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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

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

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 27,000 98.9 308 △21.0 453 38.1

17年９月中間期 13,575 － 390 － 328 －

18年３月期 35,602  1,124  1,105  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 376 87.5 831 07 － －

17年９月中間期 200 － 1,604 60 1,501 63

18年３月期 574  1,436 99 1,376 25

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 ２百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期 452,912株 17年９月中間期 125,109株 18年３月期 399,586株

 　　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会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。
平成17年９月中間期については、平成16年９月中間期において中間連結財務諸表を作成していないため、記載し
ておりません。

⑤平成18年９月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、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。

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

総資産 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

18年９月中間期 31,702 14,549 42.0 28,836 58

17年９月中間期 14,820 7,918 53.4 62,772 80

18年３月期 29,701 12,699 42.7 28,041 54

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 461,384株 17年９月中間期 126,143株 18年３月期 452,868株

 　　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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 932 507 △1,739 7,907

17年９月中間期 △860 △1,276 3,225 5,978

18年３月期 △395 △5,009 8,642 8,152

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 15社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ４社　 （除外） －社 持分法（新規） １社　 （除外） －社
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２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 61,304 2,040 1,035

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 2,243円　25銭

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

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

なお、上記予想に関する事項は９ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
 当中間連結会計期間において、当社グループは、当社（株式会社ＭＣＪ）、連結子会社15社、及び持分法適用関連会

社１社の計17社で構成されており、パーソナルコンピューター（以下「パソコン」）の製造・販売を起点として、現

在４セグメントに分類される事業を展開しております。当社グループ各社の相関関係及び事業系統図は次頁記載のと

おりであります。

　また、当社は、平成18年10月１日を分割期日として新設分割を実施し、従来のパソコン製造・販売事業のすべてを

新設会社・株式会社マウスコンピューターへと移管いたしました。これにより、当社は、グループの統括・運営業務

に特化したホールディングスカンパニーへと移行しております。なお、ホールディングス化に伴う商号の変更はあり

ません。

 （１）パソコン関連事業

 パソコンの製造・販売、液晶ディスプレイの製造・販売、パソコン及びパソコン周辺機器パーツの国内外からの調達、

卸売及び販売等を行っております。

該当会社は、当社連結子会社である株式会社マウスコンピューター、株式会社ｉｉｙａｍａ及びその海外子会社５社

（※１）、株式会社シネックス、フリーク株式会社、株式会社ユニティ、株式会社ユニティコーポレーション、株式

会社ｉｒｉｖｅｒ ｊａｐａｎ（※２）、ＰＣ・ＪＡＰＡＮ有限責任事業組合、並びに持分法適用関連会社のアイシー

エムカスタマーサービス株式会社となります。

 

 （２）サービスサポート事業

 インバウンド、アウトバウンド共に対応可能なインハウスコールセンターの運営等を行っております。該当会社は、

当社連結子会社である株式会社ウェルコム及び株式会社Ｃ＆Ｔモバイルサポートとなります。

 

 （３）メディア事業

 ＩＴ関連書籍の編集、発行及び出版事業を行っております。また、グループ各社向けに、製品に添付する各種マニュ

アル等の整備支援業務を請負っております。該当会社は、当社連結子会社である株式会社秀和システムとなります。

 

 （４）その他の事業

 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事業を行っております。該当会社は、当社連結子会社

である株式会社ＭＣＪパートナーズとなります。

 

 ※１　海外子会社５社とは、iiyama Benelux B.V.（オランダ）、iiyama Deutschland GmbH（ドイツ）、IIYAMA 

FRANCE SARL（フランス）、iiyama（UK）Limited（イギリス）、iiyama Polska Sp.zo.o.（ポーランド）をいいます。

 ※２　平成18年10月30日当社全額出資により設立しております。

 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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 （株）秀和システム （ＩＴ関連書籍販売） 

 

（株）ウェルコム （コールセンター運営） 

（株）MCJパートナーズ （投資育成事業） 

（株）iriver japan （携帯型オーディオ機器販売） 

（株）ユニティ （PCパーツ輸入正規代理店） 

＜パソコン関連事業＞ 

（株）シネックス （PCパーツ卸売・販売） 

＜サービスサポート事業＞ 

＜メディア事業＞ 

＜その他の事業＞ 

 
（株）マウスコンピューター （PC製造・販売） 

（株）iiyama （液晶ディスプレイ製造・販売） 
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[事業系統図] 

※上記系統図には、平成 18 年 11 月 24 日現在、当社が株式を直接保有している連結子会社のみを記載しております。 

　なお、平成18年11月24日現在、当社グループは当社（株式会社ＭＣＪ）、株式会社マウスコンピューターと株式会

社ｉｒｉｖｅｒ　ｊａｐａｎを加えた連結子会社17社、及び持分法適用会社１社の計19社で構成されております。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

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

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

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

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

(2）会社の利益配分に関する基本方針

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

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

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

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

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

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

考えております。

(4）目標とする経営指標

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

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

の最大化を目指しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

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

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

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

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

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

標としております。

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

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

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

努めてまいりました。その結果、平成18年９月30日現在、当社及び当社の関係会社により構成される企業グループは

17社となっております。

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

レートガバナンスの強化及び拡充を実現するため、平成18年10月１日付で、純粋持株会社体制に移行いたしました。

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

を構築するとともに、当社グループ全体の経営戦略の推進母体として経営管理・リスクマネジメント機能に特化して

まいります。同時に、各事業会社においては、主たる事業における業務執行に専門・特化することで、主たる事業の

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

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

めに以下の課題に取り組んでまいります。

①　製品の差別化

　パソコン業界におきましては、市場がほぼ成熟状態にあり、競合他社・競合製品が多いことから、価格・性能・

外観のトータルバランスを常に考慮し、差別化を図っていく必要があります。価格面での訴求はもとより、特定

機能に特化したモデルのラインナップや、ユーザーのニーズに合わせ特定目的のためにカスタマイズ対応を行う

等、ＢＴＯメーカーとしてのメリットを最大限に生かした柔軟かつ独創的な製品開発を目指してまいります。

②　営業体制の強化

　パソコン事業につきましては、市場におけるシェア拡大を最大の目標として、法人向け、家電量販店向け、コ

ンシューマー向けそれぞれに営業部隊を配置して活動を行っておりますが、随時営業人員の増加を図るとともに、

営業事務業務を一部門に集約して処理の効率化を図る等、限られたリソースの中で一人あたりの営業生産性の向

上を目指してまいります。

③　システムの強化

　パソコン事業における受注生産の仕組みを支える基幹システムについて、事業規模の拡大に伴うトランザクショ

ンの増加に対応できる新たなシステム構築が急務となっております。また、グループの急速な拡大に伴い、より

効率的かつ安全な社内情報共有システムの導入が必要不可欠となっており、ともに準備を進めております。

④　グループ間のシナジーの発揮

　当社は平成18年10月１日を分割期日として新設分割を実施し、従来のパソコン製造・販売業のすべてを新設会

社である株式会社マウスコンピューターに移管し、当社はグループの統括、運営業務に特化したホールディング

スカンパニーへと移行しております。今後は、各グループ会社それぞれの収益向上を支援すると同時に、当社グ

ループの一員としての役割・機能分担の明確化や合理化の徹底、既存事業の組み合わせによる新たなサービスの

提案、あるいはノウハウの相互利用等を行うことにより、グループ全事業の相乗的な成長を目指してまいります。

 

(7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(8）関連当事者との関係に関する基本方針

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

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

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

特記すべき事由はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高止まりや国内金利の上昇、北朝鮮のミサイル発射に伴うア

