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平成平成平成平成 19191919 年３月期年３月期年３月期年３月期    第第第第 1111 四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況((((連結連結連結連結))))    
平成 18 年８月 15 日 

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

（ＵＲＬ  http://www.mouse-jp.co.jp）  

問合せ先 代表者役職・氏名 代 表 取 締 役 社 長 浅 貝  武 司   

 責任者役職・氏名 代 表 取 締 役 社 長 浅 貝  武 司 ＴＥＬ （０３） ３８５１－３８０３ 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

 ①  四半期連結財務諸表の作成基準 ：  中間連結財務諸表作成基準 

 ②  最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：  無 

 ③  連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：  有 

 ・連結        （新規）   ２社       （除外）    －社  

 ・持分法       （新規）   １社       （除外）    －社  

 ④  会計監査人の関与 ：  有 

 

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

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

す。 

 

２．平成 19 年３月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成１8 年６月 30 日） 

（１）連結経営成績の進捗状況  （百万円未満切り捨て） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

１9 年 3 月期第 1 四半期 12,676 81.4   244   12.5 347   108.3 540   636.02 

１8 年 3 月期第 1 四半期 6,987 －   217     － 167    － 73     － 

（ 参 考 ） 1 8 年 ３ 月 期 35,602 －   1,124     － 1,105    － 574     － 

 

 
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     

１9 年 3 月期第 1 四半期 1,194    41 －    －     

１8 年 3 月期第 1 四半期       592    37      553    65     

（ 参 考 ） 1 8 年 ３ 月 期 1,436    99 1,376    25     

 
（注） １．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．平成 17 年３月期第１四半期及び平成 17 年３月期につきましては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表を作成していない

ため、平成 18 年３月期第１四半期及び平成 18 年３月期につきましては、対前年増減率は記載しておりません。 

    ３．当社は、平成 17 年 12 月６日開催の取締役会の決議に基づき、平成 18 年２月 20 日付をもって普通株式１株を３株に分割して

おります。 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]     

 

当第１四半期におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に、設備投資の増加や雇用環境の改善、また個人消費のゆるやかな

改善などにより、景況感は極めて堅調に推移いたしました。しかしながら、原油価格の高騰、米国経済の減速懸念、国内金利の動向な

ど、先行きは不透明で未だ予断を許さない状況にあります。 

パソコン及びパソコン周辺機器業界におきましては、薄型テレビ等、家電製品への個人消費の分散により、台数ベースでの総出荷数

及び国内出荷数は前３ヶ月に比して僅かに減少したものの、企業の設備投資意欲は依然高い水準にあり、業界全体としての需要は堅

調に推移しております。また、次期ＯＳ「Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ」のリリースを半年後に控える中、Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａへの環境移行が可能な

「Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ Ｃａｐａｂｌｅ ＰＣ」モデルの市場投入が続々と開始され、買い替え需要も徐々に高まる兆しを見せております。 
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このような情勢の下、当社グループは、パソコン関連事業（ディストリビューション事業を含んでおります）、サービス・サポート事業、メ

ディア事業、投資育成事業によるグループ経営を本格的に開始し、グループシナジーの増大に向けグループ各社の組織基盤強化を図

ると同時に、総合 IT 企業グループとしてさらなる規模拡大に取り組んでまいりました。 

パソコン関連事業におけるパソコン関連事業会社（当社及び株式会社 iiyama）及びディストリビューション事業会社（株式会社シネック

ス及びフリーク株式会社）につきましては、海外からの部材調達を行う上で為替レートが比較的円高基調で推移したことも追い風となり、

法人営業部門、ダイレクト販売部門、量販店販売部門のすべてにおいて、前年同期に比して好調な結果となりました。 

メディア事業につきましては、いわゆる出版業界全体における売上不振、一般的な書籍離れ等の影響を受けながらも、専門書籍のラ

インナップにより安定した収益を確保しつつ、新刊の増加、在庫リスクの低減に努めることにより堅調に推移いたしました。 

他方、その他事業におけるサービス・サポート事業につきましては、今後の業務拡大に備えコールセンター運営会社２社の業務再編

及び当社コールセンター機能移転に伴う各種インフラ整備等の初期投資に注力したことにより、当第１四半期においては営業損失とな

りました。 

また、投資育成事業における株式会社ＭＣＪパートナーズ（旧：ＧＴＩパートナーズ）につきましては、株式相場の低迷により 95 百万円の

評価損が発生し、83 百万円の営業損失を計上しております。 

なお、同社事業開始以前に当社が主導して取得・保有しておりました株式の売却により当社に 623 百万円の特別利益が生じており、

当社グループの投資活動としては利益を確保しております。 

以上の結果、当社グループの売上高は 12,676 百万円、営業利益 244 百万円、経常利益 347 百万円、四半期純利益 540 百万円とな

りました。 

 
 

 

（２）連結財政状態の変動状況  （百万円未満切り捨て） 

 

 
総 資 産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

１9 年 3 月期第 1 四半期 26,663 14,245 48.8 28,732    62 

１8 年 3 月期第 1 四半期 13,982 7,791 55.7 61,763     95 

（ 参 考 ） 1 8 年 ３ 月 期 29,701 12,699 42.7 28,041   54 

 （注） 当社は、平成 17 年 12 月６日開催の取締役会の決議に基づき、平成 18 年２月 20 日付をもって普通株式１株を３株に分割してお

ります。 

       

（３）連結キャッシュ・フローの状況  （百万円未満切り捨て） 

 

 

営 業 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

投 資 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

財 務 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

１9 年 3 月期第 1 四半期 176 17 △2,000 6,383 

１8 年 3 月期第 1 四半期 △216 △1,021 1,514 5,167 

（ 参 考 ） 1 8 年 ３ 月 期 △395 △5,009 8,642 8,152 

     

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等]     

 

当第 1 四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少、たな卸資産の減少等による増加要因があった

ものの、仕入債務の減少、借入金の返済による支出等により、当第 1 四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ 1,768 百万円減少し、

6,383 百万円となりました。 

（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 176 百万円となりました。 

これは主に、売上債権の減少 711 百万円、たな卸資産の減少 952 百万円、仕入債務の減少 1,489 百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は 17 百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入 40 百万円、有形固定資産の取得による支出 29 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 2,000 百万円となりました。 

これは主に、短期借入金の純減額 2,000 百万円によるものであります。 
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３．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 45 銭 

 

[業績予想に関する定性的情報等]     

 

当社グループの当第１四半期の業績につきましては、前回公表（平成 18 年５月 25 日）の業績に対して順調に推移しております。当第１

四半期純利益が、中間期連結業績予想を一時的に超える結果となりましたが、グループ会社において事業再編に伴う費用の発生が見

込まれるため、前回の予想を据え置いております。 

なお、通期の業績予想につきましては、事業環境の推移が不透明であることから、前回の予想を修正しておりませんが、見通しの修正

の必要が生じた場合には速やかに開示いたします。 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によっ

て大きく異なる結果となる可能性があります。 
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4444．四半期連結財務諸表．四半期連結財務諸表．四半期連結財務諸表．四半期連結財務諸表    

（１）四半期連結貸借対照表 

 

  
前第１四半期連結会計期間末 

 
(平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区  分 
注記 
番号 

金 額 (千円) 
構成比
（％） 

金 額 (千円) 
構成比
（％） 

   金 額(千円) 
構成比
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ流動資産           

１．現金及び預金   5,167,641   6,683,779   8,452,486  

２．受取手形及び 
売掛金 

  2,462,229   5,633,729   6,258,736  

３．営業投資有価証券   －   395,133   284,886  

４．たな卸資産   3,225,829   5,359,084   6,110,254  

５．未収入金   214,029   1,022,723   409,033  

６．その他   115,777   1,341,264   1,239,535  

貸倒引当金   △24,250   △115,840   △127,931  

流動資産合計   11,161,256 79.8  20,319,875 76.2  22,627,002 76.2 

Ⅱ固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2          

（１）建物及び構築物  27,369   113,236   111,233   

（２）工具器具備品  31,084   115,542   95,349   

（３）土地  －   94,000   108,362   

（４）その他  3,496 61,950  18,339 341,119  21,519 336,464  

２．無形固定資産          
 
 

