
平成19年３月期　第３四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年２月14日

上場会社名　株式会社ＭＣＪ （コード番号：6670　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.mcj.jp　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　浅貝　武司  

責任者役職・氏名　代表取締役社長　浅貝　武司 ＴＥＬ　（03）3851－3803

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　有

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　有

・連結　　　（新規）　５社　　　（除外）　－社

・持分法　　（新規）　２社　　　（除外）　－社

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

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

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第３四半期 41,685 83.5 500 4.5 822 134.5 512 175.1

18年３月期第３四半期 22,718 － 478 － 350 － 186 －

（参考）18年３月期 35,602  1,124  1,105  574  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第３四半期 1,124 73 － －

18年３月期第３四半期 1,457 80 1,415 47

（参考）18年３月期 1,436 99 1,376 25

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

２．平成18年３月期第３四半期につきましては、平成17年３月期第３四半期において四半期連結財務諸表を作成

していないため、対前年増減率は記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益については、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。また、平成17年12月６日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもっ

て普通株式１株を３株に分割しております。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期におけるパソコン業界は、平成18年10月～12月の３ヶ月間におけるパソコンの出荷実績において、台数ベー

スで前年同期比10％減、出荷金額ベースで前年同期比14％減（社団法人　電子情報技術産業協会調べ）となり、新ＯＳ

「Windows Vista」発売前の個人による買い控え、及び地上波デジタル受信機器等への個人消費の分散等を主因として、国

内景気全体が緩やかな回復基調を維持する中で、極めて厳しい状況となりました。このような情勢の下、当社グループは、

総合IT企業グループとしての礎を固めるべく、グループ各社の組織基盤強化を図るとともに、さらなるグループ間シナジー

の追求に努めた結果、当第３四半期の連結業績につきましては、売上高41,685百万円、営業利益500百万円、経常利益822

百万円、四半期純利益512百万円となりました。
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　各事業セグメント別の営業概況は次のとおりとなります。

　(1)　パソコン関連事業

　パソコンの製造・販売事業におきましては、パソコン市場が低迷する中にあって量販店販売部門が極めて好調に推移し、

「Windows Vista」搭載機の発売を控え、現行の「WindowsXP」モデルの駆け込み需要が発生する等の想定外の要因もあり、

同部門において過去最高の売上を達成いたしました。ダイレクト販売部門は、コアユーザーの確保に努めた結果、前年同

期比での落ち込みは僅かに留まりましたが、法人営業部門は、同業他社との競合の激化から苦戦を強いられました。パソ

コンパーツ及びパソコン周辺機器の卸売・販売においては、一部パーツにおいて価格の高止まりや同業他社との競合によ

る粗利率の減少が生じたものの、「Windows Vista」の発売を控え、その動作条件を満たすためのパーツ買い替え及び増設

需要が急増し、パソコン基幹パーツ群の販売が軒並み好調となりました。液晶ディスプレイの製造・販売においては、国

内販売についてはほぼ計画どおりに推移する一方、欧州販社５社による年末商戦の売上が、ドイツ・フランス等の景気回

復の影響を受け予想を上回る好調な結果となりましたが、会計処理上の期ずれにより、当社グループ連結業績への影響は

第４四半期となります。以上の結果、パソコン関連事業における当第３四半期の売上高は37,177百万円、営業利益は481百

万円となりました。

　(2)　メディア事業

　当事業におきましては、「Windows Vista」関連書籍発売前の買い控えの影響から、当初の売上予想を下回った部分は

あったものの売上・利益共に堅調に推移し、当第３四半期の売上高は1,581百万円、営業利益は185百万円となりました。

　(3)　サービスサポート事業

　当事業におきましては、新規業務受託に向け積極的な営業を展開いたしましたが、大口顧客からの受託業務が大幅に遅

延したことから、当第３四半期の売上高は1,233百万円、営業損失は162百万円となりました。

  (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、優良な投資先企業の発掘に成功したものの、保有株式の一部に含み

損、及び売却損が生じたことから、当第３四半期の売上高は1,747百万円、営業損失は12百万円となりました。

(2）連結財政状態の変動状況 （百万円未満切り捨て）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第３四半期 32,498 14,585 41.0 28,863 84

18年３月期第３四半期 23,195 9,453 40.8 69,250 56

（参考）18年３月期 29,701 12,699 42.7 28,041 54

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

に分割しております。

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第３四半期 △2,286 1,113 △4 7,066

18年３月期第３四半期 △2,162 △3,522 6,179 5,391

（参考）18年３月期 △395 △5,009 8,642 8,152

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期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。）は、税金等調整前第３四半期純利益

が高水準で、これに加えて投資有価証券の売却による収入等による増加要因があったものの、売上債権の増加、たな卸資

産の増加等により、当第３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,085百万円減少し、7,066百万円とな

りました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は2,286百万円となりました。

　これは主に、税金等調整前第３四半期純利益1,355百万円の計上、売上債権の増加1,256百万円、たな卸資産の増加1,180

百万円、営業投資有価証券の増加488百万円、前渡金の増加600百万円によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は1,113百万円となりました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入883百万円、貸付の回収による収入799百万円、貸付の実行による支出600百

万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入312百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は４百万円となりました。

　これは主に、短期借入金の純増額100百万円、長期借入金の返済による支出65百万円、社債の償還による支出40百万円に

よるものであります。

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

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

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

［業績予想に関する定性的情報等］

　当社グループの当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、前回公表（平成18年５月25日）の業績に対して順調

に推移しておりますので、前回の予想を修正しておりませんが、見通しの修正の必要が生じた場合には速やかに開示いた

します。

 

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

な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31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   6,429,991   7,509,325   8,452,486  

２．受取手形及び売掛
金

  4,560,633   8,283,461   6,258,736  

３．営業投資有価証券   766,242   498,412   284,886  

４．たな卸資産   4,367,032   7,607,425   6,110,254  

５．未収入金   313,041   242,867   409,033  

６．その他   295,896   1,501,604   1,239,535  

貸倒引当金   △31,750   △122,101   △127,931  

流動資産合計   16,701,086 72.0  25,520,996 78.5  22,627,002 76.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1          

(1）建物及び構築物  32,213   93,804   111,233   

(2）工具器具備品  33,780   124,436   95,349   

(3）土地  －   94,000   108,362   

(4）その他  2,292 68,286  19,310 331,550  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  2,266,684   －   4,238,277   

(3）のれん  －   4,423,084   －   

(4）その他  31,038 2,528,123  115,802 4,769,286  106,820 4,575,497  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,657,527   455,896   1,315,697   

(2）預託金  1,350,000   －   －   

(3）その他  890,850   1,420,717   846,988   

貸倒引当金  △45 3,898,332  △165 1,876,449  － 2,162,685  

固定資産合計   6,494,742 28.0  6,977,286 21.5  7,074,648 23.8

資産合計   23,195,828 100.0  32,498,282 100.0  29,701,650 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31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   4,203,640   5,087,507   3,875,256  

２．短期借入金   3,900,000   8,080,000   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

  －   385,540   －  

５．未払金   357,963   539,990   461,982  

６．未払法人税等   50,803   690,715   370,696  

７．賞与引当金   40,379   53,940   101,143  

８．製品保証引当金   14,845   316,618   315,205  

９．返品調整引当金   143,024   177,939   101,340  

10．その他 ※４  432,227   1,041,542   1,044,019  

流動負債合計   9,422,884 40.6  16,653,794 51.2  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   1,086,395   1,202,895  

３．退職給付引当金   11,229   16,174   14,202  

４．役員退職慰労引当
金

  266,730   69,000   42,040  

５．その他   44,600   7,440   196,994  

固定負債合計   882,559 3.8  1,259,010 3.9  1,776,132 6.0

負債合計   10,305,444 44.4  17,912,804 55.1  15,825,776 53.3

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   3,436,783 14.8  － －  1,176,756 4.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,768,735 16.3  － －  3,775,035 12.7

Ⅱ　資本剰余金   3,965,885 17.1  － －  7,095,383 23.9

Ⅲ　利益剰余金   1,209,055 5.2  － －  1,596,949 5.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  509,926 2.2  － －  232,295 0.8

Ⅴ　自己株式   － －  － －  △546 0.0

資本合計   9,453,601 40.8  － －  12,699,117 42.7

負債、少数株主持分
及び資本合計

  23,195,828 100.0  － －  29,701,650 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31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 11.6  － －

２．資本剰余金   － －  7,688,476 23.7  － －

３．利益剰余金   － －  2,109,542 6.5  － －

４．自己株式   － －  △788 △0.0  － －

株主資本合計   － －  13,572,266 41.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  △84,794 △0.3  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △917 △0.0  － －

３．為替換算調整勘定   － －  △169,271 △0.5  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  △254,982 △0.8  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  16,186 0.0  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  1,252,007 3.9  － －

純資産合計   － －  14,585,478 44.9  － －

負債純資産合計   － －  32,498,282 100.0  － －

           

－ 6 －



(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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   22,718,730 100.0  41,685,722 100.0  35,602,216 100.0

Ⅱ　売上原価   20,338,402 89.5  36,985,527 88.7  31,399,255 88.2

売上総利益   2,380,327 10.5  4,700,195 11.3  4,202,961 11.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  1,901,618 8.4  4,199,773 10.1  3,078,681 8.6

営業利益   478,709 2.1  500,421 1.2  1,124,279 3.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1,659   44,625   7,826   

２．受取手数料  4,517   6,013   6,533   

３．受取補償金  1,516   8,114   1,555   

４．広告収入  2,604   3,670   3,665   

５．負ののれん償却額  －   74,840   －   

６．為替差益  －   208,960   －   

７．持分法による投資
利益

 －   10,252   －   

８．その他  2,516 12,813 0.1 53,399 409,876 1.0 135,006 154,587 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  26,959   58,195   40,710   