ジア経済への影響懸念等の不安要素はあるものの、依然景気拡大期の中にあり、好調な企業業績を背景に、設備投資の

増加や雇用情勢の改善がゆるやかに継続し、景況感は堅調に推移しました。一方、当社グループが密接に関連するパソ

コン業界におきましては、前期までは台数ベースで６半期連続で微増を続けておりましたが、当上半期（平成18年４月

～９月）の国内出荷は台数ベースで前年同期比４％減、出荷金額ベースで前年同期比６％減（社団法人：電子情報技術

産業協会調べ）となっており、シェア争いの激化で価格競争にさらに拍車がかかり、日本経済全体が好況に沸く中で比

較的厳しい状況となりました。これは、次期Windows「VISTA」のリリース時期が2007年１月に確定したことによる買い

控えの増加を始め、サッカーワールドカップ開催による影響や、地上波デジタル放送への移行に伴う大型液晶テレビ・

プラズマテレビへの買い替え、デジタルオーディオプレーヤーの急激な普及等、パソコン以外への個人消費の分散が主

な要因と考えられます。

　このような状況の下、当社グループは、株式会社ユニティ（台湾のパソコンパーツメーカー・ASUSTeK社の正規代理

店）の子会社化等、主力事業であるパソコン関連事業の強化に経営資源を集中させる一方で、平成18年10月の純粋持株

会社化に向け、グループ各社における組織基盤の整備と重複コストの削減を図り、更なる業容拡大と競争力向上に努め

てまいりました。

 これらの結果、パソコン業界全体が比較的低調に推移した中で、当中間連結会計期間の連結売上高は27,000,989千円

（前年同期比98.9％増）、営業利益は308,729千円（同21.0％減）、経常利益は453,342千円（同38.1％増）、中間純利

益は376,401千円（同87.5％増）となりました。

 事業セグメント別の営業概況は、次のとおりであります。

 ①パソコン関連事業

 パソコン関連事業におきましては、パソコン本体の製造・販売をはじめとして、パソコンに必要な各種部材の調達、

映像出力に必要な液晶ディスプレイの製造・販売、パソコンを取り巻く各種周辺機器の開発または販売等を総合的にお

こなっております。当中間連結会計期間におけるパソコンの製造・販売については、量販店販売部門及び法人営業部門

においては概ね堅調に推移したものの、コンシューマー向けダイレクト販売部門はパソコン業界の動向の影響を大きく

受け、低調に推移いたしました。液晶ディスプレイの製造・販売については、１台あたりの製造コスト削減に注力した

結果、利益率の改善に成功しております。パソコン及びパソコン周辺機器パーツの卸売・販売については、パソコンの

中枢機能を担う中央演算処理装置（CPU）が大きな変革期を迎え、需要の高まりと共に販売数を伸ばしましたが、記憶

領域を担うメモリー、ハードディスクといった他の主要パーツにおいて他社との競合が生じ、大幅な売上向上には至り

ませんでした。

　以上の結果、当事業における売上高は23,321,620千円（前年同期比52.8％増）、営業利益は262,532千円（同38.0％

減）となりました。

 ②メディア事業

 メディア事業におきましては、パソコンソフトの使用方法を平易に解説する書籍等、いわゆるIT関連書籍の編集、発

行及び出版を主力事業としております。出版業界全体が売上不振に苦しむ中、専門書籍のラインナップによりターゲッ

トを絞り込み、安定した収益を確保しつつ、引き続き新刊の増加、在庫リスクの低減に努めた結果、売上高は1,041,353

千円、営業利益は146,083千円となりました。

 ③サービスサポート事業

 サービスサポート事業におきましては、グループ内外向けのインハウスコールセンター運営を主要業務としておりま

す。当中間連結会計期間においては、業務効率向上のため大幅な業務再編及び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を行い未だ投資資金の回収には至らず、売上高は896,288千円、営業損失は82,551千円となりま

した。

 ④その他の事業

 その他事業における投資育成事業におきましては、投資有価証券の運用及び未公開株への先行投資等を行っており、

当中間連結会計期間のおける売上高は1,770,098千円（前年同期比2,484.8％増）、営業損失19,337千円（前年同期は営

業利益12,925千円）となりました。
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(2）財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当中間連結会計期間末残高は、税金

等調整前中間純利益が1,009,549千円（前年同期比174.5％増）と高水準で、これに加えて投資有価証券売却による収

入847,410千円等の収入要因はありましたが、借入金の返済による支出1,700,000千円（前年同期は300,000千円の獲

得）があったことから、期首に比べ244,620千円減少（前年同期は1,081,279千円の増加）し、当中間連結会計期間末

には7,907,866千円となりました。

　また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・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）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は932,068千円（前年同期は860,850千円の使用）とな

りました。

　これは主に税金等調整前中間純利益が1,009,549千円（前年同期比174.5％増）が計上されたことに加え、国内外

の年末商戦の販売にむけた仕入債務の増加1,195,452千円（前年同期は158,105千円の減少）、たな卸資産の増加

413,726千円（前年同期比22.2％減）、営業投資有価証券の増加596,178千円（同414.6％増）、法人税等の支払額

71,196千円（同74.0％減）によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は507,955千円（前年同期は1,276,424千円の使用）と

なりました。

　これは主に投資有価証券の売却による収入847,410千円、新規連結子会社株式の取得による収入312,601千円（前

年同期は839,641千円の使用）、貸付金の実行による支出600,000千円、関連会社株式の取得による支出51,456千円

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は1,739,139千円（前年同期は3,225,940千円の獲得）

となりました。

　これは主に短期借入金の返済1,700,000千円（前年同期は300,000千円の獲得）によるものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期
 （個別）

平成18年３月期
（連結） 

平成19年３月期
（連結)

 　中間 　期末 　中間 　期末 　中間

自己資本比率（％） 65.4 76.2 53.4 42.7 42.0

時価ベースの自己資本比率（％） 820.3 447.3 233.2 100.6 95.3

債務償還年数（年） － － － － 8.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ － － － 26.4

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※平成18年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成17年３月期につきましては、個別ベースでの財務数値

により計算しております。
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(3）通期の見通し

　当下半期のわが国経済は、好調な企業業績を背景に個人消費、民間設備投資、雇用情勢が現在も改善傾向にあるこ

とから、緩やかながらも回復基調が続くものと予想されます。

　一方、当社グループを取り巻くパソコン業界におきましても、2007年１月に、現行OS（オペレーティングシステム）

である「WindowsXP」に代わる新型OS「Windows Vista」のリリースが控えており、一定の買い替え需要が見込まれて

おります。Windows Vistaの主要機能の一つである「Aero（エアロ）」を利用するためにはハードウェアレベルでの要

求が高く、OSの入れ替えだけでは対応が難しいケースが想定されるため、動作要件を満たすパソコン本体の需要はも

とより、アップグレード用途での各種関連パーツ及び周辺機器の需要も数多く見込まれることが予想されております。

また、新型OSに関する各種サポート業務の発生や、使用方法等を題材とする書籍の販売等、当第４四半期以降、当社

グループ各社にとって追い風となる可能性があります。

　しかしながら、新型OSリリースによる影響につきましては、期初の時点である程度織り込み済であり、当中間期終

了時点においては、ほぼ計画どおりに推移していると考えております。また、当第１四半期において個別業績の上方

修正いたしましたが、サービスサポート事業における設備投資費用をはじめとして、Ｍ＆Ａ戦略の推進による販管費

の増加、持株会社化に伴う移行作業費等が発生しておりますため、連結の通期業績見通しにつきましては、平成18年

５月25日に公表いたしました当初の業績予想値に変更はございません。

①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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 連結売上高 連結経常利益 連結当期純利益

 通　　　期 61,304 2,040 1,035

②平成19年３月期の個別業績予想の修正（平成18年４月1日～平成19年３月31日）

  当社は、平成18年５月25日開催の取締役会において、主たる事業であるＰＣ事業のすべてを、新設会社「株式会社

マウスコンピューター」へ承継させる分割計画書を承認いたしました。そして、平成18年６月29日開催の定時株主総

会において会社分割計画書の承認を得、平成18年10月１日をもって会社分割を実施し、諸手続を完了しております。

　本件分割によって、当社はＰＣ事業を株式会社マウスコンピューターへと承継し、当期下期からは持株会社として

の業績数値を計上することとなるため、個別の業績予想数値を修正いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売上高 経常利益 当期純利益

  前 回 発 表 予 想　（Ａ） 15,000 500 655

  今 回 修 正 予 想　（Ｂ） 6,146 212 500

  増    減   額　（Ｂ－Ａ） △8,854 △288 △155

  増    減   率      （％） △59.0 △57.6 23.6

 （ご参考）前期実績（平成18年３月期通

期）
13,064 456 257
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４．事業等のリスク
　以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。また、投