（１）借地権  230,400   230,400   230,400   

（２）のれん  2,157,185   4,122,738   4,238,277   

（３）その他  28,494 2,416,079  114,869 4,468,008  106,820 4,575,497  

３．投資その他の資産           

（１）投資有価証券  168,000   681,223   1,315,697   

（２）その他  175,581   853,127   846,988   

貸倒引当金  △45 343,536  △165 1,534,186  － 2,162,685  

固定資産合計   2,821,565 20.2  6,343,313 23.8  7,074,648 23.8 

資産合計   13,982,822 100.0 26,663,189 100.0 29,701,650 100.0 
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前第１四半期連結会計期間末 

 
(平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区  分 
注記 
番号 

金 額 (千円) 
構成比
（％） 

金 額 (千円) 
構成比
（％） 

  金 額 (千円) 
構成比
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   2,897,368   2,604,760   3,875,256  

２．短期借入金 ※2  1,732,000   5,701,004   7,700,000  

３．一年内償還予定社債   280,000   280,000   80,000  

４．未払金   269,473   422,827   461,982  

５．賞与引当金   25,361   58,386   101,143  

６．製品保証引当金   8,273   263,146   315,205  

７．返品調整引当金   －   101,460   101,340  

８．その他 ※4  236,101   1,801,837   1,414,715  

流動負債合計   5,448,578 39.0  11,233,422 42.1  14,049,643 47.3 

Ⅱ 固定負債            

１．社債   400,000   120,000   320,000  

２．長期借入金 ※2  272,000   1,001,229   1,202,895  

３．退職給付引当金   －   15,140   14,202  

４．役員退職慰労引当金   －   44,300   42,040  

５．その他   3,800   3,800   196,994  

固定負債合計   675,800 4.8  1,184,470 4.5  1,776,132 6.0 

負債合計   6,124,378 43.8  12,417,892 46.6  15,825,776 53.3 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  3,775,035 14.2  － － 

２．資本剰余金   － －  7,095,383 26.6  － － 

３．利益剰余金   － －  2,137,856 8.0  － － 

４．自己株式   － －  △685 0.0  － － 

   株主資本合計   － －  13,007,590 48.8  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価

差額金 
  －   17,424   －  

２．繰延ヘッジ損益   －   △1,801   －  

３．為替換算調整勘定   －   △11,215   －  

評価・換算差額等合計   － －  4,407 0.0  － － 

Ⅲ 新株予約権   － －  16,189 0.0  － － 

Ⅳ 少数株主持分   － －  1,217,109 4.6  － － 

純資産合計   － －  14,245,296 53.4  － － 

 負債純資産合計   － －  26,663,189 100.0  － － 
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前第１四半期連結会計期間末 

 
(平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区  分 
注記 
番号 

金 額 (千円) 
構成比
（％） 

金 額 (千円) 
構成比
（％） 

  金 額 (千円) 
構成比
（％） 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   67,353 0.5  － －  1,176,756 4.0 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,248,850 23.2  － －  3,775,035 12.7 

Ⅱ 資本剰余金   3,446,000 24.7  － －  7,095,383 23.9 

Ⅲ 利益剰余金   1,096,240 7.8  － －  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   －   －   △546 0.0 

 資本合計   7,791,090 55.7  － －  12,699,117 42.7 

 負債、少数株主持分

及び資本合計 
  13,982,822 100.0  － －  29,701,650 100.0 
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（２）四半期連結損益計算書 

  

前第１四半期連結会計期間 
 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
（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
（％） 

金 額 (千円) 
百 分 比
（ ％ ） 

  金 額 (千円) 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   6,987,886 100.0  12,676,583 100.0  35,602,216 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,117,928 87.6  11,124,644 87.8  31,399,255 88.2 

 売上総利益   869,957 12.4    1,551,938 12.2  4,202,961 11.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  652,877 9.3  1,307,708 10.3  3,078,681 8.6 

営業利益   217,080 3.1  244,230 1.9  1,124,279 3.2 

Ⅳ 営業外収益           

 １．受取利息  4  11,829   7,826   

 ２．為替差益  －   97,894   －   

  ３．受取手数料 

 

 1,649   4,493   6,533   

    ４．受取補償金  1,460   －   －   

    ５．広告収入  852   －   －   

 ６．その他  640 4,607 0.1 22,158 136,375 1.1 140,227 154,587 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

 １．支払利息  9,981   17,364   40,710   

 ２．為替差損  32,735   －   88,699   

  ３．新株発行費  10,506   －   27,786   

  ４．ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損  －   4,514   648   

  ５．支払手数料  －   8,179   －   

  ６．その他  1,425 54,648 0.8 2,562 32,620 0.3 15,848 173,693 0.5 

  経常利益   167,038 2.4  347,985 2.7  1,105,173 3.1 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※2 56   －   591   

２．投資有価証券売

却益 
 －   623,067   －   

３．貸倒引当金戻入益  353   9,207   －   

４．その他  － 410 0.0 30,041 662,316 5.2 203,549 204,140 0.5 

 Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損 ※3 5,547   381   8,518   

２．固定資産売却損 ※4 －   1,222   714   

３．その他  － 5,547 0.1 457 2,061 0.0 71,940 81,173 0.2 

税金等調整前第1四

半期（当期）純利益 
  161,901 2.3  1,008,241 7.9  1,228,140 3.4 

法人税、住民税及び

事業税 
 42,231   425,357   471,320   

法人税等調整額  37,492 79,724 1.1 2,623 427,980 3.4 89,407 560,728 1.6 

少数株主利益   8,686 0.1  39,352 0.3  93,212 0.2 

第１四半期（当期）

純利益 
  73,491 1.1  540,907 4.2  574,199 1.6 
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（3）四半期連結株主資本等変動計算書及び四半期連結剰余金計算書 

 四半期連結株主資本等変動計算書 

 当第 1四半期連結会計期間（自 平成 18年 4月 1日 至 平成 18年 6月 30日） 

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

新株予約権 

少数株主 

持分 

純資産合計 

平成 18年 3月 31日残高 

（千円） 

232,295 － － 16,189 1,176,756 13,892,063 

第１四半期中の変動額       

第１四半期純利益（千円） － － － － － 540,907 

自己株式の取得  （千円） － － － － － △139 

株主資本以外の項目の 

第１四半期中の変動額 

（純額）    （千円） 

△214,870 △1,801 △11,215 － 40,352 △187,535 

第１四半期中の変動額合計 

（千円） 

△214,870 △1,801 △11,215 － 40,352 353,233 

平成 18年 6月 30日残高 

（千円） 

17,424 △1,801 △11,215 16,189 1,217,109 14,245,296 

 

 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18年 3月 31日残高 

（千円） 

3,775,035 7,095,383 1,596,949 △546 12,466,821 

第１四半期中の変動額      

第１四半期純利益（千円） － － 540,907 － 540,907 

自己株式の取得 （千円） － － － △139 △139 

株主資本以外の項目の 

第１四半期中の変動額 

（純額）    （千円） 

－ － － － － 

第１四半期中の変動額合計 

（千円） 

－ － 540,907 △139 540,768 

平成 18年 6月 30日残高 

（千円） 

3,775,035 7,095,383 2,137,856 △685 13,007,590 



 9

四半期連結剰余金計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 

(自 平成 17年４月１日 

至 平成 17年 6月 30日) 

前連結会計年度の連結剰余金計算書 

(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） 金額（千円） 

（資本剰余金の部） 
 

    

Ⅰ資本剰余金期首残高   2,241,580  2,241,580 

Ⅱ資本剰余金増加高 

 1. 増資による新株の発行 

 2. 新株予約権の行使による増加高 

 3. 株式交換による増加高 

  

1,204,420 

― 

― 

 

 

 

1,204,420 

 

1,705,165 

25,440 

3,123,198 

 

 

 

4,853,803 

Ⅲ資本剰余金第１四半期末（期末）残高   3,446,000  7,095,383 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ利益剰余金期首残高   1,022,780  1,022,780 

Ⅱ利益剰余金増加高      

 1. 第１四半期（当期）純利益  73,491 73,491 574,199 574,199 

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 31 31 

 1,096,240  1,596,949 Ⅳ利益剰余金第１四半期末（期末）残高  
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

  
前第１四半期連結会計期間 

 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 
 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金 額（千円） 金 額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 
税金等調整前第１四半期（当期）純
利益 

