年7月期 13,175 7,368 55.9 172,531 84 
 
 
 
３.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 

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

通期 1,600 △400 △240 0 00 650 00 650 00 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） △4,458円  73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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４．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 
       （単位：千円）

  前第3四半期会計期間末 
（平成17年 4月30日現在） 

当第3四半期会計期間末 
（平成18年 4月30日現在） 

前事業年度要約貸借対照表 
（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  219,305 270,403 233,416 

２ 売掛金  235,570 51,703 396,927 

３ たな卸資産  62,927 61,698 44,579 

4 その他 ※2 134,000 34,959 42,888 

 流動資産合計   651,804 13.5 418,764 3.0  717,811 5.5 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1 110,999 110,249 132,377 

２ 無形固定資産  8,674 6,398 14,640 

３ 投資その他の資産    

 （１）関係会社株式  3,872,951 12,797,832 11,478,871 

 （２）長期貸付金  ― 343,200 674,880 

 （３）その他  168,466 283,509 156,809 

  計  4,041,417 13,424,541 12,310,560 

 固定資産合計   4,161,091 86.5 13,541,188 97.0  12,457,578 94.5

 資産合計   4,812,896 100.0 13,959,953 100.0  13,175,390 100.0 
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（単位：千円） 

  前第3四半期会計期間末 
（平成17年 4月30日現在） 

当第3四半期会計期間末 
（平成18年 4月30日現在） 

前事業年度要約貸借対照表 
（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  116,560 18,269  141,011 

２ 短期借入金  400,000 800,000  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  ― 7,645  4,116 

５ 前受金  47,895 32,128  43,754 

６ その他 ※２ 105,897 99,827  120,359 

 流動負債合計   902,353 18.8 1,449,863 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  410,000 1,076,346  352,000 

３ 退職給付引当金  13,215 10,085  14,032 

４ その他  2,046 ―  ― 

 固定負債合計   425,261 8.8 1,086,431 7.7  4,566,032 34.7

 負債合計   1,327,614 27.6 2,536,294 18.1  5,807,275 44.1

      

（資本の部）     

Ⅰ 資本金    1,622,390 33.7 5,627,890 40.3  3,525,990 26.8

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  1,735,664 5,741,164  3,639,264 

 資本剰余金合計   1,735,664 36.1 5,741,164 41.1  3,639,264 27.6

Ⅲ 利益剰余金     

１ 
第3四半期(当期)未処分

利益 
 282,011 214,426  361,458 

 利益剰余金合計   282,011 5.9 214,426 1.5 361,458 2.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △146,895 △3.1 △149,830 △1.0 △149,830 △1.1

Ⅴ 自己株式   △7,888 △0.2 △9,991 △0.0 △8,766 △0.1

 資本合計   3,485,282 72.4 11,423,658 81.9 7,368,115 55.9

 負債資本合計  4,812,896 100.0 13,959,953 100.0 13,175,390 100.0
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（2）四半期損益計算書 

       
（単位：千円）

  
前第3四半期会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30日) 

前事業年度要約損益計算書

(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   1,386,916 100.0  1,339,616 100.0  1,861,568 100.0

Ⅱ売上原価 ※1  949,150 68.4 1,113,655 83.1  1,226,948 65.9

 売上総利益   437,766 31.6 225,960 16.9  634,620 34.1

Ⅲ販売費及び一般管理費  ※1  310,183 22.4 415,958 31.0  435,257 23.4

 営業利益又は営業損失(△)   127,582 9.2 △189,997 △14.1  199,362 10.7

Ⅳ営業外収益 ※2  3,284 0.2 33,539 2.5  100,945 5.4

Ⅴ営業外費用 ※3  31,994 2.3 46,782 3.5  64,219 3.4

 経常利益又は経常損失(△)   98,872 7.1 △203,240 △15.1  236,088 12.7

 
税引前第3四半期(当期)純利
益又は税引前第3四半期純損
失(△) 

  98,872 7.1 △203,240 △15.1  236,088 12.7

 法人税、住民税及び事業税  26,118 4,589  69,503  

 法人税等調整額  4,634 30,753 2.2 △88,556 △83,967 △6.2 19,019 88,523 4.8

 
第3四半期(当期)純利益 
又は第3四半期純損失(△)   68,118 4.9 △119,273 △8.9  147,565 7.9

 前期繰越利益   213,893 333,699   213,893

 第3四半期(当期)未処分利益   282,011 214,426  361,458
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四半期財務諸表作成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 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

