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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 50,469 86.9 1,281 315.2 1,590 250.9 859 128.4

18年９月中間期 27,000 98.9 308 △21.0 453 38.1 376 87.5

19年３月期 61,159 － 1,290 － 1,649 － 1,246 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 1,790 12 － －

18年９月中間期 831 07 － －

19年３月期 2,726 58 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 7百万円 18年９月中間期 2百万円 19年３月期 20百万円

(2）連結財政状態

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９月中間期 45,378 17,796 36.7 34,230 75

18年９月中間期 31,702 14,549 42.0 28,836 58

19年３月期 34,654 15,225 40.4 30,328 80

（参考）自己資本 19年９月中間期 16,649百万円 18年９月中間期 13,304百万円 19年３月期 13,993百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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９月中間期 △502 1,573 △1,058 9,458

18年９月中間期 932 507 △1,739 7,907

19年３月期 897 929 △779 9,374

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － － －

20年３月期 － － －

20年３月期（予想） － 285 00 285 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 100,018 63.5 2,505 94.1 2,600 57.7 1,405 12.7 2,925 57

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 1社 （社名　アロシステム株式会社） 除外 －社  

（注）１．アロシステム株式会社は、平成19年10月に株式会社ユニットコムへ商号変更いたしました。

　　　２．詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧く

ださい。

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 492,386株 18年９月中間期 461,394株 19年３月期 461,394株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 5,998株 18年９月中間期 10株 19年３月期 12株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 252 △95.7 26 △84.2 100 △48.3 74 △84.8

18年９月中間期 5,898 △1.1 164 △33.5 193 △25.1 488 258.9

19年３月期 6,126 － 207 － 248 － 751 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 153 92

18年９月中間期 1,079 14

19年３月期 1,643 10

(2）個別財政状態

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９月中間期 16,371 13,903 84.8 28,552 00

18年９月中間期 16,732 12,070 72.0 26,126 16

19年３月期 15,644 12,275 78.4 26,571 88

（参考）自己資本 19年９月中間期 13,887百万円 18年９月中間期 12,054百万円 19年３月期 12,259百万円

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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４ページを参照して下さい

２．平成20年３月期の連結業績予想の「１株当たり当期純利益」は、当中間連結会計期間における株式交換による増

加株式30,992株と自己株式の取得5,986株を反映した期中平均株式数に基づき算出しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、ユーロ高・円安の為替メリットを享受した輸出製造業を中心に企業業

績が引き続き好調となり、設備投資の増加や雇用情勢の改善がさらに進む等、全体として景気は回復基調を辿りまし

た。しかしながら、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱等、先行きに不透

明感が残っており、景気の回復度合いに比して個人消費は未だ伸び悩み傾向にあります。

  一方、当社グループを取り巻くパソコン業界におきましては、平成19年上期（４月～９月）におけるパソコンの国

内出荷実績において、台数ベースで592万台、前年同期比で5.2％減となり、ビジネス系ルートでの販売台数は前年同

期比7.2％減の337.9万台、個人系ルートでの販売台数は前年同期比2.3％減の254.1万台にとどまりました。（出典：

MM総研『2007年度上期国内パソコン出荷概要』）

　このような情勢の下、当社グループは、主力事業であるパソコン関連事業において、新技術が盛り込まれたパーツ

を積極的に導入し、パーツ単位での販売、及びパーツをいち早く組み込んだパソコン本体の開発、販売に努めました。

パソコン本体の販売においては、消費者ニーズの高いノート型パソコンのラインナップを増強しつつ、ゲーム機能に

特化した高価格帯製品の拡販や、旧製品（Windows XP搭載機）需要の取り込みをおこないました。完成品パソコン市

場が盛り上がりに欠ける一方、新型CPU「Core 2 Duo」の普及やメモリ価格の急落により、安価で省電力・高性能なパ

ソコンの制作が可能となったことで、自作パーツ市場が引き続き活況となりました。この影響を受け、パーツ販売会

社各社の業績は、当第１四半期に引き続き売上・利益共に軒並み前年同期比でプラスとなっております。

　これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は50,469百万円（前中間連結会計期間比86.9％増）、営業利益は1,281

百万円（同315.2％増）、経常利益は1,590百万円（同250.9％増）、中間純利益は859百万円（同128.4％増）となりま

した。

 