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

積極的な情報開示の観点から記載しております。

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

す。なお、記載された事項で将来に関する事項は、平成18年９月30日現在入手可能な情報にもとづき当社が判断したも

のであります。

(1）当社グループの事業内容における特徴について

①　生産体制について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

対応が早く、パーツ価格の見直しが月単位で可能です。

②　業務体制について

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

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

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

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

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

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

を行っております。

③　販売体制について

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

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

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

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

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

す。

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

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

④　基幹システムについて

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

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

は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）事業性及び今後の展開について

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

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

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

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

とが考えられます。
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①　生産体制の強化について

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

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

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

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

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

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

②　パーツの価格変動について

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

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

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

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

③　業界及び競合について

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

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

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

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

あります。

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

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

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

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

を及ぼす可能性があります。

④　当社グループ内の協業について

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

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

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

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

あります。

⑤　製品の欠陥等、製造物責任について

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

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

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

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　知的財産権について

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

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

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

を及ぼす可能性があります。

⑦　情報管理について

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

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

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

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑧　Ｍ＆Ａ等にかかるリスクについて

　当社グループが展開する事業領域は、大別してパソコン関連事業、メディア事業、サービスサポート事業、投

資育成事業から成っております。当業界では関連技術及びビジネスモデル等が急速に変化しており、当社グルー

プは事業環境に即応するためにＭ＆Ａ等による新規事業への進出、既存事業の充実、及び関連技術の獲得等を行っ

ており、これらを経営の重要課題として位置付けております。当社グループがＭ＆Ａ等をうまく推進できなかっ

た場合には、上記事業領域の拡充は困難となる可能性があり、当社グループの成長に悪影響を及ぼすことになり

ます。

Ｍ＆Ａの成功に不可欠なことは、買収した事業を当社グループ全体のなかに取り込むことで、事業の拡大と経営

の効率化により投資回収を図ることにあります。これは既往の実績だけではなく、今後の活動にも求められるこ

とが予想されます。当社はＭ＆Ａを成功させるための重要な要素として以下の事項を重視しています。

・ 製品の開発、製造及び販売に関する当社グループの経営能力

・ 製品・商品に対する顧客の継続的な需要

・ 経営面、財務面及びキーパーソンを含めた社員に関する当社グループの統合能力

(3）事業領域拡大による管理運営リスクについて

当社グループは、内部成長とＭ＆Ａ等により事業領域の拡大と利益成長を指向しております。当社グループの成

長に即応した経営資源や組織拡充能力が求められており、経営管理及び財務面での負担が大きくなることが予想

されます。当社グループのＭ＆Ａ等によるグループ事業戦略に伴う経営資源の確保がうまくいかない場合、当社

グループの事業領域の拡大が奏功しない恐れがあります。

(4）為替変動が業績に与える影響について

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

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

予想外の大幅な為替変動は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）配当政策について

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

針であります。

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

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

具体的な配当実施の時期につきましては未定であります。

(6）新株予約権の付与について

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

を付与しております。平成18年９月30日現在、新株予約権による潜在株式総数は24,312株であり、これら新株予約

権が全て行使された場合の発行済株式総数485,696株の5.0％にあたります。

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

らし、当社株価形成へ影響を及ぼす可能性があります。

(7）連結子会社の特定取引先について

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

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

式会社の売上高及び当期純利益の連結売上高及び連結当期純利益に対する割合は、それぞれ15.1％及び14.4％であ

ります。

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

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

入先を失った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 関係会社の業績による影響について

　当社グループは、平成18年９月30日現在、当社及び当社関係会社の17社で構成されております。当社の関係会社

の事業計画に基づく実績に差異が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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５．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９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   5,978,483   8,350,289   8,452,486  

２．受取手形及び売掛金   2,586,383   6,951,810   6,258,736  

３．営業投資有価証券    115,862   885,767   284,886  

４．たな卸資産   2,929,604   6,822,680   6,110,254  

５．未収入金   348,141   315,779   409,033  

６．その他   108,267   1,830,263   1,239,535  

貸倒引当金   △28,787   △123,822   △127,931  

流動資産合計   12,037,955 81.2  25,032,768 79.0  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  26,869   119,452   111,233   

(2）工具器具備品  29,989   113,137   95,349   

(3) 土地  －   94,000   108,362   

(4）その他  2,577 59,437  22,720 349,309  21,519 336,464  

２．無形固定資産           

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

(2）連結調整勘定  1,881,720   －   4,238,277   

(3）のれん  －   4,461,921   －   

(4）その他  24,816 2,136,936  111,595 4,803,917  106,820 4,575,497  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  405,820   622,674   1,315,697   

(2）その他  180,097   894,063   846,988   

貸倒引当金  △45 585,872  △352 1,516,385  － 2,162,685  

固定資産合計   2,782,246 18.8  6,669,612 21.0  7,074,648 23.8

資産合計   14,820,201 100.0  31,702,380 100.0  29,701,650 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９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   2,181,399   5,647,248   3,875,256  

２．短期借入金 ※２  2,000,000   6,280,000   7,700,000  

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

４．一年内返済予定長期

借入金
  96,000   405,870   －  

５．未払金   221,513   776,353   461,982  

６．未払法人税等   127,194   784,413   370,696  

７．賞与引当金   52,234   94,729   101,143  

８．製品保証引当金   5,617   339,091   315,205  

９．返品調整引当金   －   128,510   101,340  

10．その他 ※５  144,867   1,113,317   1,044,019  

流動負債合計   5,108,825 34.5  15,849,533 50.0  14,049,643 47.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債   360,000   80,000   320,000  

２．長期借入金   200,000   1,133,358   1,202,895  

３．退職給付引当金   －   17,930   14,202  

４．役員退職慰労引当金   －   66,550   42,040  

５．その他   3,800   5,761   196,994  

固定負債合計   563,800 3.8  1,303,600 4.1  1,776,132 6.0

負債合計   5,672,625 38.3  17,153,133 54.1  15,825,776 53.3

          

（少数株主持分）           

少数株主持分   1,229,226 8.3  － －  1,176,756 4.0

          

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,248,850 21.9  － －  3,775,035 12.7

Ⅱ　資本剰余金   3,446,000 23.2  － －  7,095,383 23.9

Ⅲ　利益剰余金   1,223,499 8.3  － －  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   7,918,349 53.4  － －  12,699,117 42.7

負債、少数株主持分及

び資本合計
  14,820,201 100.0  － －  29,701,650 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  3,775,035 11.9  － －

２．資本剰余金   － －  7,688,476 24.3  － －

３．利益剰余金   － －  1,973,350 6.2  － －

４．自己株式   － －  △685 0.0  － －

株主資本合計   － －  13,436,176 42.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価

差額金
  － －  △65,759 △0.2  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △738 △0.0  － －

３．為替換算調整勘定   － －  △64,941 △0.2  － －

評価・換算差額等合計   － －  △131,439 △0.4  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  16,189 0.0  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  1,228,320 3.9  － －

純資産合計   － －  14,549,247 45.9  － －

負債純資産合計   － －  31,702,380 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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   13,575,424 100.0  27,000,989 100.0  35,602,216 100.0

Ⅱ　売上原価   11,920,163 87.8  23,970,228 88.8  31,399,255 88.2

売上総利益   1,655,260 12.2  3,030,761 11.2  4,202,961 11.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,264,332 9.3  2,722,031 10.1  3,078,681 8.6

営業利益   390,927 2.9  308,729 1.1  1,124,279 3.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1,654   19,609   7,826   

２．負ののれん償却額  －   52,911   －   

３．持分法による投資利
益

 －   2,381   －   

４．為替差益  －   76,444   －   

５．受取手数料  3,294   4,233   6,533   

６．受取補償金  1,495   7,779   1,555   

７．広告収入  1,586   1,727   3,665   

８．その他  1,513 9,544 0.1 39,811 204,898 0.8 135,006 154,587 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  19,178   35,185   40,710   

２．為替差損  36,831   －   88,699   

３．新株発行費  12,864   －   27,786   

４．支払手数料  －   13,540   －   

５．その他  3,371 72,246 0.6 11,559 60,285 0.2 16,497 173,693 0.5

経常利益   328,226 2.4  453,342 1.7  1,105,173 3.1

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 56   2,994   591   

２．持分変動損益  52,026   －   107,414   

３．投資有価証券売却益  －   623,388   －   

４．製品保証引当金戻入
益

 －   83,222   －   

５．その他  － 52,083 0.4 24,940 734,545 2.7 96,134 204,140 0.5

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 10   1,222   －   

２．固定資産除却損 ※４ 5,547   398   8,518   

３．ソフトウェア廃棄損  7,024   －   7,024   

４．子会社事業再編損失  －   176,145   －   

５．その他  － 12,581 0.1 573 178,339 0.7 65,630 81,173 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

  367,728 2.7  1,009,549 3.7  1,228,140 3.4

法人税、住民税及び
事業税

 116,497   593,877   471,320   

法人税等調整額  49,154 165,651 1.2 △11,758 582,119 2.1 89,407 560,728 1.6

少数株主利益   1,326 0.0  51,028 0.2  93,212 0.2

中間（当期）純利益   200,749 1.5  376,401 1.4  574,199 1.6

          

－ 16 －



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
 

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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  1,204,420  1,705,165  

２．新株予約権の行使による増加
高

 －  25,440  

３．株式交換による増加高  － 1,204,420 3,123,198 4,853,803

Ⅲ　資本剰余金中間期末（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．中間（当期）純利益  200,749 200,749 574,199 574,199

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

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残
高

  1,223,499  1,596,949
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　　至　平成18年９月30日）

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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行　　　　　  593,092   593,092

中間純利益　　　　　   376,401  376,401

自己株式の取得　　　    △139 △139

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ 593,092 376,401 △139 969,354

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,775,035 7,688,476 1,973,350 △685 13,436,176