２．為替差損  84,399   －   88,699   

３．新株発行費  19,452   －   27,786   

４．株式交付費  －   263   －   

５．支払手数料  －   15,414   －   

６．その他  9,884 140,695 0.6 13,722 87,596 0.2 16,497 173,693 0.5

経常利益   350,827 1.6  822,701 2.0  1,105,173 3.1

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 56   3,990   591   

２．投資有価証券売却
益

 －   623,651   －   

３．持分変動損益  47,395   －   107,414   

４．製品保証引当金戻
入益

 －   83,222   －   

５．その他  494 47,946 0.2 36,320 747,184 1.8 96,134 204,140 0.5

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 10   1,370   －   

２．固定資産除却損 ※４ 5,547   17,428   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

 －   180,298   －   

５．その他  － 12,581 0.1 15,577 214,674 0.5 65,630 81,173 0.2

税金等調整前第３
四半期（当期）純
利益

  386,191 1.7  1,355,212 3.3  1,228,140 3.4

法人税、住民税及
び事業税

 127,474   741,544   471,320   

法人税等調整額  50,774 178,248 0.8 26,246 767,790 1.9 89,407 560,728 1.6

少数株主利益   21,637 0.1  74,827 0.2  93,212 0.2

第３四半期（当
期）純利益

  186,305 0.8  512,593 1.2  574,199 1.6
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(3）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書

四半期連結剰余金計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31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  1,705,165  1,705,165  

２．新株予約権の行使による
増加高

 19,140  25,440  

３．株式交換による増加高  － 1,724,305 3,123,198 4,853,803

Ⅲ　資本剰余金第３四半期末
（期末）残高

  3,965,885  7,095,383

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,022,780  1,022,780

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．第３四半期（当期）純利
益

 186,305 186,305 574,199 574,199

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　利益剰余金第３四半期末
（期末）残高

  1,209,055  1,596,949
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四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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

第３四半期中の変動額      

新株の発行  593,092   593,092

第３四半期純利益   512,593  512,593

自己株式の取得    △241 △241

株主資本以外の項目の第３四半期
中の変動額（純額）

     

第３四半期中の変動額合計
　　　　　　　　　　（千円）

－ 593,092 512,593 △241 1,105,444

平成18年12月31日残高（千円） 3,775,035 7,688,476 2,109,542 △788 13,572,266

 

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

第３四半期中の変動額        

新株の発行       593,092

第３四半期純利益       512,593

自己株式の取得       △241

株主資本以外の項目の第３四半期
中の変動額（純額）

△317,089 △917 △169,271 △487,278 △2 75,250 △412,029

第３四半期中の変動額合計
　　　　　　　　　　（千円）

△317,089 △917 △169,271 △487,278 △2 75,250 693,414

平成18年12月31日残高（千円） △84,794 △917 △169,271 △254,982 16,186 1,252,007 14,585,478
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前第３四半期（当期）純
利益

 386,191 1,355,212 1,228,140

減価償却費  16,342 75,193 29,829

連結調整勘定償却  75,555 － 135,678

のれん償却  － 182,017 －

負ののれん償却  － △74,840 －

貸倒引当金の増加額（△減少額）  7,058 △17,921 7,094

賞与引当金の増加額（△減少額）  △22,233 △48,389 32,869

受取利息及び受取配当金  △1,659 △44,625 △7,926

支払利息  26,959 58,195 40,710

為替差損（△差益）  318 △29,780 △18,165

持分変動損益  △47,395 － △107,414

持分法による投資利益  － △10,252 －

固定資産売却益  △56 △3,990 △591

固定資産売却損  10 1,370 714

固定資産除却損  5,547 17,428 8,518

ソフトウェア廃棄損  7,024 － 7,024

新株発行費  19,452 － 27,786

株式交付費  － 263 －

投資有価証券売却益  － △623,651 －

売上債権の増加額  △1,303,134 △1,256,077 △992,548

たな卸資産の増加額  △1,774,116 △1,180,433 △1,998,398

営業投資有価証券の増加額  △553,577 △488,869 △263,338

仕入債務の増加額  1,670,713 550,073 1,187,725

未収入金の減少額（△増加額）  △25,299 142,477 △81,809

未払金の増加額  49,908 45,796 21,722

未払消費税等の増加額（△減少額）  △69,623 211,352 △96,557

前渡金の増加額  － △600,431 －

その他  △70,619 △232,131 1,059,404

小計  △1,602,633 △1,972,014 220,469

利息及び配当金の受取額  1,659 41,952 3,027

利息の支払額  △25,707 △57,670 △44,931

法人税等の支払額  △535,515 △298,445 △574,205

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,162,197 △2,286,178 △395,640
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

貸付の実行による支出  － △600,000 －

貸付の回収による収入  － 799,055 360,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得等による支出

 △1,388,483 － △3,660,379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得等による収入

 － 312,601 －

関連会社株式の取得による支出  － △51,456 －

投資有価証券の取得による支出  △748,320 △40,832 △669,300

投資有価証券の売却による収入  － 883,854 －

有形固定資産の取得による支出  △10,968 △72,568 △18,716

有形固定資産の売却による収入  － 59,934 －

無形固定資産の取得による支出  △16,180 △21,519 △22,338

長期前払費用の増加による支出  △10,017 △4,451 △11,043

預託金の支払による支出  △1,350,000 － －

その他  1,251 △151,103 △988,058

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,522,719 1,113,514 △5,009,836

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  2,200,000 100,000 3,900,000

長期借入金の返済による支出  △104,000 △65,331 △104,000

社債の償還による支出  △40,000 △40,000 △280,000

株式の発行による収入  3,431,363 － 3,435,581

新株予約権の発行による収入  16,000 － 16,000

少数株主への配当金の支払額  △894,635 － △894,635

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

その他  － △244 999,453

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,179,122 △4,575 8,642,841

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △318 91,654 17,917

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

 493,887 △1,085,584 3,255,282

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

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等物
の期首残高

 9,980 － 9,980

Ⅷ　現金及び現金同等物の第３四半期（当
期）末残高

※ 5,391,091 7,066,902 8,152,486
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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 (1）連結子会社の数　　　　４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

株式会社秀和システム

　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及び株式

会社秀和システムにつきまして

は当第３四半期連結会計期間中

において新たに株式を取得した

ため、ＭＣＪ１号投資事業組合

につきましては当第３四半期連

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　　　　17社

主要な連結子会社の名称

株式会社マウスコンピュー

ター

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

上記のうち、株式会社マウス

コンピューターは、平成18年10月

に当社事業を承継する新設会社と

して設立したものであり、連結の

範囲に含めております。

 

 

(1）連結子会社の数　　　　11社

主要な連結子会社の名称

株式会社シネックス

フリーク株式会社

株式会社ｉｉｙａｍａ

Iiyama Benelux B.V.

株式会社ウェルコム

株式会社ＧＴＩパートナーズ

株式会社秀和システム

　株式会社ＧＴＩパートナーズ

につきましては、当連結会計年

度から本格的な事業活動を開始

したことにより重要性が増加し

たため、連結の範囲に含めるこ

とにいたしました。

 

 

 

 

  (2）非連結子会社の名称等

 該当する会社はありません。 

 (2）非連結子会社の名称等

同左

 (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　－社 (1）持分法適用の関連会社　２社

会社名　アロシステム株式会社

　　　　アイシーエムカスタマー

サービス株式会社

　当社は、平成18年12月21日に

アロシステム株式会社と株式追加

取得及び同社を完全子会社とする

簡易株式交換に関する基本合意書

を締結しております。この結果、

当社及び当社取締役で同社の代表

取締役である大野氏の保有する同

社の議決権により、当社が同社に

対して重要な影響を与える場合に

該当することとなったため、当第

３四半期連結会計期間末より、持

分法適用の関連会社に含めており

ます。 

　また、アイシーエムカスタマー

サービス株式会社については、新

たに株式を取得したことから、当

第３四半期連結会計期間末より、

持分法適用の関連会社に含めてお

ります。

(1）持分法適用の関連会社　－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、第３四半期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても四半期連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から

除外しております。

(2）　　　　　同左 (2）持分法を適用していない関連会

社（株式会社エーエスピーラン

ド）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。　　　　

－ 12 －



項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の四半期決算

日等に関する事項

　連結子会社の四半期決算日は、四

半期連結決算日と一致しております。

　連結子会社のうちIiyama 

Benelux B.V.、Iiyama 

Deutschland GmbH、Iiyama（UK）

Limited、IIYAMA FRANCE SARL及び

Iiyama Polska Sp.zo.o.の第３四半

期決算日は、９月30日であり、第３

四半期連結決算日（12月31日）との

差は３ヶ月以内であるため、当該連

結子会社の第３四半期会計期間に係

る財務諸表を基礎として連結を行っ

ております。

　ただし10月１日から12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。

　連結子会社のうちIiyama 

Benelux B.V.、Iiyama 

Deutschland GmbH、Iiyama（UK）

Limited、IIYAMA FRANCE SARL及び

Iiyama Polska Sp.zo.o.の決算日は、

12月31日でありますが、連結決算日

（３月31日）との差は３ヶ月以内で

あるため、当該連結子会社の事業年

度に係る財務諸表を基礎として連結

を行っております。

　ただし１月１日から３月31日まで

の期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行ってお

ります。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

（営業投資有価証券を含む）

時価のあるもの

　　　四半期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）を採用しております。

(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

　四半期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）を採用してお

ります。　　　　　

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

（営業投資有価証券を含む）

時価のあるもの

　　　　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

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

　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

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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定

率法（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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定

率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）

を、また、在外連結子会社は定

額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

 建物 10～28年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～15年

建物 ３～23年

構築物 ４年

車両運搬具 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
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

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。

　　　 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

 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

株式交付費

　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

　支出時に全額費用として処理し

ております。

 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により計上しておりま

す。貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

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

のうち当四半期連結会計期間負

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

　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

④　返品調整引当金

同左

 ⑤　退職給付引当金

　連結子会社の一部において、

従業員の退職給付に備えるため、

当四半期連結会計期間末におけ

る退職給付債務の見込額（簡便

法）に基づき計上しております。

⑤　退職給付引当金

　　　　　同左

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

　連結子会社の一部において、

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当四半期

連結会計期間末要支給額を計上

しております。

⑥　役員退職慰労引当金

　　　　　同左

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。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、四半期

