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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）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 5,898 △1.1 164 △33.5 193 △25.1

17年９月中間期 5,965 14.9 247 △30.6 258 △16.1

18年３月期 13,064 442 456

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 488 258.9 1,079 14

17年９月中間期 136 △16.5 1,088 37

18年３月期 257 643 59

（注）①期中平均株式数 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。

②会計処理の方法の変更 無

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

(2）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 16,732 12,070 72.0 26,126 16

17年９月中間期 9,082 7,853 86.5 62,261 04

18年３月期 17,621 11,246 63.8 24,833 84

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年９月中間期 10株 17年９月中間期 －株 18年３月期 ７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。

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

 （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

 (参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　1,083円70銭

  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。
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３．配当状況

・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 － － 0

19年３月期（実績） － －
0

19年３月期（予想） － －

※　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中間決算短信（連結）の９ページを参照して下さい。
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７．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 2,925,414 1,364,791 2,432,179

２．売掛金 844,485 903,503 1,426,952

３．たな卸資産 945,347 1,261,457 1,235,969

４．前渡金 2,001 52,552 52,500

５．前払費用 9,359 15,986 19,683

６．繰延税金資産 21,890 60,027 43,353

７．関係会社短期貸付
金

750,000 2,100,000 2,000,000

８．その他 153,712 66,460 70,990

貸倒引当金 △8,858 △823 △7,484

流動資産合計 5,643,352 62.1 5,823,956 34.8 7,274,145 41.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 8,068 15,128 13,601

(2）車両運搬具 375 116 147

(3）工具器具備品 17,612 17,543 15,519

有形固定資産合計 26,056 32,788 29,268

２．無形固定資産 22,495 32,010 27,152

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 405,820 454,681 1,140,000

(2）関係会社株式 2,434,840 10,268,182 7,893,634

(3）その他の関係会
社投資有価証券

494,209 81,600 80,600

(4) 関係会社長期貸
付金 

－ － 1,128,832

(5）敷金保証金 34,287 37,445 46,947

(6）その他 21,396 1,551 746

投資その他の資産
合計

3,390,553 10,843,461 10,290,760

固定資産合計 3,439,105 37.9 10,908,260 65.2 10,347,181 58.7

資産合計 9,082,458 100.0 16,732,217 100.0 17,621,327 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 857,337 1,180,105 1,567,865

２．短期借入金 － 800,000 2,200,000

３．関係会社短期借入
金

－ 1,000,000 1,000,000

４．未払金 155,229 192,886 213,470

５．未払法人税等 89,908 365,788 39,461

６．前受金 54,186 23,594 46,155

７．賞与引当金 22,286 20,666 21,668

８．製品保証引当金 5,617 14,483 29,521

９．その他 ※２ 44,098 64,499 69,634

流動負債合計 1,228,663 13.5 3,662,023 21.9 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 6.0 1,187,100 6.8

負債合計 1,228,663 13.5 4,662,023 27.9 6,374,877 36.2
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金  3,248,850 35.8 － － 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 37.9 － － 5,918,043 33.6

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 931 － 931

２．中間（当期）未処
分利益

1,158,013 － 1,279,019

利益剰余金合計 1,158,944 12.8 － － 1,279,951 7.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

 － － － － 273,966 1.5

Ⅴ　自己株式  － － － － △546 △0.0

資本合計 7,853,794 86.5 － － 11,246,449 63.8

負債資本合計 9,082,458 100.0 － － 17,621,327 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 3,775,035 22.5  － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 6,511,136 －  

資本剰余金合計  － － 6,511,136 38.9  － －

３．利益剰余金   

(1）その他利益剰余
金

     

特別償却準備金  － 465 －  

繰越利益剰余金  － 1,768,241 －  

利益剰余金合計  － － 1,768,707 10.6  － －

４．自己株式  － － △685 0.0  － －

株主資本合計  － － 12,054,193 72.0  － －

Ⅱ　新株予約権  － － 16,000 0.1  － －

純資産合計  － － 12,070,193 72.1  － －

負債純資産合計  － － 16,732,217 100.0  － －

         

－ 5 －



(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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 5,965,156 100.0 5,898,969 100.0 13,064,288 100.0

Ⅱ　売上原価 4,989,699 83.6 4,995,014 84.7 11,123,817 85.1

売上総利益 975,457 16.4 903,954 15.3 1,940,470 14.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

728,122 12.2 739,453 12.5 1,498,298 11.5

営業利益 247,335 4.2 164,501 2.8 442,172 3.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 27,436 0.4 42,367 0.7 55,957 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 16,449 0.3 13,310 0.2 41,627 0.3