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
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

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
232,295 － － 232,295 16,189 1,176,756 13,892,063

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行　　　　　       593,092

中間純利益　　　　　       376,401

自己株式の取得　　　       △139

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△298,055 △738 △64,941 △363,734 － 51,563 △312,171

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△298,055 △738 △64,941 △363,734 － 51,563 657,183

平成18年９月30日　残高

（千円）
△65,759 △738 △64,941 △131,439 16,189 1,228,320 14,549,247
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
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

    

税金等調整前中間（当期）純利
益

 367,728 1,009,549 1,228,140

減価償却費  10,575 45,396 29,829

連結調整勘定償却  51,430 － 135,678

のれん償却  － 121,251 －

負ののれん償却  － △52,911 －

貸倒引当金の増加額(△減少額）  4,049 △13,773 7,094

賞与引当金の増加額(△減少
額）

 5,740 △7,518 32,869

受取利息及び受取配当金  △1,654 △19,609 △7,926

支払利息  19,178 35,185 40,710

為替差損（△差益）  7,386 △18,462 △18,165

投資有価証券売却益  － △623,388 －

持分変動損益  △52,026 － △107,414

持分法による投資利益  － △2,381 －

固定資産売却益  △56 △2,994 △591

固定資産売却損  10 － 714

固定資産除却損  5,547 － 8,518

ソフトウェア廃棄損  7,024 － 7,024

新株発行費  12,864 － 27,786

売上債権の減少額（△増加額）  △98,377 48,321 △992,548

たな卸資産の増加額  △531,874 △413,726 △1,998,398

営業投資有価証券の増加額  △115,862 △596,178 △263,338

仕入債務の増加額（△減少額）  △158,105 1,195,452 1,187,725

未収入金の減少額（△増加額）  △60,400 68,709 △81,809

未払金の増加額（△減少額）  △5,464 291,553 21,722

未払消費税等の増加額（△減少
額）

 △36,303 202,509 △96,557

その他  △2,249 △250,390 1,059,404

小計  △570,840 1,016,593 220,469

利息及び配当金の受取額  1,654 20,034 3,027

利息の支払額  △18,160 △33,361 △44,931

法人税等の支払額  △273,503 △71,196 △574,205

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △860,850 932,068 △395,640
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
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

    

定期預金の払戻による収入  － － 738,900

貸付の回収による収入  － 62,906 360,000

貸付の実行による支出  － △600,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による収入

 － 312,601 －

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出

 △839,641 － △3,660,379

連結子会社の減少に伴う支出  － － △1,020,209

関連会社株式の取得による支出  － △51,456 －

有形固定資産の売却による収入  － 50,084 －

有形固定資産の取得による支出  △10,180 △48,265 △18,716

無形固定資産の取得による支出  △14,821 △11,429 △22,338

投資有価証券の売却による収入  － 847,410 －

投資有価証券の取得による支出  △405,820 △652 △669,300

長期前払費用の増加による支出  △7,216 △4,125 △11,043

その他  1,255 △49,118 △706,749

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △1,276,424 507,955 △5,009,836

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入金の純増額  300,000 △1,700,000 3,900,000

社債の償還による支出  △40,000 △40,000 △280,000

長期借入による収入  － － 1,000,000

長期借入金の返済による支出  △8,000 － △104,000

株式の発行による収入  2,398,180 － 3,435,581

少数株主の払込による収入  1,470,394 1,000 1,570,441

少数株主への配当金の支払額  △894,635 － △894,635

新株予約権の発行による収入  － － 16,000

その他  － △139 △546

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 3,225,940 △1,739,139 8,642,841

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 △7,386 54,495 17,917

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  1,081,279 △244,620 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中間期末
（期末）残高

 ※ 5,978,483 7,907,866 8,152,486
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数　　３社

 連結子会社名

株式会社シネックス

株式会社ＧＴＩパートナーズ

ＭＣＪ１号投資事業組合

すべての子会社を連結しており

ます。

株式会社シネックスにつきまし

ては当中間連結会計期間中におい

て新たに株式を取得したため、Ｍ

ＣＪ１号投資事業組合につきまし

ては当中間連結会計期間中におい

て新たに設立したため、株式会社

ＧＴＩパートナーズにつきまして

は、第２四半期から本格的な事業

活動を開始することになり重要性

が増加したため、連結の範囲に含

めております。

（１）連結子会社の数　　15社

 　主要な連結子会社名

　株式会社シネックス

　フリーク株式会社

　株式会社ｉｉｙａｍａ

　Iiyama Benelux B.V.

　株式会社ウェルコム

　株式会社ＭＣＪパートナーズ

（平成18年８月８日に株式会社

ＧＴＩパートナーズから商号変

更いたしました。）

　株式会社秀和システム

 

 

 

（２）非連結子会社の名称等

  該当する会社はありません。

 

（１）連結子会社の数　　11社

 　主要な連結子会社名

   　株式会社シネックス

 　　フリーク株式会社

 　　株式会社ｉｉｙａｍａ

   　Iiyama Benelux B.V.

 　　株式会社ウェルコム

   　株式会社ＧＴＩパートナーズ

 　　株式会社秀和システム

　株式会社ＧＴＩパートナーズにつ

きましては、当連結会計年度から

本格的な事業活動を開始したこと

により重要性が増加したため、連

結の範囲に含めることにいたしま

した。

（２）非連結子会社の名称等

   　　　同左

 

２．持分法の適用に関する事

項

(１)持分法適用の関連会社

　　　　　―

 

(２)持分法を適用していない関連会

社（株式会社エーエスピーラン

ド）は、中間純損益（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

象から除いても中間連結財務諸表

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　アイシーエムカスタマー

サービス株式会社

（２）　　　　同左

(１）持分法適用の関連会社

　　　　　―

 

（２）持分法を適用していない関連

会社（株式会社エーエスピーラン

ド）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日は、中

間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.の中間決

算日は、６月30日であり、中間決

算日（９月30日）との差は３ヶ月

以内であるため、当該連結子会社

の中間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７月１日から９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
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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．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)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有価証券

その他有価証券

(営業投資有価証券を含む)

  時価のあるもの

  中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）

  時価のないもの

  移動平均法による原価法

　①有価証券

その他有価証券

(営業投資有価証券を含む)

  時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  時価のないもの

 　　　同左

 ①有価証券

その他有価証券

(営業投資有価証券を含む) 

 時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 

　　　　同左

   ②デリバティブ

親会社と連結子会社の一部につ

いて時価法を採用しております。

  ②デリバティブ

連結子会社の一部について時価

法を採用しております。

 ②デリバティブ

　　親会社と連結子会社の一部につ

いて時価法を採用しておりま

す。  

  ③たな卸資産

商品、原材料

移動平均法による原価法を採

用しております。

  ③たな卸資産

商品、原材料

 主として当社及び国内連結子

会社は移動平均法による原価

法を、また、在外連結子会社

は移動平均法に基づく低価法

を採用しております。

 ③たな卸資産

商品、原材料 

 主として移動平均法による原

価法を採用しております。

製品、仕掛品

個別法による原価法を採用し

ております。

製品、仕掛品

主として個別法による原価法

を採用しております。

製品、仕掛品 

　　　　同左

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。

貯蔵品

　　　　同左

貯蔵品 

　　　　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

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。

  ①有形固定資産

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。 

 ①有形固定資産

　　　　  同左

 

 

 

 

 

　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 ３～４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

　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。

  ②無形固定資産

　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。　

のれん 主として20年

自社利用のソフ

トウェア

５年

 ②無形固定資産

定額法を採用しております。 

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）に基づく定額法を採用し

ております。 

  ③長期前払費用

　定額法を採用しております。

  ③長期前払費用

　　　　　同左

 ③長期前払費用

　　　　　　同左

 (３)繰延資産の処理方法

新株発行費

支出時に全額費用として処理

しております。

(３)繰延資産の処理方法

新株発行費

　　　―

 (３)繰延資産の処理方法

新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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)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

　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。

  ①貸倒引当金

　　　　　 同左

 

 

 

 

 

 

 ①貸倒引当金

　　　　　同左

 

 

 

 

 

  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

中間連結会計期間負担額を計上し

ております。

  ②賞与引当金

　　　　　 同左

 

 

 

 ②賞与引当金

 従業員に支給する賞与の支出に

充てるため、賞与支給見込額のう

ち当連結会計年度負担額を計上し

ております。

  ③製品保証引当金

　製品販売後の無償補修費用の支

出に備えるため、販売台数を基準

として過去の経験率に基づき無償

補修費用見込額を計上しておりま

す。　　　

  ③製品保証引当金

　　       同左

 

 

 

 

 ③製品保証引当金

          同左

 

 

 

 

   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。

 ④返品調整引当金

          同左

 

 

 