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、四半期

連結決算日の直物等為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。なお、

在外子会社の資産及び負債は、当

該子会社の四半期決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により換

算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

(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。

 (6）重要なリース取引の処理方法

―

(6）重要なリース取引の処理方法

　　連結子会社の一部において、

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(6）重要なリース取引の処理方法

　　　連結子会社の一部において、

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

 (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おいて、

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替予約について

は、振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を採用して

おります。

(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おいて、

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替予約について

は、振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を、金利ス

ワップについて特例処理の条件

を満たしている場合には特例処

理を採用しております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

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

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　　　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

外貨建金銭債権債務

借入金

ヘッジ対象

　　　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ことができ

るため、ヘッジ手段とヘッジ対

象に関する重要な条件が同一で

あることを確認することにより

有効性の判断に代えております。

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
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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）

 (8）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(8）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(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

　売上高に含まれている営業投

資有価証券に係る売上高には、

投資育成目的の営業投資有価証

券の売上高、上場株式の売却損

益の純額、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

証券に係る売上原価には、売却

した投資育成目的の営業投資有

価証券の帳簿価額、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

　売上高に含まれている営業投

資有価証券の売上高には、営業

投資有価証券の売却高、受取配

当金、受取利息及び営業投資目

的で取得した社債の償還益を計

上し、売上原価に含まれている

営業投資有価証券売上原価には、

売却有価証券帳簿価額、支払手

数料、強制評価損等を計上して

おります。

 ②　投資事業組合等管理収入

　　　売上高に含まれている投資事

業組合等管理収入には、投資事

業組合等管理報酬と同成功報酬

が含まれており、投資事業組合

等管理報酬については、契約期

間の経過に伴い契約上収受すべ

き金額を収益として計上し、同

成功報酬については、収入金額

確定時にその収入金額を収益と

して計上しております。

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、

中間財務諸表及び四半期財務諸

表に基づいて、組合の純資産及

び収益・費用を当社及び連結子

会社の出資持分割合に応じて、

営業投資有価証券（流動資産）

及び収益・費用として計上して

おります。

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

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第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13,318,200千円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間における四

半期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準じて作成してお

ります。

─────

───── （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当第３四半期連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会

計基準第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

る当第３四半期連結財務諸表への影響はありま

せん。

─────

───── （企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関

する会計基準）

　当第３四半期連結会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年

10月31日）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第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、当第

３四半期連結会計期間より、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74,840千円減

少しております。

　なお、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響はありません。

　セグメントに与える影響については「セグメ

ント情報」に記載しております。

─────
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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）

───── （営業投資有価証券の売上高及び売上原価に関

する事項）

　従来、一部の連結子会社において、営業投資

有価証券に係る売上高及び売上原価に上場株式

に係る取引も含めて処理しておりましたが、当

第３四半期連結会計期間から、当該上場株式の

売却損益の純額を営業投資有価証券に係る売上

高に含めて計上する方法に変更いたしました。

この変更は、当社の組織再編に伴う一部の連結

子会社の事業見直しの結果、当該連結子会社に

おいて上場株式の取引量の増加が見込まれるこ

とから、より実態に即した営業活動の成果を表

示するため、当該取引を純額で表示するもので

あります。　

　なお、当該変更による営業利益、経常利益及

び税金調整前第３四半期純利益への影響はあり

ません。また、中間連結会計期間で当第３四半

期連結会計期間と同一の会計処理基準を採用し

た場合、売上高及び売上原価がそれぞれ

1,730,284千円減少します。

  セグメントに与える影響については「セグメ

ント情報」に記載しております。

─────

 

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

────── （四半期連結貸借対照表）

　「連結調整勘定」は、当第３四半期連結会計期間から

「のれん」として表示しております。

────── （四半期連結キャッシュ・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、当第３四半期連結会計期間から「のれん償却

額」として表示しております。

 

　営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の増加

額」は、前第３四半期連結会計期間は「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、前第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれ

ている「前渡金の増加額」は83,680千円であります。

　

　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、前第３四半期連結会計期間は「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、前第３四半期連結会計期間の「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。

－ 18 －



注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31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

148,473千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

355,439千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

326,422千円

２　　　　　　   ― ２　　　　　　   ― ２　受取手形裏書譲渡額　　　　1,651千円

３　　　　　　   ― ３　第３四半期連結会計期間末日満期手形

　　第３四半期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、当第

３四半期連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の第３四半期連

結会計期間末日満期手形が第３四半期連

結会計期間末残高に含まれております。

　 受取手形　　　　　　　　106,771千円

３　　　　　　　 ―

※４　消費税等の取扱い ※４　消費税等の取扱い ※４　　　　　　　 ―

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

同左  

５　当座貸越契約

　当社及び連結子会社（株式会社シネック

ス）においては、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づく当

第３四半期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。

５　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第３四半期連結会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

５　当座貸越契約

　当社及び連結子会社（株式会社シネック

ス）においては、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額の総額 6,600,000千円

借入実行残高 3,900,000千円

差引額 2,700,000千円

当座貸越極度額の総額 15,900,000千円

借入実行残高 8,080,000千円

差引額 7,820,000千円

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

６　　　　　　　　―

 

６　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 4,798,997千円

負ののれん 375,913千円

６ 　　　　　　　―

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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。

給料手当 445,049千円

運賃 234,504千円

広告宣伝費 212,208千円

賞与引当金繰入額 26,110千円

製品保証引当金繰入額 14,845千円

貸倒引当金繰入額 9,976千円

給与手当 1,109,457千円

運賃 488,629千円

製品保証引当金繰入額 75,573千円

賞与引当金繰入額 37,193千円

役員退職慰労引当金繰入

額
6,960千円

貸倒引当金繰入額 1,181千円

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 2,974千円

工具器具備品 1,015千円

車両運搬具 534千円

工具器具備品 56千円

※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 1,044千円

その他 326千円

※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

建物附属設備 16,904千円

ソフトウェア 428千円

工具器具備品 95千円

建物及び構築物 7,951千円

その他 566千円
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（四半期連結株主資本変動計算書関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　　至　平成18年12月31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）

当第３四半期連結会計
期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計
期間減少株式数（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式（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 4 － 11

　　　合計 7 4 － 11

 （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４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 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）
当第３四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第３四半
期連結会計
期間増加

当第３四半
期連結会計
期間減少

当第３四半
期連結会計
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 － － － － － － 186

合計 － － － － － 16,186

 （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。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 6,429,991千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△1,038,900千円

現金及び現金同等物 5,391,091千円

現金及び預金勘定 7,509,325千円

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 7,066,902千円

現金及び預金勘定 8,452,486千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△300,000千円

現金及び現金同等物 8,152,486千円
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（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

― １．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び
装置

16,687 8,186 8,501

工具器具
備品

118,781 39,055 79,725

ソフトウ
エア

96,627 85,741 10,885

合計 232,096 132,983 99,113

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び
装置

16,687 2,791 13,895

ソフトウ
エア

96,611 74,658 21,953

合計 113,299 77,449 35,849

 (2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

 １年内 37,351千円

１年超 66,960千円

合計 104,311千円

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 36,398千円

減価償却費相当額 33,405千円

支払利息相当額 3,905千円

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．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．　　　　　　　  ―

 １年内 20,173千円

１年超 11,551千円

合計 31,724千円

 

 （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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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成17年12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）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 262,399 475,632 213,233

(2）債券 － － －

(3）その他 40,800 40,831 31

合計 303,199 516,464 213,265

投資有価証券

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 175,310 959,310 784,000

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 200,254 195,341 △4,912

(3）その他 － － －

合計 375,564 1,154,651 779,087

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

営業投資有価証券

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 66,000

その他 183,778

投資有価証券

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 502,876
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当第３四半期連結会計期間末（平成18年12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）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 345,037 295,701 △49,335

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 345,037 295,701 △49,335

投資有価証券

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 300,197 244,667 △55,529

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

  　　その他 － － －

(3）その他 220,000 201,671 △18,328

合計 520,197 446,338 △73,858

 （注）複合商品に係る評価差額（△18,328千円）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

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 114,800

その他 87,910

投資有価証券

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 9,557
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

営業投資有価証券

 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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（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

 
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日）

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 413,340 412,219 △1,118

合計 － － △1,118

　（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。

当第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

 
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 240,095 244,245 4,150

金利 スワップ取引 340,004 △723 △723

合計 － － 3,427

　（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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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年12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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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
37,169,783 1,581,749 1,186,253 1,747,935 41,685,722 ― 41,685,722

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
8,078 43 47,381 ― 55,503 △55,503 ―

計 37,177,862 1,581,792 1,233,635 1,747,935 41,741,226 △55,503 41,685,722

営業費用 36,696,451 1,396,132 1,396,414 1,759,953 41,248,952 △63,651 41,185,300

営業利益又は営業損失

（△）
481,410 185,659 △162,778 △12,018 492,273 8,147 500,421

　（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

３．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更の「（のれんの償却に関する事項）」に記載

のとおり、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、当第３四半期連結会計

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13,814千円減少し、サービスサポート事業の営業損失が61,026千円増加しております。

４．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更の「（営業投資有価証券の売上高及び売上原

価に関する事項）」に記載のとおり、従来、一部の連結子会社において、営業投資有価証券に係る売上高及

び売上原価に上場株式に係る取引も含めて処理しておりましたが、当第３四半期連結会計期間から、当該上

場株式の売却損益の純額を営業投資有価証券に係る売上高に含めて計上する方法に変更いたしました。この

変更により、従来の方法と比べその他の事業の売上高及び売上原価がそれぞれ483,184千円減少しております。

 

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。

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年12月31日）

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

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年12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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（ストック・オプション）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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）