  至 平成18年 4月30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 

    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 

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 

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。なお、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 

前第3四半期会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 4月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 4月30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、第3四半期会計

期間末における退職給付

債務の見込額に基づき、

第3四半期会計期間末に

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。その後、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、第3四半期会計期間末

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。なお、当

該退職金の未払額は確定

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。その後、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、当第3四半期会計期間

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。その後、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、

第3四半期会計期間末の直

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 

前第3四半期会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 4月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 4月30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 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は、

税抜方式によっておりま

す。 

 

同左 

 

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8月 1日 

  至 平成17年4月30日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成17年8月 1日 

  至 平成18年4月30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。 

― 
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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17年4月30日） 

当第3四半期会計期間末 

（平成18年4月30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     32,875千円 

 

※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      54,365千円

 

※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 

― 

          

 

(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8月 1日 

  至 平成17年4月30日) 

 当第3四半期会計期間 

(自 平成17年8月 1日 

  至 平成18年4月30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    24,531千円 

   無形固定資産     9,325千円 

 

※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       5,012千円 

  社債発行費償却  25,196千円 

 

 

 

 

※１ 減価償却実施額  

   有形固定資産    35,983千円 

   無形固定資産      2,481千円 

 

※２ 営業外収益の主要項目 

   為替差益       12,985千円 

   受取利息      16,933千円 

 

※３ 営業外費用の主要項目 

  支払利息       19,273千円 

新株発行費償却   27,421千円 

   

 

 

※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 
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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8月 1日 

  至 平成17年4月30日) 

 当第3四半期会計期間 

(自 平成17年8月 1日 

  至 平成18年4月30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第3四半期末残高相

当額 

（単位：千円） 

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

第3四半期

末残高 

相当額 

工具、器具

及び備品 
4,593 2,832 1,760 

合 計 4,593 2,832 1,760 

 

②未経過リース料第3四半期末残高相当 

額 

 

1年内 964千円 

1年超 924千円 

合計 1,888千円 

 

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    774千円 

減価償却費相当額 689千円 

支払利息相当額   79千円 

 

 

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

及び第3四半期末残高相当額 

          （単位：千円）

 取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

第3四半期

末残高

相当額

工具、器具

及び備品
4,593 3,751 842

合 計 4,593 3,751 842

 

②未経過リース料第3四半期末残高相当

額等 

 未経過リース料第3四半期末残高相当額

1年内 924千円 

1年超 ―千円 

合計 924千円 

 

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   774千円 

減価償却費相当額 689千円 

支払利息相当額   46千円 

 

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) 

 前第3四半期会計期間末（平成17年4月30日現在） 

子会社株式で時価のあるもの 

                                               （単位：千円） 

 第3四半期貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 3,054,110 3,382,435   328,324

合計 3,054,110 3,382,435 328,324

 

 当第3四半期会計期間末（平成18年4月30日現在） 

子会社株式で時価のあるもの 

                                                （単位：千円） 

 第3四半期貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 4,320,571 4,806,522 485,950

合計 4,320,571 4,806,522 485,950

 

 

前事業年度末（平成17年7月31日現在） 

子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
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 (１株当たり情報) 

 前第3四半期会計期間 

(自 平成16年8月 1日 

  至 平成17年4月30日) 

 当第3四半期会計期間 

(自 平成17年8月 1日 

  至 平成18年4月30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       98,724円81銭 1株当たり純資産額     212,229円15銭 1株当たり純資産額      172,531円84銭  

1株当たり第3四半期純利益   2,070円66銭 1株当たり第3四半期純損失   2,331円24銭 1株当たり当期純利益      4,272円54銭

潜在株式調整後 

1株当たり第3四半期純利益    2,010円52銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり第3四半期純

利益金額については、潜在株式は存在します

が、１株当たり第3四半期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株当たり第3四半期(当期)純利益又は第3四半期純損失、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。 

                                                   （単位：千円） 

項目 

前第3四半期会計期間 

(自 平成16年 8月 1日

至 平成17年 4月30日)

当第3四半期会計期間 

(自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 4月30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株当たり第3四半期(当期)純利

益又は第3四半期純損失 

第3四半期（当期）純利益又は第

3四半期純損失(△) 
68,118 △119,273 147,565

普通株主に帰属しない金額   ― ―
 

―

普通株式に係る第 3 四半期（当

期）純利益又は第3四半期純損失

(△) 