 161,901 1,008,241 1,228,140 

 減価償却費  6,228 21,055 29,829 

 のれん償却  27,306 34,169 135,678 

 貸倒引当金の増加額（△減少額）  △441 △12,169 7,094 

 賞与引当金の増加額（△減少額）  △21,132 △43,889 32,869 

 受取利息及び受取配当金  △4 △11,826 △7,926 

 支払利息  9,981 17,360 40,710 

 為替差損（△差益）  5,625 △27,563 △18,165 

 投資有価証券売却益  － △623,067 － 

 売上債権の減少額（△増加額）  25,775 711,681 △992,548 

 たな卸資産の減少額（△増加額）  △828,099 952,503 △1,998,398 

 営業投資有価証券の増加額  － △22,485 △263,338 

 仕入債務の増加額（△減少額）  549,703 △1,489,856 1,187,725 

 未収入金の減少額（△増加額）  73,712 185,547 △81,809 

 未払金の増加額（△減少額）  46,049 △73,101 21,722 

 前受金の増加額（△減少額）  23,339 △34,137 △861 

 未払消費税等の増加額（△減少額）  △35,203 81,791 △96,557 

 未払費用の増加額（△減少額）  12,525 △107,636 88,187 

 預り金の増加額（△減少額）  10,356 △1,886 28,953 

 前渡金の減少額（△増加額）  8,196 △213,885 1,503,308 

 その他  18,844 31,881 △624,144 

 小計  94,666 382,727 220,469 

 利息及び配当金の受取額  4 6,694 3,027 

 利息の支払額  △11,937 △15,568 △44,931 

 法人税等の支払額  △299,025 △197,284 △574,205 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △216,292 176,568 △395,640 
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前第１四半期連結会計期間 

 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 
 

金 額（千円） 
 

金 額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 
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 

 △839,641 － △3,660,379 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得等による収入 

 － 15,393 － 

 投資有価証券の取得による支出  △168,000 － △669,300 

 有形固定資産取得による支出  △4,154 △29,772 △18,716 

 有形固定資産の売却による収入  － 40,074 － 

 無形固定資産取得による支出  △9,470 △4,335 △22,338 

 その他  △584 △4,141 △639,102 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,021,850 17,219 △5,009,836 

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  － △2,000,000 3,900,000 

 長期借入金の返済による支出  － △1,654 △104,000 

 株式の発行による収入  2,408,840 － 3,435,581 

 少数株主への配当金の支払額  △894,635 － △894,635 

 その他  － 860 2,305,895 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,514,204 △2,000,793 8,642,841 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,625 38,299 17,917 

Ⅴ 
現金及び現金同等物の増加額（△減少
額） 

 270,437 △1,768,706 3,255,282 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,887,223 8,152,486 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 － 9,980 

Ⅷ 現金及び現金同等物の第１四半期（当
期）末残高 

※ 5,167,641 6,383,779 8,152,486 
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 連結子会社の数     ２社 (1) 連結子会社の数     13社 (1) 連結子会社の数     11社 １．連結の範囲に

関する事項  連結子会社名         主要な連結子会社の名称       主要な連結子会社の名称       

 株式会社シネックス 株式会社シネックス 株式会社シネックス 

 株式会社ＧＴＩパートナーズ フリーク株式会社 フリーク株式会社 

 株式会社ｉｉｙａｍａ 株式会社ｉｉｙａｍａ 

 

すべての子会社を連結しており

ます。 Iiyama Benelux B.V. Iiyama Benelux B.V. 

 株式会社ウェルコム 株式会社ウェルコム 

 株式会社ＧＴＩパートナーズ 株式会社ＧＴＩパートナーズ 

 

株式会社シネックスにつきまして

は新たに株式を取得したため、ま

た、株式会社ＧＴＩパートナーズに

つきましては、第２四半期から本格

的な事業活動を開始することになり

今後重要性が増加するため、当第１

四半期から連結の範囲に含めており

ます。 

 (平成18年８月８日に株式会社Ｍ

ＣＪパートナーズに商号変更いた

しました。)  

株式会社秀和システム 

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。 

(1)持分法適用の関連会社  －社 (1)持分法適用の関連会社  －社 ２．持分法の適用

に関する事項   

(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、第1四半期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても四半期連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。 

(1)持分法適用の関連会社  １社 

   会社名 アロシステム株式会社 

(2)        同左 

 

(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

四半期決算日

等に関する事

項  

連結子会社の四半期決算日は、四

半期連結決算日と一致しておりま

す。 

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.の第１四半期決算日は、３

月31日であり、第１四半期連結決算

日（６月30日）との差は３ヶ月以内

であるため、当該連結子会社の第１

四半期会計期間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４月１日から６月30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。 

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（３月31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。 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（１）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

（１）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

（１）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

４．会計処理基準

に関する事項 

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

  その他有価証券  その他有価証券  その他有価証券 

  （営業投資有価証券を含む） （営業投資有価証券を含む） 

  時価のあるもの   時価のあるもの   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。 

 

同左 

 時価のないもの   時価のないもの   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。 

同左 同左 

 ②デリバティブ ②デリバティブ ②デリバティブ 

 当社及び子会社の一部においては

時価法を採用しております。 

同左 同左 

 ③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

  商品、原材料  商品、原材料  商品、原材料 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

主として移動平均法による原

価法を採用しております。 

同左 

  製品、仕掛品 製品、仕掛品  製品、仕掛品 

 個別法による原価法を採用して

おります。 

主として個別法による原価法

を採用しております。 

同左 

  貯蔵品 貯蔵品  貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

 （２）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

（２）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

（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 ①有形固定資産 ①有形固定資産  

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法）を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

当社及び国内連結子会社は定率法

（ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を、また、在外連

結子会社は定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

当社及び国内連結子会社は定率法

（ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法）を、また、在外連結子会

社は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物 10～28年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～15年
 

建物 ３～23年

構築物 ４年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ２～15年
 

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 ②無形固定資産 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）に基づく定額法を採用し

ております。 

同左 同左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ③長期前払費用 ③長期前払費用 ③長期前払費用 

 ― 定額法を採用しております。 同左 

 (３)繰延資産の処理方法 (３)繰延資産の処理方法 (３)繰延資産の処理方法 

 新株発行費 新株発行費 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

同左 同左 

 （４）重要な引当金の計上基準 （４）重要な引当金の計上基準 （４）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により計上しております。貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 同左 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

 従業員に支給する賞与の支出に充

てるため、賞与支給見込額の当四半

期連結会計期間負担額を計上してお

ります。 

同左 従業員に支給する賞与の支出に

充てるため、賞与支給見込額のう

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 ③製品保証引当金 ③製品保証引当金 

 製品販売後の無償補修費用の支出

に備えるため、販売台数を基準とし

て過去の経験率に基づき無償補修費

用見込額を計上しております。 

同左 同左 

 ④返品調整引当金 ④返品調整引当金 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。 

同左 

   ⑤退職給付引当金 ⑤退職給付引当金 ⑤退職給付引当金 

 ― 連結子会社の一部において、従

業員の退職給付に備えるため、当

四半期連結会計期間末における退

職給付債務の見込額（簡便法）に

基づき計上しております。 

連結子会社の一部において、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 ⑥役員退職慰労引当金 ⑥役員退職慰労引当金 

 ― 連結子会社の一部において、役

員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当四半期連結会

計期間末要支給額を計上しており

ます。 

  連結子会社の一部において、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。 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (５)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

(５)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(５)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

外貨建金銭債権債務は、第１四半

期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

社の第１四半期決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により換算し、換

算差額は資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しておりま

す。 

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。 

 （６）重要なリース取引の処理方法 （６）重要なリース取引の処理方法 （６）重要なリース取引の処理方法 

 ― 連結子会社の一部において、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 

 （７）重要なヘッジ会計の方法 （７）重要なヘッジ会計の方法 （７）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 連結子会社の一部において、繰延

ヘッジ処理を採用しております。ま

た、為替予約については、振当処理

の要件を満たしている場合は振当処

理を採用しております。 

連結子会社の一部において、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

理の条件を満たしている場合には特

例処理を採用しております。 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

 為替予約取引 

金利スワップ取引 

為替予約 

金利スワップ 

同左 

 ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

 外貨建金銭債権債務 

借入金利息 

外貨建金銭債権債務 

借入金 

同左 

 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 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。 

同左 同左 

 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。 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 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。 