 

  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

中間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。

 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

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

  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、内規に基づく当中間連結会計

期間末要支給額を計上しておりま

す。

 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、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

 (５)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連

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。

(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、中間連

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

子会社の中間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、

換算差額は純資産の部の為替換算

調整勘定に含めて計上しておりま

す。

(５)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物等為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、在外子

会社の資産及び負債は、当該子会

社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

  (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

  　　　　      ―  　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

  連結子会社の一部について、繰

延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替予約については、振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を採用しております。

  ①ヘッジ会計の方法

　連結子会社の一部について、繰

延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替予約については、振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を、金利スワップについ

て特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しており

ます。

 ①ヘッジ会計の方法

 　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段

為替予約、金利スワップ

    ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務、借入金

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段

　　　　 同左 

    ヘッジ対象

　　　　 同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段

 　　　　　同左 

   ヘッジ対象 

　　　　　 同左 

  ③ヘッジ方針

  為替予約取引については、外国

為替変動リスクをヘッジする目的

で実需の範囲内で実施しておりま

す。

金利スワップ取引については、

借入金の金利上昇リスクのヘッジ

を目的とし、実需に伴う取引に限

定し実施しております。

   ③ヘッジ方針

  　　　　　同左 

 

 

 

　　　　 

  ③ヘッジ方針

 　　　　　同左 

 

 

 

　　　

  ④ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して相

場変動またはキャッシュ・フロー

変動を完全に相殺するものと想定

する事ができるため、ヘッジ手段

とヘッジ対象に関する重要な条件

が同一であることを確認すること

により有効性の判断に代えており

ます。

  ④ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ヘッジ有効性評価の方法

  　　　　 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (８)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(８)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

 (８)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

 　①営業投資有価証券売上高及び売

上原価

売上高に含まれている営業投資

有価証券の売上高には、営業投資

有価証券の売却高、受取配当金、

受取利息及び営業投資目的で取得

した社債の償還益を計上し、売上

原価に含まれている営業投資有価

証券売上原価には、売却有価証券

帳簿価額、支払手数料、強制評価

損等を計上しております。

　①営業投資有価証券売上高及び売

上原価

　　       同左 

  ①営業投資有価証券売上高及び売

上原価

        同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 　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。

　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

  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及び中

間会計期間に係る中間財務諸表に

基づいて、組合の純資産及び収

益・費用を当社及び連結子会社の

出資持分割合に応じて、営業投資

有価証券（流動資産）及び収益・

費用として計上しております。

 ③投資事業組合等への出資に係る

会計処理

　　　　　 同左 

 ③投資事業組合等への出資に係る

会計処理

 　　　　　同左 

 　④消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

　④消費税等の会計処理

  　　　　　同左 

 ④消費税等の会計処理

 　　　　　同左 

５．中間連結キャッシュ・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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中間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

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９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）

 ──────

  当連結中間会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの「資本の部」の合計に相当する

金額は13,305,475千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

中間連結財務諸表等規則により作成しており

ます。

 ────── （ストック・オプション等に関する会計基準）  ──────

　当連結中間会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号　平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号　平成18

年５月31日）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

よる当中間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）

 ──────

　当連結中間会計期間より、「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」

（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）

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」（企業会計基準適

用指針第10号　平成17年12月27日）を適用し

ております。

 ────── （のれんの償却に関する事項）  ──────

　従来、販売費及び一般管理費に計上された

連結調整勘定の償却額と営業外収益に計上さ

れた連結調整勘定の償却額を相殺表示してお

りましたが、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、当中間連結会計期間より、販売費及び

一般管理費並びに営業外収益にそれぞれ総額

表示しております。これにより営業利益が

52,911千円減少しております。

　なお、経常利益及び税金等調整前中間純利

益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

 

                     ──────

 (中間連結貸借対照表)

  「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「のれん」として表

示しております。

  (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　  営業活動によるキャッシュ・フローの「連結調整勘定償却額」は、

当中間連結会計期間から「のれん償却額」として表示しておりま

す。 

　　投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の売却によ

る収入」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示してお

りましたが金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「有形固

定資産の売却による収入」は976千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９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

　　　　　　　　　　　　112,509千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　 397,517千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　326,422千円

※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。

※２　担保資産及び担保付債務

              ―

※２　担保資産及び担保付債務

―

建物 7,299千円

　　　計 7,299千円

担保付債務は、次のとおりであります。  

一年内返済予定

長期借入金

96,000千円

　　　計 96,000千円

　３　　　　　　　　―

 

　３　　　　　　　　―

 

　３　受取手形裏書譲渡額　　　1,651千円

 

　４　中間連結会計期間末日満期手形

 　　　　　　 ―

　４　中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

　　　受取手形　　　　　　15,366千円

　４　中間連結会計期間末日満期手形

― 

※５　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。

※５　消費税等の取扱い

　　　　　　同左

※５　消費税等の取扱い

― 

６　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

基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

６　当座貸越契約

当社及び連結子会社（３社）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中間連

結会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

６　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
5,300,000千円

借入実行残高 2,200,000千円

差引額 3,100,000千円

当座貸越極度額の総

額
14,400,000千円

借入実行残高 6,000,000千円

差引額 8,400,000千円

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

７ 　　　　　　　―

 

７　のれん及び負ののれんは、両者を相殺

した差額を固定資産の「のれん」として表

示しております。相殺前の金額は次のとお

りであります。

のれん 4,862,781千円

負ののれん 400,859千円

 

 ７　　　　　　　―
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９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。

※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。

※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 292,542千円

運賃 152,898千円

広告宣伝費 147,848千円

賞与引当金繰入額 50,179千円

製品保証引当金繰

入額

5,617千円

 

給与手当 705,489千円

運賃 353,376千円

賞与引当金繰入額 69,783千円

製品保証引当金繰

入額

14,490千円

 

役員退職慰労引当

金繰入額

4,510千円

 

貸倒引当金繰入額 3,877千円

退職給付引当金繰

入額

876千円

 

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 ※２ 　固定資産売却益の内訳　　　　 ※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 2,763千円

その他 231千円

工具器具備品 56千円

車両運搬具 534千円

※３  固定資産売却損の内訳 ※３  固定資産売却損の内訳 ※３  　　　　　　―

車両運搬具 10千円 土地 1,003千円

その他 219千円

※４  固定資産除却損の内訳      ※４  固定資産除却損の内訳      ※４  固定資産除却損の内訳      

建物及び建物附属

設備
4,151千円

その他 1,395千円

ソフトウェア 381千円

工具器具備品 16千円

建物及び構築物 7,951千円

その他 566千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注）１ 452,875 8,519 － 461,394

合計 452,875 8,519 － 461,394

自己株式

普通株式　（注）２ 7 3 － 10

合計 7 3 － 10

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加8,519株は、株式交換による増加であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加３株は、端株の買取による増加であります。

 

 ２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

 提出会社

（親会社）
第３回新株予約権 普通株式 12,000 － － 12,000 16,000

連結子会社  － － － － － － 189

合計 － － － － － 16,189

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

  ２．第３回新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりません。

 ３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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中間期末残高と中間

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中間期末残高と中間

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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,978,483千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金

－千円

現金及び現金同等物 5,978,483千円

現金及び預金勘定 8,350,289千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金

△442,423千円

現金及び現金同等物 7,907,866千円

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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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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．　　　　　　―

 

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中間

期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

機械及び装
置

16,687 6,388 10,299

工具器具備
品

118,781 31,992 86,789

ソフトウェ
ア

96,627 82,619 14,007

合計 232,096 121,000 111,095

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械及び装
置

16,687 2,791 13,895

ソフトウェ
ア

96,611 74,658 21,953

合計 113,299 77,449 35,849

　  

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 38,675千円

１年超 75,983千円

合計 114,658千円

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 24,845千円

減価償却費相当額 22,840千円

支払利息相当額 2,675千円

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

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。

(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

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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．　　　　　　―

 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．　　　　　　―

１年内 69,594千円

１年超 49,484千円

合計 119,079千円

(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。

(減損損失について） 

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９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

その他有価証券

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）営業投資有価証券に属するもの

その他 115,862

(2）投資有価証券に属するもの

非上場株式 405,820

当中間連結会計期間末（平成18年９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

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 710,246 645,982 △64,264

(2）債券 － － －

(3）その他 30,600 29,075 △1,524

合計 740,846 675,057 △65,789

投資有価証券

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 3,697 8,012 4,315

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 180,000 159,123 △20,876

合計 183,697 167,135 △16,561

（注）複合商品に係る評価差額（△20,876千円）が含まれております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

営業投資有価証券

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 162,800

その他 47,910
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投資有価証券

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 455,538

その他 －

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

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（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

投資有価証券

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（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

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 511,576

その他 63,895
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９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