68,118 △119,273 147,565

期中平均株式数（株） 32,897 51,163 34,538

潜在株式調整後 1 株当たり第 3

四半期（当期）純利益 

普通株式増加数（株） 984 ― 794

（うち新株予約権） 984 ― 794

希薄化効果を有しないための、潜

在株式調整後1株当たり第3四半

期（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81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） 

 

前第3四半期会計期間 

(自 平成16年 8月 1日 

  至 平成17年 4月30日) 

Ⅰ.子会社株式の取得 

 平成17年4月18日開催の取締役会において、MagiNet Private Ltd.(本社シンガポール、以下「MagiNet」という)の株

式を取得し、子会社とすることに関し決議し、平成17年5月13日付で子会社化が完了いたしました。 

2. 株式取得の目的 
MPTグループは、世界のホスピタリティー市場へVODシステム、高速インターネットシステム(HSIA：High Speed Internet 

Access)、ビジネスセンターソリューションを中心に、ブロードバンドを活用した様々なサービスを展開しております。

今回子会社化する MagiNet 社は、アジア、オセアニア、南アフリカ（オーストラリア、タイ、香港、台湾、日本、韓

国、ニュージーランド、シンガポール、フィリピン等）地域の高級ホテルへVODシステム(約13万室)、HSIA(約6万室)

を提供しており、導入実績ではナンバーワンの企業です。 

当社子会社Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.(CANADA・Calgary)及び孫会社Golden Tree Communications, 

Inc.(USA・California) がすでに北米・中南米をカバーしており、今回の買収によって、欧州地域を除くエリア全体を

カバーすることになります。新たに「MAGINET」のブランドが加わり、この分野におけるMPTグループの知名度は、飛躍

的に高まるものと思われます。 

今後は、子会社 Logiclink, Inc.(USA・California)のビジネスセンターソリューションも含めたグループ各社とのシ

ナジーを最大限発揮し、エリアの拡大を図るとともにブロードバンドを中心とした総合ソリューションを世界に積極的

に展開してまいります。 

5. 子会社となる会社の概要  (2004年12月現在) 
（１）商 号 MagiNet Private Ltd. 

（２）主な事業内容 ホテル向け高速インターネットシステム、VODシステムの提供等 

（３）設 立 年 月 日 2004年9月(創業1991年) 

（４）本 店 所 在 地 8 Shenton Way #14-02A Temasek Tower, Singapore 068811 

（５）代表者の氏名 Lee Nag Yong, CEO 

（６）資 本 の 額 US$24,400,000（約2,635百万円）(2005年4月18日現在) 

（７）従 業 員 数 298名 

（８）大株主の構成及び所有割合(2005年5月13日現在) 
 

商号 持株数 議決権比率 

株式会社エム・ピー・テクノロジーズ 16,824,899株 65.0% 

MagiNet Co., Ltd. 5,179,561株 20.0% 

Pacific Gate Company Ltd. 3,680,000株 14.2% 

Gemini Corporation 200,000株 0.8% 

計 25,884,460株 100% 
 

（９）発行済株式総数 25,884,460株(2005年5月13日現在) 

（10）決 算 期 12月31日 

（11）主 な 事 業 所 本社(シンガポール)、オーストラリア、香港、タイ、韓国、日本など  
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（12）最近事業年度における業績の動向(連結) 

 2003年12月期 2004年12月期 

売 上 高 $21.6 million 2,234百万円 $38.7 million 4,182百万円

売 上 総 利 益 $9.4 million 1,024百万円 $19.3 million 2.088百万円

営 業 利 益 $3.6 million 394百万円 $8.0 million 867百万円

税 引 前 利 益 $3.4 million 374百万円 $7.9 million 860百万円

当 期 純 利 益 $2.9 million 315百万円 $7.2 million 781百万円

総 資 産 $28.9 million 3,121百万円 $52.5 million 5,677百万円

株 主 資 本 $9.8 million 1,067百万円 $12.6 million 1,362百万円

※US$表示のmillionは「百万」を意味しています。 

※日本円に関しては、4月15日レート US$1=108円で換算しています。  
6. 譲受金額   US$70,850,000（約75億6千万円） 
7. その他 
① 平成17年5月13日付で、当社代表取締役である吉本 万寿夫、同取締役である中角 龍造、岡崎 眞が、MagiNetの