 　当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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．第３四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

 　　自　平成18年10月１日　　至　平成18年12月31日　（みなし取得日　平成18年９月30日）

 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　　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　　　　　　 40,470千円

 　　　　資産計　　　　　　1,432,599千円

 　　　　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．当該企業結合が当第３四半期連結会計期間開始日に完了したと仮定したときの当第３四半期連結会計期間の売上高等

の概算額

 　　　　売上高　　　　　　3,681,727千円

 　　　　営業利益　　　　 　　58,006千円

 　　　　経常利益　　　　   　73,596千円

 　　　　当期純利益　　　 　　29,354千円

 （注）概算額の算定方法及び重要な前提条件

 　　　企業結合が第３四半期連結会計期間開始日に完了し、当第３四半期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。なお、売上高等の概算額つき

ましては、監査法人による監査証明を受けておりません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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 69,250円56銭

１株当たり第３四半期純利益 1,457円80銭

潜在株式調整後１株当たり第３

四半期純利益

1,415円47銭

 

１株当たり純資産額 28,863円84銭

１株当たり第３四半期純利益 　1,124円73銭

 
 

　

　　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益については、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第３四

半期会計期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 23,083円52銭

１株当たり第３四半期純利益 485円93銭

潜在株式調整後１株当たり第３

四半期純利益
471円82銭

１株当たり純資産額 28,041円54銭

１株当たり当期純利益 1,436円99銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益

1,376円25銭

 

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益    

第３四半期（当期）純利益（千円） 186,305 512,593 574,199

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益（千
円）

186,305 512,593 574,199

期中平均株式数（株） 　　　127,799 　　455,746 　　　　399,586

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純
利益

   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,822 － 17,636

（うち新株予約権） (3,822) (－) (17,636)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第３四半期（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

―――――  　平成16年６月28日の定時

株主総会決議による第２回新

株予約権（新株予約権の数

1,240個）普通株式3,720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

2,754個）普通株式8,262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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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における株式分割）

　平成17年12月６日開催の株式会社ＭＣＪの取

締役会決議により、平成18年２月20日をもって

普通株式１株を３株に分割いたします。

株式分割基準日 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）

効力発生日 平成18年２月20日

　当該株式分割が当期首に行われたと仮定した

場合の当第３四半期連結会計期間における１株

当たり情報は、次のとおりであります。

１株当たり純資産額 23,083円52銭

１株当たり第３四半期純

利益
485円93銭

潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益
471円82銭

（株式会社ＭＣＪにおける株式会社秀和システ

ムの株式交換による完全子会社化）

　平成17年９月７日に締結した「株式交換契約

書」に基づき、平成18年１月４日に株式会社Ｍ

ＣＪと株式会社秀和システムの間にて株式交換

を実行し、株式会社ＭＣＪは株式会社秀和シス

テムの株式を100％所有し、株式会社秀和シス

テムを完全子会社といたしました。

株式交換の概要

①　株式交換比率（上記株式分割による調整

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

②　株式交換により発行した新株式数

株式会社ＭＣＪ

の普通株式
37,036.92株

　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。

（アロシステム株式会社の株式取得及び簡易株

式交換による完全子会社化）

　当社は、平成18年12月21日開催の取締役会の

決議に基づき、アロシステム株式会社の株式取

得及び簡易株式交換による完全子会社化に関す

る基本合意書を締結いたしました。当社は、こ

の基本合意に基づき、平成19年２月８日開催の

取締役会において、株式譲渡契約書及び株式交

換契約書をそれぞれ承認し、正式締結に至りま

した。

１．株式取得及び株式交換の目的

　当社及びアロシステム株式会社は、平成17年

８月以降、資本・業務提携を進め、共同購買・

共同生産機構として「ＰＣ・ＪＡＰＡＮ」（Ｌ

ＬＰ）を立ち上げる等、国内ホワイトボックス

ＰＣのシェア向上に向けて協力体制を築いてま

いりましたが、これまでの成果をふまえ、さら

なる部材コストや物流コストの低減、製品品質

の向上、そして大手外資系メーカーの価格攻勢

に耐えうる強固な企業体質の構築のためには、

ＰＣ事業の包括的な統合を行うことが両社に

とって最良の選択であると判断し、当社による

アロシステム株式会社の完全子会社化を決定い

たしました。

　本統合の実現により、相互の経営資源を最大

限に活用することができ、ノウハウの融合によ

る競争力強化、既存店舗を利用した全国的なサ

ポート展開、ＰＣ・ＪＡＰＡＮ構想の推進によ

るＰＣ及びＰＣ周辺事業会社の新規参入等、

様々な効果が期待され、ＭＣＪグループがＰＣ

業界における確固たるポジションを獲得するた

めのさらなる飛躍ができるものと考えておりま

す。

２．株式取得及び株式交換の要旨

　Ⅰ．株式取得

(1）取得する株式の種類  ：普通株式

(2) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所

有株式の状況

①　株式取得先  　　　  ：大野　三規

②　取得株式数  　　　  ：800株

③　取得価額総額  　  　：416百万円

　　　　　　　　（１株当たり520,000円）

④　取得前の所有株式数  ：793株

　　　　　　（当社の所有割合　14.89％）

⑤　取得後の所有株式数  ：1,593株

　　　　　　（当社の所有割合　29.90％）

(3) 取得の日程

　平成19年２月８日　取締役会決議（当社）

　平成19年２月８日　株式譲渡契約書締結

　平成19年２月14日　株式取得日

(4) 株式取得の理由

　平成19年５月11日の株式交換効力発生日に向

け、アロシステム株式会社の発行済株式総数の

22.15％にあたる株式（1,180株）を保有する大

野氏から、あらかじめその15.02％にあたる株

式（800株）を当社が取得することで、経営統

合を円滑かつ早期に実現するためであります。

（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ＰＣ周辺機器事業における製造開発業務も

継続して行い、これにより当社のみならず、

当社グループ会社である株式会社シネックス

及び株式会社ｉｉｙａｍａ、並びにＰＣ・Ｊ

ＡＰＡＮ（当社及び当社提携会社によるＰＣ

及びＰＣ周辺機器の共同購買生産機構）に対

しても多くの相乗効果をもたらすものと考え

ております。

２．プロサイド株式会社の概要

①　商号 プロサイド株式会社

②　事業内容 サーバー及びＰＣに関する

ハードウエアの開発、製造、

販売

③　設立年月 1987年５月

④　本店所在地 千葉県千葉市美浜区

真砂一丁目８番２号

⑤　代表者 椎名　晋大郎

⑥　資本金 47,000千円

３．第三者割当増資の引受要項

(1）概要

①　発行新株式数 52,416株

（普通株式）

②　現在の発行済

株式総数

5,824株

③　増資後発行済

株式総数

58,240株

④　当社への割当

株数

52,416株

⑤　発行価額 １株につき3,793円

⑥　取得総額 198,813,888円
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

③　株式交換後の株式会社ＭＣＪの発行済株

式数の推移

株式交換前発行済株式

数（平成17年12月31日

現在）

136,513.00株

株式交換による増加株

式数
37,036.92株

株式交換後発行済株式

数
173,549.92株

（株式会社ＭＣＪの新株予約権の行使）

　平成18年１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

6,300株

２．発行価額 ：１株につき

2,000円

３．発行価額の総額 ：12,600,000円

４．資本組入額 ：１株につき

1,000円

５．資本組入額の総額 ：6,300,000円

　Ⅱ．簡易株式交換

(1）株式交換の日程

　平成19年２月８日　取締役会決議（両社）

　平成19年２月８日　株式交換契約書締結（両

社）

　平成19年４月２日　株式交換契約書承認株主

総会（アロシステム株

式会社）

　平成19年５月11日　株式交換効力発生日

　平成19年７月２日（予定）　株券交付日

（注）会社法第796条第３項（簡易株式交換）

の規定に基づき、当社においては株式交換契約

書の承認に関する株主総会の決議を得ることは

予定しておりません。

(2）株式交換比率

 
株式会社

ＭＣＪ

アロシステ

ム株式会社

株式交換比率 1 8.3

①　株式の割当比率

　アロシステム株式会社の普通株式1株に対し

て、当社株式8.3株を割当て交付します。ただ

し、当社が保有するアロシステム株式会社の株

式1,593株（本件統合における一部取得株式800

株を含む）については、株式交換による株式割

当は行いません。

②　株式交換比率の算定方法、算定結果及び

算定根拠等

　上記株式交換比率は、市場株価平均法による

当社株式の評価と、第三者機関である株式会社

アーケイディア・グループが評価したアロシス

テム株式会社の直近の企業価値を参考に当事者

間にて協議し、決定いたしました。　　　　　

なお、株式会社アーケイディア・グループは当

社及びアロシステム株式会社のいずれとも特別

な利害関係を有しておりません。

 Ａ．当社株式の算定根拠

　当社株式の評価にあたっては、当社が東京証

券取引所マザーズ市場の上場銘柄であることか

ら、市場株価平均法を採用し、直近3ヶ月間に

東京証券取引所が公表した当社普通株式の普通

取引の最終価格の平均値に基づいて株価を算定

いたしました。

 Ｂ．アロシステム株式会社の株式の算定根拠

 アロシステム株式会社の株式の評価にあたっ

ては、第三者機関である株式会社アーケイディ

ア・グループにその算定を依頼いたしました。

株式会社アーケイディア・グループは、多面的

にアロシステム株式会社の企業価値を調査した

結果、アロシステム株式会社の将来のキャッ

シュフローに着目し、ＤＣＦ法（ディスカウン

テッド・キャッシュフロー法）の採用により株

価を算定いたしました。

　当社及びアロシステム株式会社は、株式会社

アーケイディア・グループによる上記算定結果

をふまえ、両社の財務状況、業績動向等の要因

を勘案し、交換比率の検討を行いました結果、

上記の株式交換比率にて合意に至っております。

 ③　株式交換により発行する新株式数

 株式交換に際し、当社は普通株式30,992株を

発行いたします。

(2）異動前の当社所有

株式

0株

（所有割合　 0％）

(3）当社取得株式数 52,416株

（取得総額

198,813,888円）

(4）異動後の当社所有

株式数

52,416株

（所有割合90.0％）

(5）第三者割当増資の

日程

 