 事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。

 

①パソコン関連事業

　パソコンの製造・販売においては、株式会社マウスコンピューターにおけるコンシューマ向けのダイレクト販売部

門が依然として好調に推移し、部門別収益においては量販店販売部門を上回る結果となりました。市場全体において、

ノート型パソコンがデスクトップ型パソコンに比して70％超の販売実績を記録（社団法人：電子情報技術産業協会調

べ）いたしましたが、これに同期する形で、ダイレクト販売部門におけるノート型パソコンの販売実績も大幅に向上

いたしました。これは、市場動向に合わせて生産体制をシフトしたことはもちろん、株式会社マウスコンピューター

及びアロシステム株式会社（現・株式会社ユニットコム）の事業統合効果により部材調達規模が大幅に拡大し、ベン

ダーとの交渉力が増したことで、高信頼・高品質な部材を安値で安定して調達できるようになったことが要因の一つ

となっております。また、マルチコアCPU（複数の命令を同時並行的に実行することができる中央演算処理装置）を搭

載する高価格帯のハイスペックモデルの出荷が増加したことにより製品平均単価が向上し、粗利率の上昇に寄与いた

しました。全国に展開する直営店舗部門においても、当第１四半期に引き続き利益率重視の事業運営に努め、利益率

を概ね維持いたしました。　　

　液晶ディスプレイの製造・販売においては、国内ディスプレイ市場全体が縮小傾向（前年同期比18％減）となり、

加えてパネル価格の高騰によって調達が難航したことも影響し、低価格モデルの国内シェア向上は厳しい状況となり

ましたが、採算性は確保しております。一方、欧州拠点においては、東欧・ロシアを含む欧州市場が大きく成長を続

けていることから、ブランド力を最大限に生かした営業活動によって増収増益となりました。また、ユーロ・円に対

しドル安が進行したことにより為替差益が発生し、経常利益ベースでは期初予算を大幅に上回る結果となりました。

　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、活況な自作パーツ市場の影響によりCPU、マザー

ボード、電源、ケース等の主要パーツが軒並み好調であり、売上高・営業利益ともに前年同期比で20％を超える伸び

率となりました。

　以上の結果、当事業における売上高は49,617百万円（前年同期比112.8％増）、営業利益は1,186百万円（同352.0％

増）となりました。

 