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）

金利 スワップ取引 300,000 △1,021 △1,021

合計 － － △1,021

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

　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９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

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 445,792 450,471 4,679

合計 － － 4,679

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

　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

 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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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30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。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

パソコン関連
事業

（千円）

メディア事業
（千円）

サービスサ
ポート事業
（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
23,320,947 1,041,328 868,616 1,770,098 27,000,989 － 27,000,989

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
673 25 27,672 － 28,371 △28,371 －

計 23,321,620 1,041,353 896,288 1,770,098 27,029,360 △28,371 27,000,989

営業費用 23,059,088 895,269 978,839 1,789,435 26,722,633 △30,373 26,692,259

営業利益（又は営業損失） 262,532 146,083 △82,551 △19,337 306,727 2,002 308,729

　（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) サービスサポート事業　： パソコン等のサポートコールセンター

(4) その他の事業　　　　　： 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

３．中間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の（のれんの償却に関する事項）に記載の通り、

従来、販売費及び一般管理費に計上された連結調整勘定の償却額と営業外収益に計上された連結調整勘定の

償却額を相殺表示しておりましたが、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、当中間連結会計期間より、販売

費及び一般管理費並びに営業外収益にそれぞれ総額表示しております。これによりパソコン関連事業の営業

利益が12,227千円、サービスサポート事業の営業損失が40,684千円増加しております。

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）

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

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

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９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。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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に　

締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。

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に締

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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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９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。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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。
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（ストック・オプション等関係）

 　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 会社名  提出会社

 種類  第４回新株予約権

決議年月日（株主総会決議日）  平成17年６月28日

 付与対象者の区分及び人数

 役員　　　　          　1名

 従業員　　 　          72名

 子会社役員　　          1名

 子会社従業員　          2名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　　　　　8,577株

 付与日 平成18年４月28日

 権利確定条件

権利行使時においても、当社又は当社の子会社の

取締役、監査役若しくは従業員の地位にあること

を要する。

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間
 自　平成20年７月21日

至  平成25年７月19日

 権利行使価格　　　　　　（円） 69,162
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　（企業結合におけるパーチェス法適用関係）

 　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 １．企業結合の概要

　被取得企業の名称 　 株式会社ユニティ及びその子会社１社

 　被取得企業の事業の内容  　パソコンパーツの輸入及び販売

 　企業結合を行った主な理由    製品の品質向上とパーツ調達の円滑化　 

 　企業結合日    平成18年９月７日

　企業結合の法的形式 　 簡易株式交換 

 　結合後企業の名称  　株式会社ユニティ及びその子会社１社

 　取得した議決権比率 　 100％ 

 

 ２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の実績の期間

 　　当中間会計期間末において株式の取得が行われたものとみなして処理しております。

 ３．被取得企業の取得原価及びその内訳

 　（１）被取得企業の取得原価　　　　623,092千円

 　（２）取得原価の内訳

 　　　　　　　　株式取得費用　　　　593,092千円

 　　　　　　　　株式取得に直接要した支出額（仲介手数料）　　30,000千円

 ４．株式の交換比率等

 　（１）株式の交換比率　

 　　　　　株式会社ユニティ株式１株につき、当社の普通株式0.05914株の割合をもって割当交付いたしました。

 　（２）算定方法

 　　　 　当該株式交換契約の締結が公表された日の直前数日間の平均株価を基礎として算定しております。

 　（３）交付株式数　　　　　普通株式　　　　　8,519株

 ５．発生したのれんの金額等

 　（１）のれんの金額　　　　373,352千円

 　（２）発生原因

 　　　　　株式会社ユニティ社及びその子会社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したもの

であります。

 　（３）償却方法及び償却期間

 　　　　　のれんの償却については定額法により20年間で償却しております。

 ６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

 　　　　流動資産　　　　　1,392,128千円

　　　　 固定資産　　　　　　 13,557千円

 　　　　資産計　　　　　　1,405,686千円

 　　　　流動負債　　　　　1,027,501千円

 　　　　固定負債　　　　　　155,358千円

 　　　　負債計　　　　　　1,182,859千円

 ７．当該企業結合が当中間連結会計期間開始日に完了したと仮定したときの当中間連結会計期間の売上高等の概算額

 　　　　売上高　　　　　　2,343,067千円

 　　　　営業利益　　　　　　 24,131千円

 　　　　経常利益　　　　   　34,910千円

 　　　　当期純利益　　　 　　15,099千円

 （注）概算額の算定方法及び重要な前提条件

 　　企業結合が中間会計期間開始日に完了し、当中間連結会計期間開始日から株式会社ユニティの議決権の所有割合は　

　　100％であると仮定して、売上高及び損益情報を計算しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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  62,772円  80銭

１株当たり中間純利益 1,604円　60銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益

   1,501円  63銭

 

１株当たり純資産額 28,836円 　58銭

１株当たり中間純利益 831円 　07銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

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中

間会計期間における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 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

 

１株当たり純資産額 20,924円  26銭

１株当たり中間純利益 534円　86銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益

   500円  54銭

 

 

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

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９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株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（千円） 200,749 376,401 574,199

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
200,749 376,401 574,199

期中平均株式数（株） 125,109 452,912 399,586

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加額（株） 8,579 － 17,636

（うち新株予約権） (8,579)  　　　　　　　　（－） (17,636)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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日の定時株

主総会決議による第２回新株

予約権（新株予約権の数1,310

個）普通株式3,930株　　　　

　　

　平成17年６月28日の定時株

主総会決議による第４回新株

予約権（新株予約権の数2,794

個）普通株式8,382株　　　　

　　

　平成17年９月21日の取締役

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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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ＭＣＪの第三者割当による新株式及び新株予約

権の発行の払込完了）

　平成17年９月21日開催の株式会社ＭＣＪの取締役会にお

いて決議いたしました第三者割当による新株式及び新株予

約権の発行に関し、平成17年10月28日に下記のとおり新株

式発行価額の総額及び新株予約権発行価額の総額の払込が

完了いたしました。

１．第三者割当による新株式発行　

(１)発行新株式数 ：　　普通株式      3,990株

(２)発行価額 ：　　１株につき  251,000円

(３)発行価額の総額 ：　　　　　1,001,490,000円

(４)資本組入額 ：　　１株につき  125,500円

(５)資本組入額の総額：    　　　　500,745,000円

(６)申込期間 ：　　自　平成17年10月13日

至　平成17年10月27日

(７)払込期日 ：　　平成17年10月28日

(８)配当起算日 ：　　平成17年10月１日

(９)資金使途 ： M＆A及び投資事業のための必要

資金に充当する予定であります。

(10)割当先及び株式数：

アンビシャス６号投資事業組合　　 1,070株

アンビシャス７号投資事業組合 1,000株

アンビシャス８号投資事業組合 1,000株

株式会社アポロ・インベストメント 800株

株式会社アルファ・インベストメント 120株

２．第三者割当による新株予約権発行

(１)名称　　　 ：  第３回新株予約権

(２)新株予約権の目的たる

株式の種類及び数　

：　普通株式4,000株

（新株予約権1個につき1株）

(３)新株予約権の発行総数

　

：　　　 　　 4,000個

 

(４)新株予約権の発行価額
：１個につき　4,000円

 

(５)新株予約権の発行価額

の総額

：　　　 16,000,000円

 