同左 同左 

 （７）その他四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項 

（７）その他四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項 

（７）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 

①営業投資有価証券売上高及び売

上原価 

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。 

同左 

 ②投資事業組合等管理収入 ②投資事業組合等管理収入 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 

③投資事業組合等への出資に係る

会計処理 

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。 

同左 

④消費税等の会計処理 ④消費税等の会計処理 ④消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 同左 同左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．四半期連結

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 

 



 

18 

 

 

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１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

―――― 

 

 当第１四半期連結会計期間より、｢貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準｣（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）及び｢貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針｣（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に相当する金

額は13,013,799千円であります。 

 

―――― （ストック・オプション等に関する会計基準） ―――― 

 

 当第１四半期連結会計期間より、｢ストッ

ク・オプション等に関する会計基準｣（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基

準第８号）及び｢ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針｣（企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針

第11号）を適用しております。 

 なお、当該会計基準及び適用指針の適用によ

る当第１四半期連結財務諸表への影響はありま

せん。 

 

―――― 

 

（企業結合に係る会計基準および事業分離等に

関する会計基準） 

―――― 

 

当第１四半期連結会計期間より、｢企業結合

に係る会計基準｣（企業会計審議会 平成15年

10月31日）及び｢事業分離等に関する会計基準｣

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第７号）並びに｢企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針｣

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。 

 なお、当該会計基準及び適用指針の適用によ

る当第１四半期連結財務諸表への影響はありま

せん。 

 

 

表示方法の変更 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

―――― (四半期連結損益計算書) 

  前第１四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました

「受取補償金」（当第１四半期連結会計期間は280千円）

及び「広告収入」（当第１四半期連結会計期間は932千

円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「その他」に含めて表示することにいた

しました。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

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

111,280千円 338,774千円             326,422千円 

※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 

担保に供している資産は、次のとおりで

あります。 

― ― 

 
建物 7,600千円 

計 7,600千円 

  

担保付債務は、次のとおりであります。     

 

一年内長期借入金 16,000千円

長期借入金 88,000千円

計 104,000千円

  

３       ― ３       ― ３ 受取手形裏書譲渡額 1,651千円 

※４  消費税等の取扱い ※４  消費税等の取扱い ※４  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。 

         同左 ― 

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６行と当座貸越契約を締結

しております。これら契約に基づく当四半期

会計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

５  当座貸越契約 

当社及び連結子会社（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四半期

会計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

５  当座貸越契約 

当社及び連結子会社（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 5,000,000千円

借入実行残高 2,470,267千円

差引額 2,529,732千円
    

当座貸越極度額の総額 8,400,000千円

借入実行残高 5,200,000千円

差引額 3,200,000千円
    

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
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（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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。 

荷造運賃  79,684千円

広告宣伝費  78,770千円

製品保証引当金繰入額   4,701千円

給与手当 141,260千円

賞与引当金繰入額  25,738千円
 

 

※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   348,350千円

運賃 171,029千円

賞与引当金繰入額   33,964千円

製品保証引当金繰入額    3,419千円

退職給付引当金繰入額     422千円

役員退職慰労引当金繰入額    2,260千円

※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 固定資産売却益の内訳 

工具器具備品       56千円 

 

 

※２       ― ※２ 固定資産売却益の内訳 

工具器具備品   56千円 

車両運搬具   534千円 
 

※３  固定資産除却損の内訳 ※３  固定資産除却損の内訳 ※３  固定資産除却損の内訳 

 

建物及び建物附属設備     4,151千円 

その他     1,395千円 
 

ソフトウエア     381千円 

 
 

建物及び構築物 7,951千円 

その他   566千円 

※４        ― 

 

※４  固定資産売却損の内訳 

土地    1,003千円 

その他      219千円 
 

※４       ―      
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（四半期連結株主資本変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年６月30日） 

  １．発行済株式に関する事項 

 前連結会計年度末 増加 減少 当第１四半期連結会計期間末 

普通株式（株） 452,875 － － 452,875 

   

  ２．自己株式に関する事項 

 前連結会計年度末 増加 減少 当第１四半期連結会計期間末 

普通株式（株） ７ ３ － 10 

  （変動事由の概要） 

    自己株式の買付による増加      ３株 

 

  ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 

前連結会計

年度末 

当第１四半期

連結会計期間

増加 

当第１四半期

連結会計期間

減少 

当第１四半期連

結会計期間末 

当第１四半期

連結会計期間

末残高  

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成17年10月

新株引受権 
普通株式 12,000 － － 12,000 16,000 

連結子会社 － 普通株式 490 － － 490 189 

合計 － 12,490 － － 12,490 16,189 

 

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

第１四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

第１四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※ 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17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 5,167,641千円

現金及び現金同等物 5,167,641千円
   

    

現金及び預金勘定 6,683,779千円 

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 6,383,779千円 
   

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 
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 

（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 4,589 12,097 

工具器具 

備品 
118,781 26,346 92,434 

ソフト 

ウエア 
96,611 79,498 17,113 

合計 232,081 110,435 121,645

 

 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 

ウエア 
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 （2）未経過リース料期末残高相当額 

 １年内    39,677千円 

１年超 85,237千円 

合計 124,914千円 
 

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 

（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    13,292千円 

減価償却費相当額 12,275千円 

 支払利息相当額     1,383千円 
 

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 （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。 

同左 

 （5）利息相当額の算定方法 （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。 

 

同左 

 2. オペレーティング・リース取引  2.        ― 

 未経過リース料  

 １年内 69,594千円 

１年超 66,883千円 

合計 136,477千円 
 

 

 （減損損失について） （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。 

 

同左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成17年６月30日） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

 該当事項はありません。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 168,000 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

  営業投資有価証券 

四半期連結貸借対照表 
 取得原価（千円） 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 176,980 195,474 18,493 

（2）債券 ― ― ― 

（3）その他 20,400 19,176 △1,223 

合計 197,380 214,650 17,270 

 

  その他有価証券 

四半期連結貸借対照表 
 取得原価（千円） 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 3,045 7,570 4,525 

（2）債券 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 3,045 7,570 4,525 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  営業投資有価証券 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券            

 非上場株式 159,800 

 その他 20,683 

 

  その他有価証券 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 511,576 

 その他 153,820 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

  営業投資有価証券 

連結貸借対照表  
取得原価（千円） 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 263,690  192,125  △71,565  

（2）債券 ―  ―  ―  

（3）その他 20,400  21,473  1,073  

合計 284,090  213,598  △70,491  

 

  その他有価証券 

連結貸借対照表  
取得原価（千円） 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 171,045  637,530  466,485  

（2）債券     

   国債・地方債等 ―  ―  ―  

   社債 ―  ―  ―  

   その他 100,000  94,439  △5,561  

（3）その他 ―  ―  ―  

合計 271,045  731,969  460,924  

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  営業投資有価証券 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 49,800 

 その他 21,488 

 

  その他有価証券 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

 非上場株式 511,576 

 その他 63,895 
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（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成17年６月30日） 

 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
前第１四半期連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 為替予約取引 297,780  298,513  734  

金利 スワップ取引 340,000  △8,401  △8,401  

合計 －  －  △7,666  

    （注）１．為替予約取引は、先物為替相場によっております。 

２．金利スワップ取引は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日） 

 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
当第１四半期連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 為替予約取引 566,488 573,262 6,792 

合計 － － 6,792 

（注）１．為替予約取引は、先物為替相場によっております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

      

該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日） 

当連結グループは同一セグメントに属するパソコン関係製品の製造、販売及び周辺機器の販売を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 パソコン 

関連事業 

（千円） 

メディア 

事業 

（千円） 

投資育成 

事業 

（千円） 

その他の 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去 

又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

（1）外部顧客に対する 

売上高 
11,437,280 512,604 240,350 486,348 12,676,583 ― 12,676,583 

（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
91 25 ― 7,920 8,037 △8,037 ― 

計 11,437,372 512,629 240,350 494,268 12,684,620 △8,037 12,676,583 

営業費用 11,189,774 425,024 323,744 503,255 12,441,797 △9,445 12,432,352 

営業利益又は営業損失

（△） 
247,597 87,605 △83,393 △8,986 242,823 1,407 244,230 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主要な事業内容 

（1）パソコン関連事業 ： パソコン及びパソコン周辺機器の製造販売、パソコンモニター及びディスプ

レイの製造販売 

（2）メディア事業 ： パソコン関連専門書等の出版 

（3）投資育成事業 ： ＩＴ関連株式及びＩＰＯを目指すベンチャー企業株式への投資 

（4）その他の事業 ： パソコン等のサポートコールセンター 

 