平成18年４月６日　取締役会決議

平成18年４月６日　出資契約書締結

平成18年６月８日　新株引受申込期日

平成18年６月９日　払込期日

（株式取得によるプロサイド株式会社の子会社

化の延期）

　当社は平成18年４月６日開催の取締役会にお

いて、プロサイド株式会社の第三者割当増資を

引受け、同社の発行済株式総数の90.0％にあた

る株式を取得し子会社化することを決議いたし

ましたが、平成18年６月２日において、当社及

びプロサイド株式会社との協議の結果、出資契

約書に基づく平成18年６月９日を払込期日とす

る第三者割当増資引受の日程を延期することを

決定いたしました。

１．延期の理由

　プロサイド株式会社が、当社グループ内に

おけるサーバ開発、製造、販売部門を分掌す

るにあたり、グループ会社化に伴うサーバ事

業の再構築、組織再編、各種インフラの統合

整備及び人事諸制度の統一等につき、より一

層の慎重かつ十分な準備と時間的猶予が必要

であるとの認識に至ったためであります。

２．プロサイド株式会社との関係

　本件延期は、当社及びプロサイド株式会社

間における子会社化協議の継続を前提とする

決定であり、平成18年５月31日より当社法人

ＷＥＢサイトにてプロサイド株式会社製サー

バの販売を開始するなど、同社との協業関係

は着実に進展しており、現時点においてその

方針に変更はございません。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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の株式取得による株式会社

ウェルコムの完全子会社化）

　株式会社ＭＣＪは平成18年１月11日開催の取

締役会の決議に基づき、株式会社ウェルコムの

株式を100％取得し完全子会社といたしました。

１．株式会社ウェルコムの完全子会社化の目的

　株式会社ウェルコムは、ブロードバンド通

信事業者のインハウス業務を主軸としたコン

タクトセンター運営を事業とし、卓越したノ

ウハウと高い生産性により成長してまいりま

した。当社が株式会社ウェルコムの株式を

100％取得することにより、株式会社ウェル

コムは当社グループにおけるコールセンター

を中心としたサービスサポート戦略の中核と

してＰＣ及びＰＣ周辺機器事業拡大の一翼を

担います。また、当社グループ各社並びにＰ

Ｃ・ＪＡＰＡＮ（ＰＣ及びＰＣ周辺機器の共

同購買生産機構）参加企業のコールセンター

及びサービスサポート部門を株式会社ウェル

コムに集約することで顧客満足度の向上並び

に生産性向上によるコストダウンにより関連

企業のさまざまな事業に多くの相乗効果が発

生すると考えられます。

２．株式会社ウェルコムの概要

（平成17年３月31日現在）

商号 株式会社ウェルコム

事業内容 インハウス業務を主軸とした

コールセンター事業

設立年月日 平成10年９月

本店所在地 東京都新宿区

代表者 代表取締役　村田　峰人

資本金 576百万円

３．株式取得の概要

(1）株式取得の概要  

①　普通株式取得

株式数

334,989株

②　普通株式取得

価格

4,480円

③　取得総額 1,500,750,720円

(2）異動前の所有株

式数

0株

（所有割合0％）

(3）取得株式数 334,989株

(4）異動後の所有株

式数

334,989株

（所有割合100％）

(3)　株式交換完全子会社の新株予約権及び

新株予約権付社債に関する取扱い

　アロシステム株式会社が株式交換契約書締結

以前に発行していた新株予約権800個は、株式

交換契約書締結後、無償消却いたします。なお、

新株予約権付社債は発行しておりません。

(4)　株式交換交付金

　株式交換交付金の支払いは行いません。

３．アロシステム株式会社の概要

（平成18年11月30日現在）

商号   アロシステム株式会社

事業内容   パーソナルコンピュータの製造

及び販売

設立年月日   1990年９月

本店所在地   大阪府大阪市

代表者   代表取締役　大野　三規

資本金   750百万円

発行済株式数  5,327株

株主資本

 

  1,202百万円

 （平成18年３月31日現在）

総資産

 

  12,593百万円

 （平成18年３月31日現在）

決算期   ３月

従業員数   636名

大株主及び持

株比率

 

 

 

 

 

  大野　三規　　　　 22.15％

  株式会社ＭＣＪ　 　14.89％

  株式会社フレックス 13.52％

  アロシステム従業員持株会

                      6.10％

  株式会社ケミック    5.76％

 （平成18年９月30日現在）

（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

資本に組入れな

い額

：１株につき

34,581円

８．新株予約権の割

当を受ける者

：当社及び当社子会社の取

締役、従業員

合計77名

９．新株予約権の権

利行使期間

：自　平成20年７月21日

至　平成25年７月19日
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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）

（株式取得による株式会社iiyama（旧株式会社

イーヤマ販売）の完全子会社化）

　当社は平成17年11月７日に東京地方裁判所に

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。平成18年１

月24日、同契約に基づき株式会社イーヤマの

100％子会社である株式会社iiyamaの全株式を

取得し、当社の完全子会社といたしました。

１．株式会社iiyamaの概要

（平成18年２月２日現在）

商号 株式会社iiyama

事業内容 液晶ディスプレイの販売

設立年月日 2003年

本店所在地 東京都中央区

代表者 代表取締役　髙島　勇二

資本金 200百万円

（注）株式会社イーヤマ販売は平成18年２月２

日に株式会社iiyamaに商号変更いたしま

した。

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

4,000株

②　普通株式取得

総額

174,855,749円

(2）異動前の所有株

式数

0株

（所有割合0％）

(3）取得株式数 4,000株

(4）異動後の所有株

式数

4,000株

（所有割合100％）

（注）普通株式取得価格の算定根拠

　未公開である株式会社iiyamaの株式取得

価格の算定にあたっては、株式会社

iiyamaの平成18年１月24日現在の想定時価

純資産価額を算定の上、時価純資産価額に

て受渡しを行っております。

 （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・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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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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の完全子会社である株式会社

iiyama（旧株式会社イーヤマ販売）の株式会社

イーヤマからの営業譲受）

　株式会社ＭＣＪの完全子会社である株式会社

iiyamaは平成18年２月１日に民事再生手続中で

ある株式会社イーヤマ及び同社国内外の子会社

からその優良資産等の営業並びに株式を譲り受

けました。

１．営業譲受の内容

(1）営業譲受は、株式会社イーヤマより株式

会社ＭＣＪの完全子会社である株式会社

iiyamaに対して行われたもので、その譲受

内容は、次のとおりであります。

①　株式会社イーヤマ、株式会社アコット

（株式会社イーヤマの子会社、生産業

務）及び株式会社ジェス（株式会社イー

ヤマの子会社、ＲＭＡ業務）等の営むＡ

Ｈ事業（汎用モニターを中心とする受託

生産及び販売事業）並びにＪＨ事業（特

殊モニターを中心とする自社生産及び販

売事業）の譲受。

②　株式会社イーヤマオランダの発行済株

式全部の譲受。

③　株式会社イーヤマドイツ、株式会社

イーヤマイギリス、株式会社イーヤマフ

ランスの発行済株式全部の株式会社イー

ヤマオランダへの譲受。

④　株式会社イーヤマ上海の発行済株式全

部の譲受。

⑤　株式会社イーヤマ台湾のＡＨ事業の譲

受。

(2）営業譲渡価額に関しましては、営業譲渡

契約に従い、営業譲渡日現在の株式会社

イーヤマ等（株式会社イーヤマ等とは、株

式会社イーヤマ、株式会社アコット、株式

会社ジェス）が所有する資産（売掛金、棚

卸資産、不動産（飯山工場）、商標等の知

的財産権、譲渡対象事業に関わる機械・装

置等）の評価額に基づき、営業譲渡日であ

る平成18年２月１日に11億3,183万円（税

込み）を支払い、その後、平成18年２月末

日までに株式会社ＭＣＪ並びに株式会社

iiyamaが譲渡対象資産を精査の上、株式会

社イーヤマに対し精査後差額を平成18年３

月末までに支払うこととなっております。

  

－ 34 －



前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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におけるフリーク株式会

社の株式交換による完全子会社化）

　平成17年11月11日締結した「株式交換契約

書」に基づき、平成18年２月９日に株式会社シ

ネックスとフリーク株式会社の間にて株式交換

を実行し、株式会社シネックスはフリーク株式

会社の株式を100％所有し、完全子会社といた

しました。

①　株式交換比率

 

株式会社シ

ネックス

(完全親会社)

フリーク株式

会社

(完全子会社)

株式交

換比率
1 1,634

②　株式交換により発行した新株式数

株式会社シネックスの普通株式

2,941,200株

（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２月９日の株式

会社シネックスとフリーク株式会社の株式交換

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

1,231,000株を、同日、当該株主から

837,080,000円で取得いたしました。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％となりました。
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平成19年３月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年２月14日

上場会社名　株式会社ＭＣＪ （コード番号：6670　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.mcj.jp　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　浅貝　武司  

責任者役職・氏名　代表取締役社長　浅貝　武司 ＴＥＬ　（03）3851－3803

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

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

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

受けております。

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第３四半期 6,001 △35.6 173 △26.9 211 △1.3 499 340.8

18年３月期第３四半期 9,314 17.1 237 △56.0 214 △54.1 113 △54.7

（参考）18年３月期 13,064  442  456  257  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年３月期第３四半期 1,095 05

18年３月期第３四半期 885 88

（参考）18年３月期 643 59

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

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

株に分割しております。

３．当社は、平成18年10月１日に分社型新設分割により設立した株式会社マウスコンピューターにパソコン関連

事業を承継させました。その結果、平成18年10月１日以降、当社は持株会社となりグループ会社の統括及び

運営を行っておりますので、パソコン関連事業に関わる売上高及び各利益は含まれておりません。

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切り捨て）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第３四半期 15,254 12,045 78.9 26,071 87