(６)申込期日 ：　 平成17年10月27日

(７)払込期日 ：　 平成17年10月28日

(８)資金使途 ： M＆A・事業展開上必要な投

資のための資金として充当

する予定であります。

(９)新株予約権の割当先及び割当数：

髙島　勇二 2,400個

平山　達大 600個

ファースト・パートーナーズ・

グループ株式会社
500個

小野　高志 500個

上記第三者割当による新株式及び新株予約権の発行につ

いては、平成17年９月21日付で有価証券届出書を関東財務

局長に提出しております。

 （子会社の設立）

　　当社は、平成18年10月30日開催の取締役会において、

携帯型オーディオ機器の世界的ブランドである「ｉｒｉ

ｖｅｒ」商標の使用権取得、及び同ブランドを活用した

新規事業の開拓等を目的として、当社全額出資による子

会社を設立することを決議いたしました。

　 １.子会社設立の理由

　当社グループは現在、「マウスコンピューター」ブラン

ドを用いたＰＣの製造・販売を主力事業としております

が、昨今のＰＣを取り巻く各種ポータブルデバイスの進

化、及びそれに伴う市場の拡大はめざましいものがあり、

当社といたしましても今後のグループ事業戦略の一環と

して、携帯型マルチメディア機器の製造・販売の可能性

を模索してまいりました。　

　 「ｉｒｉｖｅｒ」は、韓国ＫＯＳＤＡＱ市場上場の企

業グループ、ＲｅｉｇｎＣｏｍＬｉｍｉｔｅｄ．，（本

社：韓国、代表者：Ｄｅｏｋ-Ｊｏｏｎ　Ｙａｎｇ、以下

「レインコム」）が所有する登録商標であり、主に携帯

型オーディオ機器（ＭＰ３プレーヤー）のブランドとし

て世界的に認知されています。今般、レインコムの海外

事業戦略の転換に伴い、当社が既存事業の受け皿会社を

新設し、当該新設会社を起点としてｉｒｉｖｅｒブラン

ドを最大限に活用することで相互利益を追求することに

つき、同社との間で基本合意に至りました。

　 今後は、ＭＰ３プレーヤーの販売を新会社「株式会社

ｉｒｉｖｅｒ　ｊａｐａｎ」にて行う一方で、通信、音

楽配信、動画配信市場への参入を見据え、ｉｒｉｖｅｒ

ブランドを冠した高機能型複合ポータブルデバイスの開

発・製造・販売を目指してまいります。また、当社グルー

プ会社・株式会社ユニティを通じ、総合ハードウェアベ

ンダーである台湾ＡＳＵＳＴｅＫ社との連携をさらに深

め、デザイン性及び付加価値の確保にも注力してまいり

ます。

  ２.子会社の概要

　商号　：株式会社ｉｒｉｖｅｒ　ｊａｐａｎ

   代表者：浅野　樹美

   所在地：東京都千代田区岩本町二丁目12番５号

   設立年月日：平成18年10月30日

   主な事業内容：オーディオ関連機器及びビジュアル関連

機器の開発、製造、輸入、販売

   決算期：３月

   主な株主構成：株式会社ＭＣＪ（100％）

 

 

 

 　

 

  

（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・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

（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
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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ＭＣＪにおける株式会社秀和システムの株式

取得及び株式交換による完全子会社化）

　株式会社ＭＣＪと株式会社秀和システムは、平成17年

９月７日に株式交換契約を締結し、同年11月24日開催の

株式会社ＭＣＪの臨時株主総会及び同年11月29日開催の

株式会社秀和システムの臨時株主総会において株式交換

契約書が承認されました。

 １．株式取得および株式交換の目的

　株式会社秀和システムは、1981年の創業以来「解析マ

ニュアルシリーズ、はじめてのシリーズ、パーフェクト

マスターシリーズ」等の初級から上級ユーザーまで幅広

い読者層に向けた信頼性の高い専門書や、最新のＰＣ技

術動向をいち早く反映した解説書等の1,000点を超す書籍

群を刊行し、激しい技術革新の時代に、ユーザーに明確

な羅針盤を提供してきております。株式会社ＭＣＪが株

式会社秀和システムの株式を100％取得することにより、

株式会社秀和システムは当社グループにおけるメディア

戦略の中核としての役割を担い、完全子会社化すること

により、両社事業に多くの相乗効果が発生いたします。

 ２．株式取得の条件等

(1)株式取得の概要

　　①　普通株式取得株式数     21,334株

  　②　普通株式取得価格     　43,170円

　　③　新株引受権　　　　  　　6,000個

  　④　引受価格　　　　　　 　13,170円

　　⑤　取得総額   　   1,000,008,780円

（2）異動前の所有株式数　　０株

（所有割合　０％）

（3）取得株式数　　　　　　 21,334株

（取得価額　920百万円）

（4）異動後の所有株式数　   21,334株

（所有割合　23.24％）

（5）株式取得の日程（株式会社ＭＣＪ）

平成17年９月７日　株式取得承認取締役会決議

平成17年12月30日　株式取得期日（予定）

（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。

 ３．株式交換の条件等

① 株式交換の日程（株式会社ＭＣＪ）

平成17年９月７日  株式交換契約書承認取締役会

平成17年９月７日  株式交換契約書の締結

平成17年11月24日  株式交換契約書承認臨時株主総

会

平成18年１月４日  株式交換期日（予定）

② 株式交換比率

会社名 株式会社ＭＣＪ
株式会社秀和

システム 

 株式交換比率  1  0.1752

　(注）１．株式の割当比率

　株式会社秀和システムの株式１株に対して、株式会社

ＭＣＪの株式 0.1752株を割当て交付する。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 （注）２．株式交換比率の算定根拠

(1)株式会社ＭＣＪの算定根拠

　株式会社ＭＣＪの株式は東京証券取引所マザーズに上

場している株式であることから、その評価額は市場価格

が最も合理性があると考えられます。また、できる限り

直前の状況を反映しつつ、一方で短期的な株価変動の影

響を排除するため、東京証券取引所における株価平均を

用いております。従って、株式会社ＭＣＪの株式につい

ては過去１ヶ月の市場価格平均法で評価を行いました。

また、本件株式交換による株式会社ＭＣＪの財務諸表へ

与える影響も検討した結果、非常に軽微な影響に留まる

との判断から、株価評価にあたって特別な修正を行って

おりません。

(2)株式会社秀和システムの算定根拠

　未公開株式の評価については、将来のキャッシュフ

ローに着目し、収益方式（DCF・ディスカウントキャッ

シュフロー法）により株価を算定することにいたしまし

た。DCF法により企業価値は、3,963,006千円となりまし

た。発行済株式数が91,800株であるため株式会社秀和シ

ステムの株式の評価額は3,963,006千円／91,800株＝

43,170円となりました。

 （注）３．第三者機関による算定結果、算定方法及び算

定根拠

　株式会社ＭＣＪの株式評価額及び株式会社秀和システ

ムの株式評価額をベースに株式交換比率を算定いたしま

した。ただし、株式会社秀和システムの株式の評価につ

きましては、DCF法のみで算定しており、計画や条件の

設定方法との関係で当然に結果が相違することも想定さ

れます。従って株式交換比率は、各株式評価額から単純

計算された交換比率の上下10％程度を合理的範囲とする

ことといたしました。

 （注）４．株式交換により発行する新株式数

　株式会社ＭＣＪの普通株式       16,083.36 株

　株式会社ＭＣＪが株式取得により得る株式会社秀和シ

ステムの普通株式21,334株については、本株式交換によ

る当社株式の割り当て交付を行いません。従いまして、

株式会社ＭＣＪが株式会社秀和システムから株式取得を

行った場合、株式交換により発行される新株式数は、

12,345.64株となります。

（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

　配当起算日につきましては、平成17年10月１日となり

ます。

  ③株式交換交付金

 　 株式交換交付金の支払は、行わない。

 ４．株式会社秀和システムの概要  (平成17年７月31日現

在)

 　主な事業内容　　　　PC及びIT関連書籍の販売企画・

発行

   設立年月日 　　　 　昭和56年６月

 　本社所在地　　　　  東京都港区南青山

 　代表者名　　　　　  牧谷　秀昭

 　資本金　　　　　　  451百万円

 　発行済株式総数　　  91,800株　

 　株主資本　　　　　　2,543百万円

 　総資産　　　　　　　3,519百万円　　

 　決算期　　　　　　  7月

　 従業員数　　　　　　72名　　

 　大株主及び持株比率  牧谷　秀昭　58.17％

　　　　　　　　　　　 牧谷　玲子 　8.71％

                       牧谷　麗香 　4.36％

                       牧谷　瑞穂 　4.36％

 

 

(株式会社ＭＣＪの新株予約権の行使)

　当中間会計期間末後平成17年10月31日において、株式

会社ＭＣＪ第１回新株予約権（平成14年10月９日臨時株

主総会決議）の行使が行われました。その概要は次のと

おりであります。

１．発行した株式の種類

及び数

:普通株式　　　 6,380株

 

２．発行価額 :１株につき　   6,000円

３．発行価額の総額 :　　　　　38,280,000円

４．資本組入額 :１株につき　　 3,000円

５．資本組入額の総額 :　　      19,140,000円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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株式交換によるフリーク株式会社