前連結会計年度（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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日） 

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

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

 

前連結会計年度（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。 
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【海外売上高】 

前第１四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30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。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30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。 

 

前連結会計年度（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。 

 

 

      

（ストック・オプション） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 

 

 提出会社 

決議年月日 平成17年１月24日 平成18年４月20日 

付与対象者の区分及び人数 従業員     54名 

役員     １名 

従業員    72名 

子会社役員  １名 

子会社従業員 ２名 

株式の種類 普通株式 普通株式 

付与数 5,310株 8,577株 

権利不確定による失効数  405株   －株 付与数 

権利未確定残数 3,930株 8,577株 

付与日 平成17年１月24日 平成18年４月28日 

権利確定条件 なし なし 

対象勤務期間 なし なし 

自  平成19年７月21日 自  平成20年７月21日 
権利行使期間 

至  平成24年７月20日 至  平成25年７月19日 

権利行使価格 76,750円 69,162円 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（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 61,763円95銭

１株当たり第１四半期

純利益 
592円37銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益 
553円65銭

 

１株当たり純資産額 28,732円62銭

１株当たり第１四半期

純利益 
1,194円41銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益 
－円－銭

 

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株当たり第１四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１株当たり第１四半期（当期）純利益    

第１四半期（当期）純利益（千円） 73,491 540,907 574,199 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純

利益（千円） 
73,491 540,907 574,199 

期中平均株式数（株） 普通株式  124,063 普通株式  452,867 普通株式  399,586 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益 

   

第１四半期（当期）純利益調整額

（千円） 

－ － － 

普通株式増加数（株） 8,677 － 17,636 

（うち新株予約権） （8,677） （－） （17,636） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり第１四半期（当期）純利

益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

――――― 平成16年６月28日定時株主

総会決議による第２回新株

予約権（新株予約権の数

1,440個）普通株式4,320株 

平成17年６月28日定時株主

総会決議による第４回新株

予約権（新株予約権の数

2,859個）普通株式8,577株 

平成17年９月21日取締役会

決議による第３回新株予約

権（新株予約権の数4,000

個）普通株式12,000株 

――――― 
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（重要な後発事象） 

前第1四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（株式会社シネックスの第三者割当増資） 

連結子会社である株式会社シネックス

は、平成17年７月19日開催の取締役会決議

に基づき、平成17年８月９日付で第三者割

当による新株式の発行を行いました。 

発行株式は、普通株式695,000株であり、

これにより当社の株式会社シネックスに対

する持分比率は、平成17年６月30日現在で

80.38％でありましたが、71.01％へ減少し

ております。 

（新株発行の内容） 

①発行株式数 

 

普通株式 

695,000株 

②発行価額 

 

１株につき    

金 680円 

③発行価額の総額 472,600千円 

④資本組入額 

 

１株につき 

金 340円 

⑤資本組入の総額 236,300千円 

⑥払込期日 平成17年８月９日 

⑦割当先及び株式数  

㈱荘銀ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ 20,000株 

明治ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号投資事業

組合 

30,000株 

 

三生4号投資事業有限責

任組合 

30,000株 

 

みずほｷｬﾋﾟﾀﾙ第2号投資

事業有限責任組合 

30,000株 

 

みずほｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 30,000株 

ｼﾞｬﾌｺV1-A号投資事業有

限責任組合 

57,000株 

 

ｼﾞｬﾌｺV1-B号投資事業有

限責任組合 

95,000株 

 

ｼﾞｬﾌｺV1-ｽﾀｰ投資事業有

限責任組合 

38,000株 

 

新光IPO投資事業組合1

号 

100,000株 

 

新光ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ21投資事業

有限責任組合 

50,000株 

 

GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ㈱ 14,000株 

髙島 勇二 51,000株 

HS-IPO投資事業有限責

任組合 

50,000株 

 

HSBC INSTITUTIONAL 

TRUST  SERVICES 

(SINGAPORE)  Limited 

AS CUSTODIAN OF THE 

ASSETS OF PAM VENTURE 

PASSPORT FUND Ⅱ（ｴｲﾁ

ｴｽﾋﾞｰｼｰ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･

ﾄﾗｽﾄ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰ

ﾙ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ･ｱｽﾞ･ｶｽﾄﾃﾞｨｱ

ﾝ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｱｾｯﾂ･ｵﾌﾞ･ﾊﾟ

ﾑ･ﾍﾞﾝﾁｬｰﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ

ﾂｰ） 

100,000株 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

―――――― （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ｉ

ｉｙａｍａ、並びにＰＣ・ＪＡＰＡＮ（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 晋大郎 

⑥資本金 
47,000千円 

（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 
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前第1四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（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 
 

  （株式取得によるプロサイド株式会社の子会

社化の延期） 

 当社は平成18年４月６日開催の取締役会

において、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が、平成18年６月

２日において、当社及びプロサイド株式会

社との協議の結果、出資契約書に基づく平

成18年６月９日を払込期日とする第三者割

当増資引受の日程を延期することを決定い

たしました。 

1.延期の理由 

プロサイド株式会社が、当社グループ内

におけるサーバ開発、製造、販売部門を分

掌するにあたり、グループ会社化に伴う

サーバ事業の再構築、組織再編、各種イン

フラの統合整備及び人事諸制度の統一等に

つき、より一層の慎重かつ十分な準備と時

間的猶予が必要であるとの認識に至ったた

めであります。 

２.プロサイド株式会社との関係 

本件延期は、当社及びプロサイド株式会

社間における子会社化協議の継続を前提と

する決定であり、平成18年５月31日より当

社法人ＷＥＢサイトにてプロサイド株式会

社製サーバの販売を開始するなど、同社と

の協業関係は着実に進展しており、現時点

においてその方針に変更はございません。 
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前第1四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度連結会計期間 

（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

する事を決議しております。 

  平成18年４月20日開催の取締役会におい

て、下記のとおり具体的な条件を決定いた

しました。 
 
1.新株予約権の発行日 ：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

よる株式の発行価額

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20年７月21日

至 平成25年７月19日
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前第1四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  （ＰＣ・ＪＡＰＡＮ有限責任事業組合契約

締結） 

 当社は平成18年６月22日開催の取締役会に

おいて、当社、アロシステム株式会社及び当

社連結子会社である株式会社シネックスに

て、３社間の業務提携関係のより一層の強化

並びに他のＰＣ・ＰＣパーツメーカーの参画

を促進すること等を目的として、ＰＣ・ＪＡ

ＰＡＮ有限責任事業組合（ＬＬＰ）を設立す

ることを決議いたしました。 

名称 ＰＣ・ＪＡＰＡＮ有限責

任事業組合 

所在地 東京都千代田区岩本町 

二丁目12番５号 

設立登記日 平成18年７月３日 

（予定） 

出資金 300万円 

出資比率 株式会社ＭＣＪ  

33.3％（100万円） 

 アロシステム株式会社 

33.3％（100万円） 

 株式会社シネックス 

33.3％（100万円） 

事業内容 ＰＣ、ＰＣパーツ、ＰＣ

周辺機器等に関する仕入

れ、物流、生産、商品企

画、商品開発 

本件組合は、独立組織として積極的に共同

仕入、共同物流、共同生産等を行い、併せて

ＰＣ・ＪＡＰＡＮオリジナルブランドによる

製品の開発及び販売等を企画してまいりま

す。また、出資を伴う一般組合員の増員や、

出資を伴わない賛助会員を各種パーツメー

カーあるいはベンダーから募集し、ＰＣ・Ｊ

ＡＰＡＮ構想に共鳴・参画するパートナーの

継続的発掘を行ってまいります。 
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平成平成平成平成 19191919 年３月期年３月期年３月期年３月期    第第第第 1111 四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況四半期財務・業績の概況((((個別個別個別個別))))    
平成 18 年８月 15 日 

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

（ＵＲＬ  http://www.mouse-jp.co.jp）  

問合せ先 代表者役職・氏名 代 表 取 締 役 社 長 浅 貝 武 司   

 責任者役職・氏名 代 表 取 締 役 社 長 浅 貝 武 司 ＴＥＬ （０３）３８５１－３８０３ 

 １．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ①  四半期財務諸表の作成基準 ：  中間財務諸表作成基準 