18年３月期第３四半期 12,513 9,372 74.9 68,655 65

（参考）18年３月期 17,621 11,246 63.8 24,833 84

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

に分割しております。
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３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 6,146 212 500

※　上記に記載した業績予想は、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及び仮定を前提にしており、実

際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。

４．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 ― ― ―

19年３月期（実績） ― ―
―

19年３月期（予想） ― ―
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31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  1,921,542   303,238   2,432,179   

２．売掛金  1,277,591   116,024   1,426,952   

３．たな卸資産  1,308,176   194   1,235,969   

４．前渡金  52,500   －   52,500   

５．前払費用  13,965   15,763   19,683   

６．繰延税金資産  －   18,026   43,353   

７．関係会社短期貸付金  850,000   1,890,000   2,000,000   

８．その他  193,483   155,205   70,990   

貸倒引当金  △8,454   －   △7,484   

流動資産合計   5,608,806 44.8  2,498,453 16.4  7,274,145 41.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  7,744   7,833   13,601   

(2）車両運搬具  302   －   147   

(3）工具器具備品  17,101   9,025   15,519   

有形固定資産合計  25,147   16,859   29,268   

２．無形固定資産  22,733   29,966   27,152   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,453,300   245,700   1,140,000   

(2）関係会社株式  3,355,828   12,314,394   7,893,634   

(3）その他の関係会社　　
投資有価証券

 640,767   81,600   80,600   

(4）関係会社長期貸付金  －   －   1,128,832   

(5）敷金保証金  34,099   19,416   46,947   

(6）預託金  1,350,000   －   －   

(7）その他  22,471   47,996   746   

投資その他の資産合計  6,856,467   12,709,107   10,290,760   

固定資産合計   6,904,347 55.2  12,755,933 83.6  10,347,181 58.7

資産合計   12,513,153 100.0  15,254,386 100.0  17,621,327 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31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  1,582,420   －   1,567,865   

２．短期借入金  900,000   900,000   2,200,000   

３．関係会社短期借入金  －   1,000,000   1,000,000   

４．未払金  201,248   35,890   213,470   

５．未払法人税等  1,711   251,780   39,461   

６．繰延税金負債  315,726   －   －   

７．前受金  45,354   －   46,155   

８．賞与引当金  11,839   2,764   21,668   

９．製品保証引当金  14,845   －   29,521   

10．その他 ※２ 51,619   18,833   69,634   

流動負債合計   3,124,764 25.0  2,209,269 14.5  5,187,776 29.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  －   1,000,000   1,000,000   

２．新株予約権  16,000   －   －   

３．繰延税金負債  －   －   187,100   

固定負債合計   16,000 0.1  1,000,000 6.5  1,187,100 6.8

負債合計   3,140,764 25.1  3,209,269 21.0  6,374,877 36.2

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,768,735 30.1  － －  3,775,035 21.4

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  3,965,885   －   5,918,043   

資本剰余金合計   3,965,885 31.7  － －  5,918,043 33.6

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金  931   －   931   

２．第３四半期（当期)
未処分利益

 1,135,064   －   1,279,019   

利益剰余金合計   1,135,995 9.1  － －  1,279,951 7.3

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  501,773 4.0  － －  273,966 1.5

Ⅴ　自己株式   － －  － －  △546 △0.0

資本合計   9,372,389 74.9  － －  11,246,449 63.8

負債資本合計   12,513,153 100.0  － －  17,621,327 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  3,775,035 24.7  － －

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 42.7  － －

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  －   1,778,551   －   

利益剰余金合計   － －  1,779,017 11.7  － －

４．自己株式   － －  △788 0.0  － －

株主資本合計   － －  12,064,400 79.1  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　　その他有価証券
評価差額金

  －   △35,283   －  

評価・換算差額等合計   － －  △35,283 △0.2  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  16,000 0.1  － －

　　純資産合計   － －  12,045,117 79.0  － －

負債純資産合計   － －  15,254,386 100.0  － －
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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   9,314,270 100.0  6,001,760 100.0  13,064,288 100.0

Ⅱ　売上原価   7,964,688 85.5  4,994,845 83.2  11,123,817 85.1

売上総利益   1,349,582 14.5  1,006,914 16.8  1,940,470 14.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,112,330 11.9  833,422 13.9  1,498,298 11.5

営業利益   237,252 2.6  173,492 2.9  442,172 3.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  12,545 0.1  58,400 1.0  55,957 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  34,993 0.4  19,903 0.4  41,627 0.3

経常利益   214,804 2.3  211,990 3.5  456,503 3.5

Ⅵ　特別利益 ※３  550 0.0  635,760 10.6  7,137 0.0

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

税引前第３四半期
（当期）純利益

  202,773 2.2  847,466 14.1  446,460 3.4

法人税、住民税
及び事業税

 68,514   345,620   183,109   

法人税等調整額  21,043 89,558 1.0 2,779 348,399 5.8 6,180 189,289 1.4

第３四半期（当期）
純利益

  113,214 1.2  499,066 8.3  257,170 2.0

前期繰越利益   1,021,849   －   1,021,849  

第３四半期（当期）
未処分利益

  1,135,064   －   1,279,019  
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 株主資本
評価・換算
　差額等

新株予約権 純資産合計

 資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価
差額金資本準備金

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 △546 10,972,483 273,966 16,000 11,262,449

第３四半期会計期間中
の変動額

         

新株の発行
 

 593,092    593,092   593,092

特別償却準備金取崩
 

  △465 465     ―

第３四半期純利益
 

   499,066  499,066   499,066

自己株式の取得
 

    △241 △241   △241

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

      △309,249  △309,249

第３四半期会計期間中
の変動額合計
（千円）

― 593,092 △465 499,531 △241 1,091,917 △309,249 ― 782,667

平成18年12月31日
残高（千円）

3,775,035 6,511,136 465 1,778,551 △788 12,064,400 △35,283 16,000 12,045,117
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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

　四半期決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　四半期決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

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
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

四半期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

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。

株式交付費

同左

新株発行費

同左

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、四半期決

算日の直物等為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物等為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

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
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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）

　当第３四半期会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）を適用してお

ります。これによる損益に与える影響はありま

せん。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第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12,029,117千円であります。

　なお、当第３四半期会計期間における四半期

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

表等規則に準じて作成しております。

―――――

――――― （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当第３四半期会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基準

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

る当第３四半期財務諸表への影響はありません。

―――――

――――― （企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関

する会計基準）

　当第３四半期会計期間より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第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

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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第３四半期

純利益がいずれも6,594千円少なく計上されて

おります。

（持株会社としての損益の表示）

　当社は、平成18年10月１日に分社型新設分割

により設立した株式会社マウスコンピューター

にパソコン関連事業を承継させるとともに、持

株会社に移行いたしました。これにより、持株

会社移行後は子会社から受け取る経営指導料並

びに業務受託料等が主な収益となり、売上高に

含めて表示しております。

―――――

－ 46 －



注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

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

21,477千円 6,458千円 23,701千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　　　　　―――――

※３　当第３四半期会計期間中の発行済株式数

の増加

※３　当第３四半期会計期間中の発行済株式数

の増加

※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 －

  

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 －

－ 47 －



前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

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　1,298,770千円

（11,000千米ドル）

　なお、外貨建保証債務は四半期決算日の

為替相場で円換算しており、その外貨額は

（　）に記載のとおりであります。

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　1,310,320千円

（11,000千米ドル）

株式会社iiyama　      595,600千円

（5,000千米ドル）

株式会社マウスコンピューター　   

              　      142,944千円

（1,200千米ドル）

　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　    6,500,000千円

株式会社ユニティ    1,050,163千円

（うち外貨建　5,500千米ドル）

株式会社iriver japan  400,000千円

株式会社マウスコンピューター　   

              　      300,000千円

　なお、外貨建保証債務は四半期決算日の

為替相場で円換算しており、その外貨額は

（　）に記載のとおりであります。

 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、外貨建保証債務は期末日の為替相

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。

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６行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく当四半期

会計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

５　当座貸越契約

　当社は運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行５行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく当四半期

会計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

５　当座貸越契約

　当社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 2,500,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 1,600,000千円

当座貸越極度額の総額 4,900,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 4,000,000千円

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

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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 4,418千円

受取手数料 4,517千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 12,987千円

受取手数料 3,319千円

為替差益 38,911千円

※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

支払利息 363千円

為替差損 17,383千円

新株発行費 17,246千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 19,233千円

※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 623,651千円

※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 7,221千円

無形固定資産 2,901千円

５　減価償却実施額

有形固定資産 4,710千円

無形固定資産 4,622千円

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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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当第３四半期会計期間
増加株式数（株）

当第３四半期会計期間
減少株式数（株）

当第３四半期会計期間
末株式数（株）

普通株式（注） 7 4 － 11

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加４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）

前第３四半期会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年12月31日）

　　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　該当事項はありません。

（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成17年12月31日）

　　子会社株式で時価のあるものはありません。

当第３四半期会計期間末（平成18年12月31日）

　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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 68,655円65銭

１株当たり第３四半期純利益 885円88銭

潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益
860円16銭

１株当たり純資産額 26,071円87銭

１株当たり第３四半期純利益 1,095円05銭

１株当たり純資産額 24,833円84銭

１株当たり当期純利益 643円59銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
616円39銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益については、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第３四半期

会計期間における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 22,885円22銭

１株当たり当期純利益 295円29銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
286円72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株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、

　　　　　　以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益    

第３四半期（当期）純利益（千円） 113,214 499,066 257,170

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益（千
円）

113,214 499,066 257,170

期中平均株式数（株）     　　127,799   　　455,746    　　399,586

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純
利益

   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,822 － 17,636

（うち新株予約権） (3,822) (－) (17,636)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第３四半期（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