経常利益 258,322 4.3 193,559 3.3 456,503 3.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 56 0.0 635,496 10.8 7,137 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 12,581 0.2 284 0.0 17,180 0.1

税引前中間（当
期）純利益

245,797 4.1 828,771 14.1 446,460 3.4

法人税、住民税及
び事業税

81,576 356,707 183,109

法人税等調整額 28,056 109,632 1.8 △16,691 340,016 5.8 6,180 189,289 1.4

中間（当期）純利
益

136,164 2.3 488,756 8.3 257,170 2.0

前期繰越利益 1,021,849 ― 1,021,849

中間（当期）未処
分利益

1,158,013 ― 1,279,019
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 （3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（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
合計資本

準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計特別償却

準備金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 3,775,035 5,918,043 931 1,279,019 1,279,951 △546 10,972,483

中間会計期間中の変動額

新株の発行  593,092     593,092

特別償却準備金の取崩し   △465 465   －

中間純利益    488,756 488,756  488,756

自己株式の取得      △139 △139

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
       

中間会計期間中の変動額　合計

（千円）
－ 593,092 △465 489,221 488,756 △139 1,081,709

平成18年９月30日　残高（千円） 3,775,035 6,511,136 465 1,768,241 1,768,707 △685 12,054,193

評価・換算差額
等

新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高（千円） 273,966 16,000 11,262,449

中間会計期間中の変動額

新株の発行   593,092

特別償却準備金の取崩し   －

中間純利益   488,756

自己株式の取得   △139

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△273,966 － △273,966

中間会計期間中の変動額　合計　

（千円）　　　　
△273,966 － 807,743

平成18年９月30日　残高（千円） － 16,000 12,070,193
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中間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）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９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．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

　　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。

(1)有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

 　　　　同左　

 

(1)有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

 　　　　同左　

 

 　　その他有価証券

　　時価のあるもの

――――

　　その他有価証券

　　時価のあるもの

中間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）を採用しております。

　　その他有価証券

　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

を採用しております。

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

 　　　　同左

 

時価のないもの

 　　　　同左

 

 (2)デリバティブ

時価法を採用しております。

(2)デリバティブ

 　　　　同左

(2)デリバティブ

同左 

(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

同左

(3)たな卸資産

商品、原材料

同左

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

同左

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．固定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

　　　　　同左

 

 

 

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 10～20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

　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。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

３．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

　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
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項目

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９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．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。

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。

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算

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。

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日）
  至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日）
  至　平成18年９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）

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響

はありません。

───── (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12,054,193千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

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喜基

準）

 当中間会計期間より、「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及び事業分離等に

関する会計基準）

 当中間会計期間より、「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。

─────
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

(製品保証引当金）

 　製品販売後の無償補修費用については、従

来支出時の費用として処理しておりましたが、

前事業年度の下期より過年度の実績を基に製

品保証引当金を計上することにいたしました。

これは、前事業年度の下期より将来の無償補

修費用を過去の経験率により合理的に見積も

る事ができるようになったことから、期間損

益計算の適正化を図るために実施したもので

あります。

　この結果、従来の方法によった場合に比較

して、営業利益、経常利益及び税引前中間純

利益がいずれも2,633千円多く計上されており

ます。

 ─────  ─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９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

      18,955千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

28,176千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

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　当中間期中の発行済株式数の増加

発行形態 第三者割当

発行年月日 平成17年４月22日

発行株式数 8,603株

発行価額 2,408,840千円

資本金組入額 1,204,420千円

３　当中間期中の発行済株式数の増加

発行形態 株式交換

発行年月日 平成18年９月29日

発行株式数 8,519株

発行価額 593,092千円

資本金組入額 －

３　当事業年度中の発行済株式数の増加

発行形態 第三者割当

発行年月日 平成17年４月22日

発行株式数 8,603株

発行価額 2,408,840千円

資本金組入額 1,204,420千円

発行形態 第三者割当

発行年月日 平成17年10月28日

発行株式数 3,990株

発行価額 1,001,490千円

資本金組入額 500,745千円

発行形態 新株予約権行使

発行年月日 平成17年10月31日

発行株式数 6,380株

発行価額 38,280千円

資本金組入額 19,140千円

発行形態 株式交換

発行年月日 平成18年１月４日

発行株式数 37,036株

発行価額 1,945,858千円

資本金組入額 －

発行形態 新株予約権行使

発行年月日 平成18年１月31日

発行株式数 6,300株

発行価額 12,600千円

資本金組入額 6,300千円

発行形態 株式分割（１：３）

発行年月日 平成18年２月20日

発行株式数 273,026株

発行価額 －

資本金組入額 －

４　         ――――

 