 ②  最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：  無 

 ③  会計監査人の関与 ：  有 

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

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

 

２．平成 19 年３月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成１8 年６月 30 日） 

（１）経営成績の進捗状況  （百万円未満切り捨て） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

１9 年３月期第 1 四半期 3,185 1.5 129 2.3 159 33.4 474 619.2 

１8 年３月期第 1 四半期 3,137 16.0 126 △31.0 119 △9.0 65 △8.1 

（ 参 考 ） 1 8 年 ３ 月 期 13,064 21.4 442 △35.6 456 △26.2 257 △22.7 

 
 1 株当たり四半期 

（当期）純利益 
      

    円   銭       

１9 年３月期第 1 四半期   1,046    67        

１8 年３月期第 1 四半期         531    21        

（ 参 考 ） 1 8 年 ３ 月 期         643    59        

（注） １．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．当社は、平成 17 年 12 月 6 日開催の取締役会の決議に基づき、平成 18 年２月 20 日付をもって普通株式１株を３株に分割してお

ります。 

  

（２）財政状態の変動状況  （百万円未満切り捨て） 

 

 
総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

１9 年３月期第 1 四半期 16,303       11,462       70.2    25,275       40    

１8 年３月期第 1 四半期 9,657       7,783       80.6    61,704       05    

（ 参 考 ） 1 8 年 ３ 月 期 17,261       11,246       63.8    24,833   84    

（注） 当社は、平成 17 年 12 月 6 日開催の取締役会の決議に基づき、平成 18 年２月 20 日付をもって普通株式１株を３株に分割しておりま

す。 
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 （２）平成 19 年３月期通期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第 1 四半期の業績は、為替レートが比較的円高基調であったことに加え、販売費及び一般管理費のコスト削減等により、当社の

予想を上回って推移したことから、中間期の業績を修正いたします。 

なお、通期の業績予想につきましては、事業環境の推移が不透明であることから、前回の予想を修正しておりませんが、見通しの

修正の必要が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 

   ※本資料に記載されている当社の中間期及び通期の業績予想は、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及び仮定を  

   前提にしており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。 

 

 

・ 現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年３月期 ― ― ― 

19 年３月期（実績） ― ― 

19 年３月期（予想） ― ― 
― 

 

 

３．平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成１9 年３月 31 日） 

 

（１）平成 19 年３月期・中間個別業績予想数値の修正（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日）   

          （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 中間純利益 

前 回 発 表 予 想   （Ａ） 6,437 123 440 

今 回 修 正 予 想    （Ｂ） 6,437 220 500 

増 減 額 （Ｂ－Ａ） － 97 60 

増 減 率   （％） － 78.9 13.6 

（ご参考）前期実績(平成 18 年 3 月期中間期) 5,965 258 136 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

通 期 15,000       500 655 

４．配当状況 



5．四半期財務諸表5．四半期財務諸表5．四半期財務諸表5．四半期財務諸表
(１)　四半期貸借対照表

注記
番号

構成比
(%)

構成比
(%)

構成比
(%)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産　　

1. 現金及び預金 4,002,017 1,319,835 2,432,179

2. 売掛金 982,226 901,059 1,426,952

3. たな卸資産 1,339,465 1,194,445 1,235,969

4. 前払費用 11,849 15,866 19,683

5. 繰延税金資産 29,678 50,623 43,353

6. 関係会社短期貸付金 500,000 1,600,000 2,000,000

7. 未収入金 - 864,938 66,665

8. その他 92,630 60,744 56,824

貸倒引当金 △9,175 △1,439 △7,484

流動資産合計 6,948,693 72.0 6,006,074 36.8 △942,619 7,274,145 41.3

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産 ※１

(1)建物 8,392 14,391 13,601

(2)車両運搬具 1,082 131 147

(3)工具器具備品 19,649 16,963 15,519

 有形固定資産合計 29,125 31,487 2,361 29,268

2. 無形固定資産 26,054 32,606 6,551 27,152

3. 投資その他の資産

(1)投資有価証券 168,000 510,000 1,140,000

(2)関係会社株式 2,434,840 9,593,634 7,893,634

(3)その他の関係会社

　 投資有価証券

(4)関係会社長期貸付金 - - 1,128,832

(5)敷金保証金 32,447 46,449 46,947

(6)その他 18,247 1,536 746

 投資その他の資産合計 2,653,534 10,233,220 7,579,685 10,290,760

固定資産合計 2,708,715 28.0 10,297,314 63.2 7,588,599 10,347,181 58.7

資産合計 9,657,408 100.0 16,303,388 100.0 6,645,979 17,621,327 100.0

81,600 80,600-

前事業年度の要約貸借対照表前第１四半期会計期間末
　(平成18年３月31日)　(平成17年６月30日)

当第１四半期会計期間末
(平成18年６月30日)

増減

区分 金額（千円）金額（千円） 金額（千円） 金額(千円)

 35



注記
番号

構成比
(%)

構成比
(%)

構成比
(%)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

1. 買掛金 1,506,633 992,168 1,567,865

2. 短期借入金 － 1,200,000 2,200,000

3. 関係会社短期借入金 － 1,000,000 1,000,000

4. 未払金 202,235 172,598 213,470

5. 未払法人税等 31,574 331,976 39,461

6. 前受金 74,091 44,933 46,155

7. 賞与引当金 13,343 13,308 21,668

8. 製品保証引当金 8,273 19,809 29,521

9. その他 ※2 37,723 66,247 69,634

流動負債合計 1,873,874 19.4 3,841,042 23.6 1,967,167 5,187,776 29.4

Ⅱ 固定負債

1. 長期借入金 － 1,000,000 1,000,000

2. 繰延税金負債 － － 187,100

固定負債合計 － － 1,000,000 6.1 1,000,000 1,187,100 6.8

負債合計 1,873,874 19.4 4,841,042 29.7 2,967,167 6,374,877 36.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

1. 資本金 - - 3,775,035 23.2 - - -

2. 資本剰余金

（1）資本準備金 - 5,918,043 -

資本剰余金合計 - - 5,918,043 36.3 - - -

3. 利益剰余金

（1）その他利益剰余金

任意積立金 - 465 -

繰越利益剰余金 - 1,753,487 -

利益剰余金合計 - - 1,753,953 10.7 - - -

4. 自己株式 - - △ 685 △0.0 - - -

株主資本合計 - - 11,446,346 70.2 - - -

Ⅱ 新株予約権 - - 16,000 0.1 - - -

純資産合計 - - 11,462,346 70.3 - - -

負債純資産合計 - - 16,303,388 100.0 - - -

(資本の部)

Ⅰ 資本金 3,248,850 33.6 - - - 3,775,035 21.4

Ⅱ 資本剰余金

1. 資本準備金 3,446,000 - 5,918,043

資本剰余金合計 3,446,000 35.7 - - - 5,918,043 33.6

Ⅲ 利益剰余金

1. 任意積立金 931 - 931

2. 第１四半期(当期)未処分利益 1,087,752 - 1,279,019

利益剰余金合計 1,088,684 11.3 - - - 1,279,951 7.3

Ⅳ その他有価証券
評価差額金

Ⅴ 自己株式 - - △ 546 △0.0

資本合計 7,783,534 80.6 - - - 11,246,449 63.8

負債資本合計 9,657,408 100.0 - - - 17,621,327 100.0

　

- 273,966 1.5-

(平成18年６月30日)(平成17年６月30日)

金額（千円）金額（千円） 金額（千円）

前事業年度の要約貸借対照表

(平成18年３月31日)
増減

金額(千円）区分

当第１四半期会計期間末前第１四半期会計期間末
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(２)四半期損益計算書

注記
番号

百分比
(%)

百分比
(%)

百分比
(%)

Ⅰ 売上高 3,137,868 100.0 3,185,661 100.0 47,793 13,064,288 100.0

Ⅱ 売上原価 2,628,382 83.8 2,679,210 84.1 50,828 11,123,817 85.1

売上総利益 509,485 16.2 506,451 15.9 △ 3,034 1,940,470 14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 383,395 12.2 377,448 11.8 △ 5,946 1,498,298 11.5

営業利益 126,090 4.0 129,002 4.1 2,912 442,172 3.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 3,914 0.1 37,093 1.1 33,178 55,957 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 10,506 0.3 6,713 0.2 △3,793 41,627 0.3