――――― 　平成16年６月28日の定時株

主総会決議による第２回新株

予約権（新株予約権の数

1,240個）普通株式3,720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

2,754個）普通株式8,262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）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（株式分割）

　平成17年12月６日開催の取締役会決議により、

平成18年２月20日をもって普通株式１株を３株

に分割いたします。

株式分割基準日　　　　平成17年12月31日

効力発生日　　　　　　平成18年２月20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）

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前第３四半期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第３四半期会計期間におけ

る１株当たり情報は、次のとおりであります。

前第３四半期

会計期間

当第３四半期

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

14,820円14銭 22,885円22銭 15,055円27銭

１株当たり第

３四半期純利

益

１株当たり第

３四半期純利

益

１株当たり当

期純利益

811円66銭 295円29銭 1,043円56銭

潜在株式調整

後１株当たり

第３四半期純

利益

潜在株式調整

後１株当たり

第３四半期純

利益

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益

750円53銭 286円72銭 966円75銭

（アロシステム株式会社の株式取得及び簡易株

式交換による完全子会社化）

　当社は、平成18年12月21日開催の取締役会の

決議に基づき、アロシステム株式会社の株式取

得及び簡易株式交換による完全子会社化に関す

る基本合意書を締結いたしました。当社は、こ

の基本合意に基づき、平成19年２月８日開催の

取締役会において、株式譲渡契約書及び株式交

換契約書をそれぞれ承認し、正式締結に至りま

した。

１．株式取得及び株式交換の目的

　当社及びアロシステム株式会社は、平成17年

８月以降、資本・業務提携を進め、共同購買・

共同生産機構として「ＰＣ・ＪＡＰＡＮ」（Ｌ

ＬＰ）を立ち上げる等、国内ホワイトボックス

ＰＣのシェア向上に向けて協力体制を築いてま

いりましたが、これまでの成果をふまえ、さら

なる部材コストや物流コストの低減、製品品質

の向上、そして大手外資系メーカーの価格攻勢

に耐えうる強固な企業体質の構築のためには、

ＰＣ事業の包括的な統合を行うことが両社に

とって最良の選択であると判断し、当社による

アロシステム株式会社の完全子会社化を決定い

たしました。

　本統合の実現により、相互の経営資源を最大

限に活用することができ、ノウハウの融合によ

る競争力強化、既存店舗を利用した全国的なサ

ポート展開、ＰＣ・ＪＡＰＡＮ構想の推進によ

るＰＣ及びＰＣ周辺事業会社の新規参入等、

様々な効果が期待され、ＭＣＪグループがＰＣ

業界における確固たるポジションを獲得するた

めのさらなる飛躍ができるものと考えておりま

す。

２．株式取得及び株式交換の要旨

　Ⅰ．株式取得

(1）取得する株式の種類  ：普通株式

(2) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所

有株式の状況

①　株式取得先  　　　  ：大野　三規

②　取得株式数  　　　  ：800株

③　取得価額総額  　  　：416百万円

　　　　　　　　（１株当たり520,000円）

④　取得前の所有株式数  ：793株

　　　　　　（当社の所有割合　14.89％）

⑤　取得後の所有株式数  ：1,593株

　　　　　　（当社の所有割合　29.90％）

(3) 取得の日程

　平成19年２月８日　取締役会決議（当社）

　平成19年２月８日　株式譲渡契約書締結

　平成19年２月14日　株式取得日

(4) 株式取得の理由

　平成19年５月11日の株式交換効力発生日に向

け、アロシステム株式会社の発行済株式総数の

22.15％にあたる株式（1,180株）を保有する大

野氏から、あらかじめその15.02％にあたる株

式（800株）を当社が取得することで、経営統

合を円滑かつ早期に実現するためであります。

（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ｉｉｙａ

ｍａ、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

３．第三者割当増資の引受要項

(1）概要

①　発行新株式数 ：52,416株

（普通株式）

②　現在の発行済株式総

数

：5,824株

③　増資後発行済株式総

数

：58,240株

④　当社への割当株数 ：52,416株

⑤　発行価額 ：１株につき

3,793円

⑥　取得総額 ：198,813,888円
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前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31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交

換による完全子会社化）

　平成17年９月７日に締結した「株式交換契約

書」に基づき、平成18年１月４日に当社と株式

会社秀和システムの間にて株式交換を実行し、

当社は株式会社秀和システムの株式を100％所

有し、株式会社秀和システムを完全子会社とい

たしました。

①　株式交換比率

（上記株式分割による調整後）

 
株式会社

ＭＣＪ

株式会社秀

和システム

株式交換比率 1 0.5256

②　株式交換により発行した新株式数

普通株式　　　　　　　37,036.92株

　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　株式交換後の発行済株式数の推移

株式交換前発行済株式数　

（平成17年12月31日現在）
136,513.00株

株式交換による増加株式数 37,036.92株

株式交換後発行済株式数 173,549.92株

（新株予約権の行使）

　平成18年１月31日において、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

6,300株

２．発行価額 ：１株につき

2,000円

３．発行価額の総額 ：12,600,000円

４．資本組入額 ：１株につき

1,000円

５．資本組入額の総額 ：6,300,000円

　Ⅱ．簡易株式交換

(1）株式交換の日程

　平成19年２月８日　取締役会決議（両社）

　平成19年２月８日　株式交換契約書締結（両

社）

　平成19年４月２日　株式交換契約書承認株主

総会（アロシステム株

式会社）

　平成19年５月11日　株式交換効力発生日

　平成19年７月２日（予定）　株券交付日

（注）会社法第796条第３項（簡易株式交換）

の規定に基づき、当社においては株式交換契約

書の承認に関する株主総会の決議を得ることは

予定しておりません。

(2）株式交換比率

 
株式会社

ＭＣＪ

アロシステ

ム株式会社

株式交換比率 1 8.3

①　株式の割当比率

　アロシステム株式会社の普通株式1株に対し

て、当社株式8.3株を割当て交付します。ただ

し、当社が保有するアロシステム株式会社の株

式1,593株（本件統合における一部取得株式800

株を含む）については、株式交換による株式割

当は行いません。

②　株式交換比率の算定方法、算定結果及び

算定根拠等

　上記株式交換比率は、市場株価平均法による

当社株式の評価と、第三者機関である株式会社

アーケイディア・グループが評価したアロシス

テム株式会社の直近の企業価値を参考に当事者

間にて協議し、決定いたしました。　　　　　

なお、株式会社アーケイディア・グループは当

社及びアロシステム株式会社のいずれとも特別

な利害関係を有しておりません。

 Ａ．当社株式の算定根拠

　当社株式の評価にあたっては、当社が東京証

券取引所マザーズ市場の上場銘柄であることか

ら、市場株価平均法を採用し、直近3ヶ月間に

東京証券取引所が公表した当社普通株式の普通

取引の最終価格の平均値に基づいて株価を算定

いたしました。

 Ｂ．アロシステム株式会社の株式の算定根拠

 アロシステム株式会社の株式の評価にあたっ

ては、第三者機関である株式会社アーケイディ

ア・グループにその算定を依頼いたしました。

株式会社アーケイディア・グループは、多面的

にアロシステム株式会社の企業価値を調査した

結果、アロシステム株式会社の将来のキャッ

シュフローに着目し、ＤＣＦ法（ディスカウン

テッド・キャッシュフロー法）の採用により株

価を算定いたしました。

　当社及びアロシステム株式会社は、株式会社

アーケイディア・グループによる上記算定結果

をふまえ、両社の財務状況、業績動向等の要因

を勘案し、交換比率の検討を行いました結果、

上記の株式交換比率にて合意に至っております。

 ③　株式交換により発行する新株式数

 株式交換に際し、当社は普通株式30,992株を

発行いたします。

(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

（株式取得によるプロサイド株式会社の子会社

化の延期）

　当社は平成18年４月６日開催の取締役会にお

いて、プロサイド株式会社の第三者割当増資を

引受け、同社の発行済株式総数の90.0％にあた

る株式を取得し子会社化することを決議いたし

ましたが、平成18年６月２日において、当社及

びプロサイド株式会社との協議の結果、出資契

約書に基づく平成18年６月９日を払込期日とす

る第三者割当増資引受の日程を延期することを

決定いたしました。

１．延期の理由

　プロサイド株式会社が、当社グループ内に

おけるサーバ開発、製造、販売部門を分掌す

るにあたり、グループ会社化に伴うサーバ事

業の再構築、組織再編、各種インフラの統合

整備及び人事諸制度の統一等につき、より一

層の慎重かつ十分な準備と時間的猶予が必要

であるとの認識に至ったためであります。

２．プロサイド株式会社との関係

　本件延期は、当社及びプロサイド株式会社

間における子会社化協議の継続を前提とする

決定であり、平成18年５月31日より当社法人

ＷＥＢサイトにてプロサイド株式会社製サー

バの販売を開始するなど、同社との協業関係

は着実に進展しており、現時点においてその

方針に変更はございません。
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前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（株式取得による株式会社ウェルコムの完全子