の完全子会社化）

　当社の連結子会社である株式会社シネックスは、平成

17年11月11日開催の臨時取締役会において、株式会社シ

ネックス並びにフリーク株式会社の株主総会において株

式交換が承認されることを条件に、フリーク株式会社を

株式交換により完全子会社化することを決定いたしまし

た。

 １．株式交換の概要

 　(1)株式交換の目的

 フリーク株式会社は、平成12年の創業以来、PC周辺機器

を中心としたストレージデバイスをリテール市場におい

て広く流通させている、国内でも有数の卸売業者であり

ます。株式会社シネックスがフリーク株式会社の株式を

100％取得することにより、株式会社シネックスは当社グ

ループにおけるパーツ・周辺機器の販売部門の中核とし

ての役割を強化します。また、株式会社シネックスがフ

リーク株式会社を完全子会社化することにより、両社事

業に多くの相乗効果が発生するものと考えられます。

 (2)株式交換の条件等

　① 株式交換の日程（株式会社シネックス）

平成17年11月11日  株式交換契約書承認取締役会

平成17年11月11日  株式交換契約書の締結

平成17年12月27日  株式交換契約書承認臨時株主総会

（予定）

平成18年１月20日　株式交換期日(予定）

  ② 株式交換比率

会社名
株式会社シ

ネックス 

フリーク株式

会社 

 株式交換比率  1  1,634

　(注）１．株式の割当比率

フリーク株式会社の株式１株に対して、株式会社シネッ

クスの株式 1,634株を割当て交付する。

 （注）２．株式交換比率の算定根拠

(1)株式会社シネックスの算定根拠

 株式会社シネックスの株式は未上場株式であることか

ら、その評価額はできる限り直前の状況を反映しつつ、

直近の資本取引の状況を勘案したものであります。

(2)フリーク株式会社の算定根拠

 未公開株式の評価については、将来のキャッシュフ

ローに着目し、収益方式（DCF・ディスカウントキャッ

シュフロー法）により株価を算定することにいたしま

した。DCF法をベースにした評価により企業価値は、

2,000,016千円となりました。発行済株式数が1,800株

であるためフリーク株式会社の株式の評価額は

2,000,016千円/1,800株＝1,111,120円となりました。

 （注）３．第三者機関による算定結果、算定方法及び算

定根拠

 株式会社シネックスの株式評価額及びフリーク株式会

社の株式評価額をベースに株式交換比率を算定いたし

ました。ただし、フリーク株式会社の株式の評価につ

きましては、DCF法をベースにして算定しており、計画

や条件の設定方法との関係で当然に結果が相違するこ

とも想定されます。従って株式交換比率は、各株式評

価額から単純計算された交換比率の上下10％程度を合

理的範囲とすることといたしました。

 （注）４．株式交換により発行する新株式数

　株式会社シネックス　普通株式：     2,941,200 株

  ③株式交換交付金

 　 株式交換交付金の支払は、行わない。

 （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・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・ＪＡＰＡＮ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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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 ２．フリーク株式会社の概要  (平成17年6月30日現在)

 　主な事業内容　　　　ＰＣ部品及びＰＣ周辺機器の卸

売業

   設立年月日 　　　 　平成12年10月

   本社所在地　　　　  大阪府大阪市東成区

   代表者名　　　　　  福田　翠

   資本金　　　　　　  90百万円

   発行済株式総数　　  1,800株　　

   株主資本　　　　　　702百万円

   総資産　　　　　　　986百万円　　

   決算期　　　　　　  6月

   従業員数　　　　　　8名　　　

   大株主及び持株比率  宮元　裕之　100.00％

 

  

 

 (株式会社ＭＣＪによる株式会社シネックスの株式追加取

得）

　株式会社ＭＣＪは、平成18年１月20日に予定されてい

る株式会社シネックスによるフリーク株式会社の株式交

換日において、フリーク株式会社の株主に発行された株

式会社シネックスの新株式のうち1,231,200株を

837,216,000円で同日取得いたします。この結果株式会社

ＭＣＪの株式会社シネックスに対する株式保有割合は、

61.3％となる予定であります。

 

 

 

 

 

 (株式会社ＭＣＪ、株式会社イーヤマの事業継承に関する

スポンサー契約締結）

 １．事業継承の理由

　株式会社ＭＣＪは、平成17年11月７日に東京地裁に民

事再生法の適用を申請した株式会社イーヤマの事業継承

に関して同社及び同社子会社の営業譲渡並びに株式譲渡

を基本スキームとするスポンサー契約を締結いたしまし

た。今後は民事再生法所定の手続きを経て、同社の事業

に実質的に関連する優良資産、ノウハウ、営業・生産に

必要とされるもの及びブランドなどの譲り受けを企図し

ています。　

　株式会社イーヤマは、1972年にカラーテレビ用ＣＲＴ

部品メーカーとして設立、その後パソコン市場の成長に

伴いディスプレイ事業を拡大してまいりました。株式会

社ＭＣＪは、同社のもつディスプレイに関する、技術、

生産ノウハウ、国内外の営業拠点、製品ブランド及び資

産を活かし、株式会社ＭＣＪのパソコン周辺機器である

ディスプレイ（液晶）製品の調達力を高め、相乗効果を

高めてまいります。

 ２．株式会社イーヤマの概要 

 　代　　表　　者   代表取締役社長　勝山　和郎

   所　　在　　地   長野県長野市北尾張部710-1

 　設　　　　　立    1972年

 　主な事業の内容   パソコン用液晶ディスプレイの開発、

製造及び販売

   従  業  員  数   106名（イーヤマ単独：平成17年3月

31日現在）

 　事　  業  　所   東京、台湾、中国、ドイツ、イギリ

ス、フランス、オランダ、ポーラン

ド等

 　資  本  の  額    714百万円

 ３．事業継承の内容及び日程

 　平成17年11月30日　 スポンサー契約書締結日

　 平成18年２月１日　 営業譲渡日（予定）

 　株式会社ＭＣＪは、本契約締結により平成18年２月１

日に株式会社イーヤマ及び国内外の同社子会社の優良資

産等の営業譲渡及び株式譲渡を受ける見込みです。なお、

現在株式会社イーヤマは東京地裁に民事再生手続中であ

り、営業譲渡許可等の日程や内容は確定しておりません。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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ＭＣＪの株式の分割）

　平成17年12月６日開催の株式会社ＭＣＪの取締役会に

おいて、次のとおり株式の分割（無償交付）を行うこと

を決議いたしました。

 １．平成18年２月20日をもって普通株式１株を３株に分

割します。

　　　 (1)分割により増加する株式数

 　　　　　 普通株式　273,026株

　　　 (2)分割方法

　平成17年12月31日（ただし、当日は名義書換

代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月

30日）最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載

または記録された株主の所有株式数を１株につ

き３株の割合をもって分割します。

 ２．配当起算日　　　　　平成17年10月１日

 ３．当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当中間連結会計期間における１株当たり情報は、以下

のとおりとなります。

 

１株当たり純資産額 20,924円27銭 

１株当たり中間純利益 534円87銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益

500円54銭

 

  

 

 ４．株式会社ＭＣＪと株式会社秀和システムの株式交換

に関する株式交換比率並びに株式交換により発行する

新株式数の調整

　「株式交換契約書」第２条第２項の規定に従って、株

式交換に関する株式交換比率並びに株式交換により発行

する新株式数を、次のとおり調整いたします。

（1）株式交換に関する株式交換比率（変更箇所、下線部

分）

　　(調整後）

 
株式会社ＭＣＪ

(完全親会社）

株式会社秀和

システム

（完全子会社）

 株式交換比率 １ 0.5256

 　（調整前）

 
株式会社ＭＣＪ

（完全親会社）

株式会社秀和

システム

（完全子会社）

 株式交換比率 １ 0.1752

  (2)株式交換により発行する新株式数

  （調整後）　　普通株式　　　48,250.08株

  株式会社ＭＣＪが株式取得により得る株式会社秀和シ

ステムの普通株式21,334株については、本株式交換によ

る当社株式の割り当て交付をおこないません。

　したがいまして、株式会社ＭＣＪが株式会社秀和シス

テムから株式取得を行った場合、株式交換により発行さ

れる新株式数は、37,036.92株となります。

　配当起算日につきましては、平成17年10月１日となり

ます。

  （調整前）　　普通株式　　　16,083.36株

  株式会社ＭＣＪが株式取得により得る株式会社秀和シ

ステムの普通株式21,334株については、本株式交換によ

る当社株式の割り当て交付をおこないません。

　したがいまして、株式会社ＭＣＪが株式会社秀和シス

テムから株式取得を行った場合、株式交換により発行さ

れる新株式数は、12,345.64株となります。

　配当起算日につきましては、平成17年10月１日となり

ます。
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６．生産、受注及び販売の状況
(１）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績をセグメント別に示すと次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

パソコン関連事業（千円） 4,378,332 85.8

合計（千円） 4,378,332 85.8

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(２）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況をセグメント別に示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高 (千円) 前年同期比 (％) 受注残高 (千円) 前年同期比 (％)

 パソコン関連事業 23,243,433 171.7 183,010 86.0

 メディア事業 1,041,328 － － －

 サービスサポート事業 843,897 － 103,418 －

合計 25,128,658 185.6 286,428 134.6

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(３）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績をセグメント別に示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

 パソコン関連事業 23,320,947 172.4

 メディア事業 1,041,328 －

 サービスサポート事業 868,616 －

合計 25,230,891 186.5

（注）１. セグメント間の取引については相殺消去しております。

      ２. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３. 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

 株式会社エディオン 1,533,265 11.3 － －

 株式会社アロシステム － － 3,879,621 15.3
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