経常利益 119,499 3.8 159,382 5.0 39,883 456,503 3.5

Ⅵ 特別利益 ※３ 56 0.0 633,286 19.9 633,229 7,137 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 5,547 0.2 284 0.0 △ 5,263 17,180 0.1

税引前第１四半期(当期)純利益 114,008 3.6 792,384 24.9 678,376 446,460 3.4

法人税、住民税及び事業税 27,416 325,598 183,109

法人税等調整額 20,688 48,105 1.5 △7,215 318,382 10.0 270,277 6,180 189,289 1.4

第１四半期(当期)純利益 65,903 2.1 474,001 14.9 408,098 257,170 2.0

前期繰越利益 1,021,849 － － 1,021,849

第１四半期（当期）未処分利益 1,087,752 － － 1,279,019

前事業年度の要約損益計算書前第１四半期会計期間

   　 （自　平成17年４月１日   　 （自　平成17年４月１日

当第１四半期会計期間

   　 （自　平成18年４月１日 増減

 　　　  至  平成18年３月31日)

区分 金額（千円）

 　　　  至  平成17年６月30日)

金額(千円)

 　　 　 至  平成18年６月30日)

金額（千円） 金額(千円)
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(３)四半期株主資本等変動計算書 

当第 1四半期会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年 6月 30日） 

 
株主資本 

評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金  

資本金 
資本準備金 任意積立金 

繰越利益 

剰余金 

自己 

株式 
株主資本合計 

その他有価証

券評価差額金 

新株 

予約権 
純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） 
3,775,035 5,918,043 931 1,279,019 △546 10,972,483 273,966 16,000 11,262,449 

第１四半期会計期間中の

変動額 
         

特別償却準備金取崩  

（千円） 
― ― △465 465 ― ― ― ― ― 

第１四半期純利益 

（千円） 
― ― ― 474,001 ― 474,001 ― ― 474,001 

自己株式の取得 

（千円） 
― ― ― ― △139 △139 ― ― △139 

株主資本以外の項目の第

１四半期会計期間中の変

動額（純額）  

（千円） 

― ― ― ― ― ― △273,966 ― △273,966 

第１四半期会計期間中の

変動額合計 

（千円） 

― ― △465 474,467 △139 473,862 △273,966 ― 199,896 

平成 18 年６月 3０日残高 

（千円） 
3,775,035 5,918,043 465 1,753,487 △685 11,446,346 ― 16,000 11,462,346 
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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１四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1)有価証券  (1)有価証券 (1)有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式   子会社株式及び関連会社株式   子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

同左 同左 

  その他有価証券   その他有価証券   その他有価証券 

――――   時価のあるもの   時価のあるもの 

１． 資産の評価基準及び評

価方法 

 四半期決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し､売却原

価は移動平均法により算定）を

採用しております。 

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  時価のないもの  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。 

同左 同左 

 (2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

時価法を採用しております。 同左 同左  

(3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

商品、原材料 商品、原材料 商品、原材料 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

製品、仕掛品 製品、仕掛品 製品、仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

同左 同左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 

最終仕入原価法による原価

法を採用しております。 

同左 同左 

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

法  定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 
 

建物 10～20年 

車両運搬具   ２～６年 

工具器具備品   ３～15年 

 
建物 ３～20年 

車両運搬具   ３～４年 

工具器具備品   ３～10年 

 
建物 10～20年 

車両運搬具   ２～６年 

工具器具備品   ３～15年 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  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。 

同左 同左 

３．繰延資産の処理方法  新株発行費 新株発行費 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

同左 同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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、四半期

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。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日

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。 

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

  売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により計上しておりま

す。貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上

することとしております。 

同左        同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員に支給する賞与の支出

に充てるため、賞与支給見込額

の当四半期会計期間負担額を計

上しております。 

同左  従業員に支給する賞与の支出

に充てるため、賞与支給見込額

の当事業年度負担額を計上して

おります。 

 (3)製品保証引当金 (3)製品保証引当金 (3)製品保証引当金 

 製品販売後の無償補修費用の

支出に備えるため、販売台数を

基準として過去の経験率に基づ

き無償補修費用見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 同左 同左 

   

６．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 
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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１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ―――― ―――― 

当事業年度より、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。 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

―――― 

 

 当第１四半期会計期間より、｢貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準｣（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び｢貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針｣（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に相当す

る金額は11,446,346千円であります。 

 

―――― （ストック・オプション等に関する会計基

準） 

―――― 

 

 当第１四半期会計期間より、｢ストック・

オプション等に関する会計基準｣（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第８号）及び｢ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第11号）を適用しております。 

 なお、当該会計基準及び適用指針の適用

による当第１四半期財務諸表への影響はあ

りません。 

 

―――― （企業結合に係る会計基準および事業分離

等に関する会計基準） 

―――― 

 

 当第１四半期会計期間より、｢企業結合に

係る会計基準｣（企業会計審議会 平成15年

10月31日）及び｢事業分離等に関する会計基

準｣（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第７号）並びに｢企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針｣（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。 

 なお、当該会計基準及び適用指針の適用

による当第１四半期財務諸表への影響はあ

りません。 
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   表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

―――― (貸借対照表) 

 前第１四半期会計期間において流動資産の｢その他｣に含めて

表示しておりました｢未収入金｣は、当第１四半期会計期間にお

いて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記いたしま

した。 

 なお、前第１四半期会計期間の｢未収入金｣は89,653千円であ

りました。 

 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

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

19,219千円 25,728千円 23,701千円 

※２  消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２  消費税等の取扱い 

同左 

※２          ―――――― 

３     ―――――― ３ 債務保証 

子会社の仕入債務に対して次のとお

り債務保証を行っております。 

株式会社シネックス  1,266,980千円 

                                (11,000千米ドル) 

株式会社ｉｉｙａｍａ  575,900千円 

                                 (5,000千米ドル) 

なお、外貨建債務保証は四半期決算

日の為替相場で円換算しており、その

外貨額は（ ）に記載のとおりであり

ます。 

子会社の金融機関からの借入金等に

対して次のとおり債務保証を行ってお

ります。 

株式会社ｉｉｙａｍａ  3,950,000千円 

３ 債務保証 

子会社の仕入債務に対して次のとお

り債務保証を行っております。 

株式会社シネックス  1,292,280千円 

                                (11,000千米ドル) 

なお、外貨建債務保証は期末日の為

替相場で円換算しており、その外貨額

は（ ）に記載のとおりであります。 

４  当座貸越契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

四半期会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

４  当座貸越契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

四半期会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

４  当座貸越契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 
 

当座貸越極度額の
総額 

1,300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,300,000千円
  

 
当座貸越極度額の
総額 

3,400,000千円

借入実行残高 1,200,000千円

差引額 2,200,000千円
  

 
当座貸越極度額の
総額 

3,400,000千円

借入実行残高 2,200,000千円

差引額 1,200,000千円
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（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
※１  営業外収益のうち主要なもの 

受取手数料 1,649千円 

  

  
  

 
※１  営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 4,090千円

受取手数料 1,967千円

為替差益 29,929千円
  

 
※１  営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 8,404千円

受取手数料 6,095千円

投資運用益 35,072千円
   

※２  営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費 10,506千円 

  

  

  
  

 
※２  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 6,660千円

 

 

  
  

 
※２  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 3,878千円

為替差損 12,916千円

新株発行費 24,831千円

 
   

※３  特別利益のうち主要なもの 

―――――― 

 

  
  

※３  特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 623,067千円

 

 
  

 
※３  特別利益のうち主要なもの 

保険解約返戻金収入 7,080千円

 

 
  

※４  特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 2,378千円

建物附属設備除却損 1,772千円

  
 

 
※４  特別損失のうち主要なもの 

ソフトウェア売却損 284千円

 

  
  

 
※４  特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 3,140千円

建物附属設備除却損 2,192千円

ソフトウェア廃棄損 7,024千円

保険解約損失 4,473千円
  

 
５  減価償却実施額 

有形固定資産 2,228千円

無形固定資産 816千円
 

 
５  減価償却実施額 

有形固定資産 2,027千円

無形固定資産 1,408千円
 

 
５  減価償却実施額 

有形固定資産 9,880千円

無形固定資産 4,039千円
  

 

 

 