会社化）

　当社は平成18年１月11日開催の取締役会の決

議に基づき、株式会社ウェルコムの株式を

100％取得し完全子会社といたしました。

１．株式会社ウェルコムの完全子会社化の目的

　株式会社ウェルコムは、ブロードバンド通信

事業者のインハウス業務を主軸としたコンタク

トセンター運営を事業とし、卓越したノウハウ

と高い生産性により成長してまいりました。当

社が株式会社ウェルコムの株式を100％取得す

ることにより、株式会社ウェルコムは当社グ

ループにおけるコールセンターを中心とした

サービスサポート戦略の中核としてＰＣ及びＰ

Ｃ周辺機器事業拡大の一翼を担います。また、

当社グループ各社並びにＰＣ・ＪＡＰＡＮ（Ｐ

Ｃ及びＰＣ周辺機器の共同購買生産機構）参加

企業のコールセンター及びサービスサポート部

門を株式会社ウェルコムに集約することで顧客

満足度の向上並びに生産性向上によるコストダ

ウンにより関連企業のさまざまな事業に多くの

相乗効果が発生すると考えられます。

２．株式会社ウェルコムの概要

（平成17年３月31日現在）

商号 株式会社ウェルコム

事業内容 インハウス業務を主軸とした

コールセンター事業

設立年月日 平成10年９月

本店所在地 東京都新宿区

代表者 代表取締役　村田　峰人

資本金 576百万円

３．株式取得の概要

(1）株式取得の概要  

①　普通株式取得株式

数

334,989株

②　普通株式取得価格 4,480円

③　取得総額 1,500,750,720円

(2）異動前の所有株式数
0株

（所有割合0％）

(3）取得株式数 334,989株

(4）異動後の所有株式数
334,989株

（所有割合100％）

(3)　株式交換完全子会社の新株予約権及び

新株予約権付社債に関する取扱い

　アロシステム株式会社が株式交換契約書締結

以前に発行していた新株予約権800個は、株式

交換契約書締結後、無償消却いたします。なお、

新株予約権付社債は発行しておりません。

(4)　株式交換交付金

　株式交換交付金の支払いは行いません。

３．アロシステム株式会社の概要

（平成18年11月30日現在）

商号   アロシステム株式会社

事業内容   パーソナルコンピュータの製造

及び販売

設立年月日   1990年９月

本店所在地   大阪府大阪市

代表者   代表取締役　大野　三規

資本金   750百万円

発行済株式数
  5,327株　　　　　　　　　　

　　　

株主資本

 

  1,202百万円

 （平成18年３月31日現在）

総資産

 

  12,593百万円

 （平成18年３月31日現在）

決算期   ３月

従業員数   636名

大株主及び持

株比率

 

 

 

 

 

  大野　三規　　　　 22.15％

  株式会社ＭＣＪ　 　14.89％

  株式会社フレックス 13.52％

  アロシステム従業員持株会

                      6.10％

  株式会社ケミック    5.76％

 (平成18年９月30日現在）

（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

うち資本に組入れない額

：１株につき　34,581円

８．新株予約権の割当を受ける者

：当社及び当社子会社の取締

役、従業員　合計77名

９．新株予約権の権利行使期間

：自　平成20年７月21日

：至　平成25年７月19日
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前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（株式取得による株式会社iiyama（旧株式会社

イーヤマ販売）の完全子会社化）

　当社は平成17年11月７日に東京地方裁判所に

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。平成18年１

月24日、同契約に基づき株式会社イーヤマの

100％子会社である株式会社iiyamaの全株式を

取得し、当社の完全子会社といたしました。

１．株式会社iiyamaの概要

（平成18年２月２日現在）

商号 株式会社iiyama

事業内容 液晶ディスプレイの販売

設立年月日 2003年

本店所在地 東京都中央区

代表者 代表取締役　髙島　勇二

資本金 200百万円

（注）株式会社イーヤマ販売は平成18年２月２

日に株式会社iiyamaに商号変更いたしま

した。

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 4,000株

②普通株式取得総額 174,855,749円

(2）異動前の所有株式数
0株

（所有割合0％）

(3）取得株式数 4,000株

(4）異動後の所有株式数
4,000株

（所有割合100％）

（注）普通株式取得価格の算定根拠

　未公開である株式会社iiyamaの株式取得価格

の算定にあたっては、株式会社

iiyamaの平成18年１月24日現在の想定時価純資

産価額を算定の上、時価純資産価額にて受渡し

を行っております。

――――― （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」（以下「新設会

社」）とする分割計画書を承認し、その詳細に

つき下記のとおり決議いたしました。

１．分割の目的

　当社は、パソコンのＢＴＯ（Build To 

Order：受注生産）メーカーとしてＰＣ事業

の成長を図る一方、総合ＩＴ企業グループ形

成を目指し、関連事業会社の子会社化及び関

連事業会社との積極的な業務提携等により、

当社及び当社グループの事業領域を順次拡大

し、グループ企業価値の最大化に努めてまい

りました。

　当社は持株会社として、ＩＴ分野における

急激な事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対

応可能な経営管理体制へ移行するとともに、

当社グループ全体の経営戦略の推進母体とし

て経営管理・リスクマネジメント機能に特化

することにより、当社グループ全体の経営効

率の向上及びコーポレート・ガバナンスの強

化・拡充を実現してまいります。同時に、各

事業会社においては、主たる事業における業

務執行に専門・特化することで、主たる事業

の競争力の強化を図り、更なるグループ企業

価値の最大化に努めてまいります。

２．会社分割の要旨

(1）分割の日程

分割計画書承認取締役会

平成18年５月25日

分割計画書承認株主総会

平成18年６月29日

分割期日　　　　　 平成18年10月１日

分割登記　　　　　 平成18年10月２日

(2）分割方式

　当社を分割会社とし、新設会社に事業を承

継させる方式であります。

(3）株式の割当

　本件分割に際して新設会社が発行する普通

株式2,000株は、全て分割会社である当社に

割当てます。

(4）分割交付金

　分割交付金の支払はございません。

(5）新設会社が承継する権利義務

　新設会社は、分割計画書及び分割契約書に

別段の定めがなされた項目を除き、分割期日

における当社の営業に属する一切の資産及び

負債、営業に付随する各種契約、並びに従業

員との雇用契約等の権利義務を承継いたしま

す。
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前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（当社の完全子会社である株式会社iiyama（旧

株式会社イーヤマ販売）の株式会社イーヤマか

らの営業譲受）

　当社の完全子会社である株式会社iiyamaは平

成18年２月１日に民事再生手続中である株式会

社イーヤマ及び同社国内外の子会社からその優

良資産等の営業並びに株式を譲り受けました。

１．営業譲受の内容

(1）営業譲受は、株式会社イーヤマより株式会

社ＭＣＪの完全子会社である株式会社iiyama

に対して行われたもので、その譲受内容は、

次のとおりであります。

①　株式会社イーヤマ、株式会社アコット（株

式会社イーヤマの子会社、生産業務）及び株

式会社ジェス（株式会社イーヤマの子会社、

ＲＭＡ業務）等の営むＡＨ事業（汎用モニ

ターを中心とする受託生産及び販売事業）並

びにＪＨ事業（特殊モニターを中心とする自

社生産及び販売事業）の譲受。

②　株式会社イーヤマオランダの発行済株式全

部の譲受。

③　株式会社イーヤマドイツ、株式会社イーヤ

マイギリス、株式会社イーヤマフランスの発

行済株式全部の株式会社イーヤマオランダへ

の譲受。

④　株式会社イーヤマ上海の発行済株式全部の

譲受。

⑤　株式会社イーヤマ台湾のＡＨ事業の譲受。

(2）営業譲渡価額に関しましては、営業譲渡契

約に従い、営業譲渡日現在の株式会社イーヤ

マ等（株式会社イーヤマ等とは、株式会社

イーヤマ、株式会社アコット、株式会社ジェ

ス）が所有する資産（売掛金、棚卸資産、不

動産（飯山工場）、商標等の知的財産権、譲

渡対象事業に関わる機械・装置等）の評価額

に基づき、営業譲渡日である平成18年２月１

日に11億3,183万円（税込み）を支払い、そ

の後、平成18年２月末日までに株式会社ＭＣ

Ｊ並びに株式会社iiyamaが譲渡対象資産を精

査の上、株式会社イーヤマに対し精査後差額

を平成18年３月末までに支払うこととなって

おります。

――――― (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

(7）新設会社の資産及び負債の額

　新設会社は、分割期日における本件事業に

係る資産、負債を承継いたします。本件事業

に係る資産及び負債の評価については、平成

18年３月31日現在の当社の貸借対照表を基礎

とし、これに分割期日までの増減を加除した

上で確定いたします。

(8）承継する労働契約

　分割期日において、当社に属する全ての従

業員のうち、ビジネスパートナー本部、コー

ポレート本部、内部監査室の全従業員並びに

営業企画部の一部の従業員を除き、本件事業

部門に在籍する全ての従業員を対象として、

新設会社は当社の労働契約上の地位を承継い

たします。

　但し、分割期日現在引き続き在籍している

者に限るものといたします。

 

（子会社の増資）

　平成18年４月20日開催の取締役会において、

当社完全子会社である株式会社ｉｉｙａｍａ

が実施する株主割当増資の全額引受について

下記のとおり決議し、平成18年５月17日に払

込が完了いたしました。

１．増資の目的

　当社から株式会社ｉｉｙａｍａへ供与して

いる既存貸付金の一部を株式会社ｉｉｙａｍ

ａの自己資本に振り替えることで、株式会社

ｉｉｙａｍａの自己資本の充実及び財務基盤

の強化を図ることを目的として行うものであ

ります。

２．増資の内容

①　発行株式数 ：普通株式　34,000株

②　発行方法 ：株主割当

③　発行価額 ：１株につき　50,000円

④　払込金額 ：1,700,000,000円

⑤　資本組入額 ：850,000,000円

⑥　払込期日 ：平成18年５月17日

⑦　増資後資本金：1,050,000,000円

⑧　増資後発行済

株式数

：38,000株
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前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（当社の連結子会社株式会社シネックスにおけ

るフリーク株式会社の株式交換による完全子会

社化）

　平成17年11月11日締結した「株式交換契約

書」に基づき、平成18年２月９日に株式会社シ

ネックスとフリーク株式会社の間にて株式交換

を実行し、株式会社シネックスはフリーク株式

会社の株式を100％完全子会社といたしました。

①　株式交換比率

 
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

②　株式交換により発行した新株式数

株式会社シネックスの普通株式

2,941,200株

（当社連結子会社の株式追加取得）

　平成18年２月９日の当社連結子会社である株

式会社シネックスとフリーク株式会社の株式交

換において、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

1,231,000株を同日当該株主から837,080,000円

で取得いたしました。

　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％となりました。

――――― （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・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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