４　偶発債務

　　保証債務

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　 1,296,900千円

 （11,000千米ドル）

株式会社ｉｉｙａｍａ　 589,500千円

 （5,000千米ドル）

なお、外貨建債務保証は中間決算日の

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 5,500,000千円

４　偶発債務

　　保証債務

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。 
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

５　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

中間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

中間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 800,000千円

差引額 2,600,000千円

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

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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

受取利息   3,145千円

受取手数料    3,294千円

為替差益       18,863千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 8,819千円

受取手数料 3,211千円

為替差益 27,720千円

※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   10,659千円

投資事業組合損失 5,790千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 12,891千円

※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　　　　――――― ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 623,388千円

※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

ソフトウェア廃棄損 7,024千円

※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      4,698千円

無形固定資産    1,780千円

５　減価償却実施額

有形固定資産 4,475千円

無形固定資産 3,065千円

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
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　（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式　（注） ７ ３ － 10

 　　　　合計 　７ ３ － 10

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加３株は、端株の買取りによる増加であります。

 

　（リース取引関係）

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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）

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年９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）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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 62,261円04銭

１株当たり中間純利益     1,088円37銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
    1,018円52銭

１株当たり純資産額 26,126円16銭

１株当たり中間純利益 1,079円14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。

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 20,753円68銭

１株当たり中間純利益 362円79銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
339円51銭

 　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)

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

中間（当期）純利益（千円） 136,164 488,756 257,170

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） 136,164 488,756 257,170

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)  　　　　　　 　　　（ー） (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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

(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日開催の当社取締役会におい

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。

（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」とする分割計

画書を承認し、決議いたしました。

　当社は、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まし

たので、平成18年10月１日をもって、会社分

割を実施いたしました。

 １.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

 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。

（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Ｐ

Ｃ周辺機器事業における製造開発業務も継続

して行い、これにより当社のみならず、当社

グループ会社である株式会社シネックス及び

株式会社ｉｉｙａｍａ、並びにＰＣ・ＪＡＰ

ＡＮ（当社及び当社提携会社によるＰＣ及び

ＰＣ周辺機器の共同購買生産機構）に対して

も多くの相乗効果をもたらすものと考えてお

ります。

 ２. プロサイド株式会社の概要

①商号　 プロサイド株式会社

②事業内容

サーバー及びＰＣに関する

ハードウエアの開発、製造、

販売

③設立年月 1987年５月

④本店所在地
千葉県千葉市美浜区真砂一

丁目８番２号 

⑤代表者 椎名　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

 （２）異動前の当社所有株式数

 　　　　　　　　 　:０株（所有割合０％）

 （３）当社の取得株式数

 　　　　　　　　 　: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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

（当社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）

　当社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日開催の当社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．株式取得及び株式交換の目的

　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。当社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）

  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、

当社の株式0.1752株を割当て交付する。

（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「ｉｒｉｖｅｒ」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、ＲｅｉｇｎＣｏｍ　Ｌ

ｉｍｉｔｅｄ．，（本社：韓国、代表者：Ｄ

ｅｏｋ-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ＡＳＵ

ＳＴｅＫ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、販売等

 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Ｗ

ＥＢ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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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 （注）２．株式交換比率の算定根拠

(1)当社の算定根拠

　当社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、当社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当社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－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

　当社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

 　普通株式　　　　　　16,083.36株

　当社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、当社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。

  ③株式交換交付金

 　 株式交換交付金の支払は、行わない。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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．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％

 

   

(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

 

 （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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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 (連結子会社の株式追加取得）

　当社は、平成18年１月20日に予定されてい

る当社連結子会社の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

果当社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。

 （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。

 （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
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

   （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。　

 

 (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

　当社は、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。当社は、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、

当社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）

  当社は、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。

 （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ｉ

ｉｙａｍａ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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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

（株式の分割）

 　平成17年12月６日開催の当社取締役会にお

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．当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度に

おける１株当たり情報並びに当期首に行われ

たと仮定した場合の当中間会計期間における

１株当たり情報は、以下のとおりとなります。

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり

純資産額

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額  

 8,023円15銭

　　
20,753円68銭 15,055円27銭 

１株当たり

中間純利益

１株当たり

中間純利益

１株当たり

当期純利益

 544円32銭 362円79銭 1,043円56銭 

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益

 502円18銭 339円51銭 966円75銭 

４．当社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

 （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・ＪＡＰＡ

Ｎ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Ｐ

Ｃ・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・ＪＡＰＡ

Ｎ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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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)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

　当社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、当社が株式会社秀和シ

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

　当社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、当社が株式会社秀和シ

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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