 （四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数株 

当第１四半期会計期間 

増加株式数       

当第１四半期会計期間 

減少株式数    

当第１四半期会計期間 

末株式数    

普通株式 （株） ７ ３ － 10 

 

（変動事由の概要） 

 自己株式の買付による増加      ３株 
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（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。 

 

 

 

（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成17年６月30日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当第１四半期会計期間末（平成18年６月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（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 61,704円05銭 

１株当たり第１四半期

純利益 
531円21銭 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益 
496円49銭 

 

１株当たり純資産額 25,275円40銭 

１株当たり第１四半期

純利益 
1,046円67銭 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益 
－円－銭 

 

１株当たり純資産額 24,833円84銭 

１株当たり当期純利益 643円59銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
616円39銭 

 

当社は、平成16年９月21日付で普通株式

１株を10株に分割しております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前第１四半期会計期間における１株当たり

情報については、以下のとおりとなりま

す。 

１株当たり純資産額 23,203円95銭 

１株当たり第１四半期

純利益 
761円60銭 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益 
699円45銭 

  

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

当社は、平成18年２月20日付で普通株式

１株を３株に分割しております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 15,055円27銭 

１株当たり当期純利益 1,043円56銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
966円75銭 

 

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

あります。 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第1四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益    

第１四半期（当期）純利益（千円） 65,903 474,001 257,170 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

（千円） 
65,903 474,001 257,170 

期中平均株式数（株） 普通株式  124,063 普通株式  452,867 普通株式  399,586 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益 

   

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 8,677 － 17,636 

（うち新株予約権） （8,677） （－） （17,636） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

――――― 平成16年６月28日定時株主

総会決議による第２回新株

予約権（新株予約権の数

1,440個）普通株式4,320株 

平成17年６月28日定時株主

総会決議による第４回新株

予約権（新株予約権の数

2,859個）普通株式8,577株 

平成17年９月21日取締役会

決議による第３回新株予約

権（新株予約権の数4,000

個）普通株式12,000株 

――――― 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(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・Ｊ

ＡＰＡＮ（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 晋大郎 

⑥資本金 47,000千円 

 

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 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）異動前の当社所有株式数 

：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 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取得によるプロサイド株式会社の子会

社化の延期） 

 当社は平成18年４月６日開催の取締役会

において、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が、平成18年６月

２日において、当社及びプロサイド株式会

社との協議の結果、出資契約書に基づく平

成18年６月９日を払込期日とする第三者割

当増資引受の日程を延期することを決定い

たしました。 

 

１．延期の理由 

 プロサイド株式会社が、当社グループ内

におけるサーバ開発、製造、販売部門を分

掌するにあたり、グループ会社化に伴う

サーバ事業の再構築、組織再編、各種イン

フラの統合整備及び人事諸制度の統一等に

つき、より一層の慎重かつ十分な準備と時

間的猶予が必要であるとの認識に至ったた

めであります。 

 

 ２. プロサイド株式会社との関係 

  本件延期は、当社及びプロサイド株式会社

間における子会社化協議の継続を前提とす

る決定であり、平成18年５月31日より当社

法人ＷＥＢサイトにてプロサイド株式会社

製サーバの販売を開始するなど、同社との

協業関係は着実に進展しており、現時点に

おいてその方針に変更はございません。 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(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日開催の取締役会におい

て、下記のとおり具体的な条件を決定いた

しました。 

１.新株予約権の発行日 

：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る株式の発行価額

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20年７月21日 

：至 平成25年７月19日 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会社分割） 

当社は、平成18年５月25日開催の取締役会にお

いて、当社事業を承継する新設会社を「株式会社

マウスコンピューター」（以下「新設会社」）と

する分割計画書を承認し、その詳細につき下記の

とおり決議いたしました。 

 

１.分割の目的 

当社は、パソコンのＢＴＯ(Build To Order：受

注生産)メーカーとしてＰＣ事業の成長を図る一

方、総合ＩＴ企業グループ形成を目指し、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。 

当社は持株会社として、ＩＴ分野における急激

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することにより、当社

グループ全体の経営効率の向上及びコーポレー

ト・ガバナンスの強化・拡充を実現してまいりま

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。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程  

分割計画書承認取締役会    平成18年５月25日 

分割計画書承認株主総会    平成18年６月29日 

分割期日           平成18年10月１日 

分割登記           平成18年10月２日 

（２）分割方式 

当社を分割会社とし、新設会社に事業を承継さ

せる方式であります。 

（３）株式の割当 

本件分割に際して新設会社が発行する普通株式

2,000株は、全て分割会社である当社に割当てま

す。 

（４）分割交付金 

分割交付金の支払はございません。 

（５）新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、分割計画書及び分割契約書に別段

の定めがなされた項目を除き、分割期日における

当社の営業に属する一切の資産及び負債、営業に

付随する各種契約、並びに従業員との雇用契約等

の権利義務を承継いたします。 
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 前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

（６）新設会社の概要 

 名称  株式会社マウスコンピューター 

 事業内容  パーソナルコンピューター及び周

辺機器の開発、製造、販売とそれ

に付随する一切の事業 

 資本金  100,000千円 

 代表者の氏名 代表取締役社長 小松 永門 

（７）新設会社の資産及び負債の額 

新設会社は、分割期日における本件事業に係る

資産、負債を承継いたします。本件事業に係る資

産及び負債の評価については、平成18年３月31日

現在の当社の貸借対照表を基礎とし、これに分割

期日までの増減を加除した上で確定いたします。 

(８）承継する労働契約 

分割期日において、当社に属する全ての従業員

のうち、ビジネスパートナー本部、コーポレート

本部、内部監査室の全従業員並びに営業企画部の

一部の従業員を除き、本件事業部門に在籍する全

ての従業員を対象として、新設会社は当社の労働

契約上の地位を承継いたします。 

但し、分割期日現在引き続き在籍している者に

限るものといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

（子会社の増資） 

平成18年４月20日開催の取締役会において、当社

完全子会社である株式会社ｉｉｙａｍａが実施する

株主割当増資の全額引受について下記のとおり決議

し、平成18年５月17日に払込が完了いたしました。 

 

１．増資の目的 

当社から株式会社ｉｉｙａｍａへ供与している既

存貸付金の一部を株式会社ｉｉｙａｍａの自己資本

に振り替えることで、株式会社ｉｉｙａｍａの自己

資本の充実及び財務基盤の強化を図ることを目的と

して行うものであります。 

 

２．増資の内容 

 ①発行株式数     ：普通株式 34,000株 

 ②発行方法     ：株主割当 

 ③発行価額 ：１株につき 50,000円 

 ④払込金額 ：1,700,000,000円 

 ⑤資本組入額 ：850,000,000円 

 ⑥払込期日 ：平成18年５月17日 

 ⑦増資後資本金 ：1,050,000,000円 

 ⑧増資後発行済株式数 ：38,000株 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＰＣ・ＪＡＰＡＮ有限責任事業組合契約締結） 

 当社は平成18年６月22日開催の取締役会におい

て、当社、アロシステム株式会社及び当社連結子会

社である株式会社シネックスにて、３社間の業務提

携関係のより一層の強化並びに他のＰＣ・ＰＣパー

ツメーカーの参画を促進すること等を目的として、

ＰＣ・ＪＡＰＡＮ有限責任事業組合（ＬＬＰ）を設

立することを決議いたしました。 

名称 ＰＣ・ＪＡＰＡＮ有限責任事業組合 

所在地 東京都千代田区岩本町 

二丁目12番５号 

設立登記日 平成18年７月３日（予定） 

出資金 300万円 

出資比率 株式会社ＭＣＪ  

33.3％（100万円） 

 アロシステム株式会社 

33.3％（100万円） 

 株式会社シネックス 

33.3％（100万円） 

事業内容 ＰＣ、ＰＣパーツ、ＰＣ周辺機器等

に関する仕入れ、物流、生産、商品

企画、商品開発 

本件組合は、独立組織として積極的に共同仕入、

共同物流、共同生産等を行い、併せてＰＣ・ＪＡＰ

ＡＮオリジナルブランドによる製品の開発及び販売

等を企画してまいります。また、出資を伴う一般組

合員の増員や、出資を伴わない賛助会員を各種パー

ツメーカーあるいはベンダーから募集し、ＰＣ・Ｊ

ＡＰＡＮ構想に共鳴・参画するパートナーの継続的

発掘を行ってまいります。 

 

 