取締役に就任しております。 

② 当該株式取得に際しまして、第1回及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債

間限定同順位特約付）の発行による調達資金80億円を充当しました。 

 

Ⅱ.転換社債型新株予約権付社債の発行 

 平成17年4月18日開催の取締役会において、第三者割当ての方法による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転

換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「第1回債」という。）及び第2回無担保転換社債型新株予約権付

社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「第2回債」という。）の発行を決議いたしました。なお、

本社債総額80億円は平成17年5月9日付けで全額当社に入金されております。 

一．第1回・第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 

1．本新株予約権付社債の発

行総額 

第1回債 金40億円 

第2回債 金40億円 

2．利     率 本社債には利息は付さない。 

3．発 行 価 額 額面100円につき金100円 

4．償 還 価 額 額面100円につき金100円 

5．償 還 期 限 平成19年5月9日 

6．申 込 期 間 平成17年5月9日 

7．払 込 期 日 

及 び 発 行 日 

平成17年5月9日 

8．募 集 の 方 法 第三者割当ての方法により、全額を Merrill Lynch International に割当てる。 

9．物上担保・保証の有無 本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保

されている資産はない。 

10．本社債償還の方法及び

期限 

（１）本社債の満期償還 

平成19年5月9日（償還期限）にその総額を額面100円につき金100円で償還す

る。 

（２）当社の選択による繰上償還 

当社は、本社債権者に対し30日以上の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全

部（一部は不可）を額面100円につき金100円でいつでも繰上償還することができる。

（３）本社債権者の選択による繰上償還 

本社債権者は、その保有する本社債の全部又は一部を額面 100 円につき金 100 円

で繰上償還することを当社に対し請求する権利を有する。この請求権を行使するため

に、本社債権者は、当該償還期日の10営業日前までに、所定の償還請求書に、償還

を受けようとする本社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したう

え、当該本新株予約権付社債券を添えて償還金支払場所に預託しなければならない。

当該請求権は、本新株予約権付社債発行後のいずれかの5連続取引日（但し、終値の

ない日を除く。）の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

の平均値が下限転換価額347,400円を初めて下回った場合に、当該5連続取引日の最

終日の翌取引日以降に行使可能となるものとする。但し、株式会社東京証券取引所が

当社普通株式の上場廃止を決定（以下「東証決定」という。）した場合、本社債権者

は、当該公表日又は決定日以降いつでも当該請求権を行使することができる。 
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11．本新株予約権の内容 （１）本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、第1回債40 個・第2回債40

個の本新株予約権を発行する。 

（２）本新株予約権の発行価額 

無償とする。 

（３）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

   ① 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とす

る。 

   ② 転換価額は、当初705,145円とする。 

   ③ 転換価額の修正 

      本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という｡）まで（同日

を含まない。）の3連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の 90％に相当する金額の

1 円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という｡）が、当該修正日

の直前に有効な転換価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、転換価額は、

当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、かかる修正後の転換価額が

平成17年5月9日まで（同日を含む。）の5連続取引日（但し、終値のない日は除

く。）の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の平均値

の第1回債200％・第2回債150％に相当する金額第1回債1,389,600円・第2回

債1,042,200 円（以下「上限転換価額」という。）を上回ることとなる場合には転

換価額は上限転換価額とし、かかる修正後の転換価額が平成17年5月9日まで（同

日を含む。）の5連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の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の平均値の 50％に相当する金額の 1

円未満の端数を切り上げた金額347,400 円（以下「下限転換価額」という。）を下

回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。但し、東証決定がなされ

た場合、上記但書は適用されない。 

 （４）その他の本新株予約権の行使の条件 

①  第2回債については、本社債権者が本新株予約権付社債の発行日から平成17年9

月 9 日までの間に行使請求を行う場合には、当該行使請求日の直前の 3 連続取引

日の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の平均値

が、平成17年5月9日まで（同日を含む。）の5連続取引日（但し、終値のない

日は除く。）の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の

平均値の110％に相当する金額764,280円以上であることを条件とする。但し、東

証決定がなされた場合、上記条件は適用されない。 

12. 取得金の使途 全額 MagiNet Private Ltd. 社の子会社化に関する費用に充当しました。 

 

 

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年8月 1日 

  至 平成18年4月30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 

    

 

 