②メディア事業

　メディア事業を取り巻く出版業界においては、当中間連結会計期間の出版物（書籍・雑誌合計）の推定販売金額が

1兆円を割り込み、前中間連結会計期間比3.6％減の9,848億円となりました。このような厳しい環境の下、メディア事

業部門においては、主力であるコンピューター書籍の販売を中心としながら、ビジネス書・実用書等を幅広く手掛け、

事業ポートフォリオの分散化を図りましたが、Window Vistaの普及率が横ばい状態にあり、既刊書籍の販売が伸び悩

む形となりました。また、売れ筋書籍が多品種小ロット化し、書店の売場展示期間が短縮され、早期返品が増加した

こと等もあり、当事業における売上高は857百万円（前年同期比17.7％減）、営業利益は73百万円（同49.4％減）とな

りました。
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【通期の見通し】

　通期の見通しにつきましては、米国のサブプライムローン問題による金融不安が欧州や日本に拡大する恐れや、米

国経済の減速、原油価格の動向等の懸念要因が混在しており、わが国経済は予断を許さない状況にあります。

　一方、当社グループを取り巻くパソコン業界におきましては、各種パーツの販売面において、デュアルコア、クアッ

ドコア等のCPUのマルチコア化や、SSD（ソリッドステートドライブ）の普及価格帯モデルの低廉化等、省電力化を実

現しつつ処理能力と速度の向上を目指す製品の投入が続くものと思われ、パーツ単位でのリプレース及びアップグレー

ド需要は引き続き漸増傾向を辿ることが予想されます。また、パソコン本体の販売面においては、各種メディア・家

電量販店等での露出によりWindows Vistaの認知度が高まってきたことや、Windows Vistaでのみ機能するソフトウェ

アや新技術（USBメモリを用いたReadyBoost機能、ハイブリッドHDDを用いたReadyDrive機能、ノート型パソコンを高

速化するターボメモリ機能等）が次々と登場してきていることから、Windows XP搭載機からの買い替え需要はさらに

進むものと予想され、市場環境全体としては楽観的要因が増加する見通しです。

　しかしながら、当該要因が今後どの時期に、どの程度顕在化してくるかは未だ不透明な部分があり、昨今の急激な

社会情勢の変動状況も鑑み、連結通期業績予想については第３四半期以降の業績の進捗状況を見極めたうえで行いた

く、平成19年５月24日に公表いたしました予想数値は修正いたしません。

　したがいまして、現時点における連結業績の通期見通しは、売上高100,018百万円（前連結会計年度比63.5％増）、

営業利益2,505百万円（同94.1％増）、経常利益2,600百万円（同57.7％増）、当期純利益1,405百万円（同12.7％増）

を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

  ①資産、負債及び純資産の状況

 （資産）

  当中間連結会計期間における総資産は45,378百万円（前連結会計年度末34,654百万円）となり、前連結会計年度末

と比較して10,723百万円の増加となりました。

   流動資産は34,035百万円（前連結会計年度末26,877百万円）となり、7,158百万円の増加となりました。固定資産は

11,342百万円（前連結会計年度末7,777百万円）となり、3,564百万円の増加となりました。これは主に、アロシステ

ム株式会社（平成19年10月に株式会社ユニットコムへ商号変更いたしました）を連結子会社化したことによるたな卸

資産の増加、有形固定資産、保証金等の増加によるものであります。

 （負債）

  当中間連結会計期間における負債の合計額は、27,582百万円（前事業年度末19,429百万円）となり、前事業年度末

と比較して8,153百万円の増加となりました。

 　流動負債は24,848百万円（前連結会計年度末18,227百万円）となり、6,620百万円の増加となりました。固定負債は

2,734百万円（前連結会計年度末1,202百万円）となり、1,532百万円の増加となりました。これは主に、アロシステム

株式会社（平成19年10月に株式会社ユニットコムへ商号変更いたしました）を連結子会社化したことによる借入金、

社債の増加によるものであります。

 （純資産）

  当中間連結会計期間における純資産は17,796百万円（前連結会計期間末15,225百万円）となり、2,570百万円の増加

となりました。これは主に、アロシステム株式会社（平成19年10月に株式会社ユニットコムへ商号変更いたしました）

を株式交換により連結子会社化したことによる資本剰余金の増加によるものであります。

  ②キャッシュ・フローの状況

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、借入金の返済による支出、法人税

等の支払い等の減少要因があったものの、売上債権の減少、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入等

により前連結会計年度末に比べ84百万円増加し、当中間連結会計期間末には9,458百万円となりました。

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は502百万円となりました。

 　これは主に、税金等調整前中間純利益1,534百万円を計上し、売上債権の減少3,176百万円等の増加要因があったも

のの、たな卸資産の増加1,313百万円、仕入債務の減少2,855百万円等の減少要因と法人税等の支払額1,094百万円に

よるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　 当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は1,573百万円となりました。

 　これは主に、アロシステム株式会社（平成19年10月に株式会社ユニットコムへ商号変更いたしました）を株式交換

により子会社化したことから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1,619百万円によるものであり

ます。
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 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

   当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は1,058百万円となりました。

   これは主に、短期借入金の返済による支出670百万円、長期借入金の返済による支出467百万円、自己株式の取得に

よる支出357百万円によるものであります。

 

　 当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年3月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 53.4 42.7 42.0 40.4 36.7

時価ベースの自己資本比率 233.2 100.6 95.3 70.6 43.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － 8.7 10.1 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 26.4 10.0 －

       自己資本比率：自己資本／総資産

       時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

       キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

       インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

      （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

      （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

      （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主の皆様への利益還元の充実を経営上の最も重要な課題の一つと考えており、当期末より連結

当期純利益ベースでの配当性向10％を配当基準として配当を開始する旨を決定しております。今後も安定的な配当の

実現を目指すため、経営成績に応じた業績成果配分型の配当を基本方針とし、事前に設定した配当性向に基づいて配

当を実施してまいる所存です。

　一方、内部留保資金につきましては、事業環境（収益、Ｍ＆Ａ、設備投資の状況等）に合わせ機動的かつ有効的に

これを活用し、中長期的な展望に立って企業体質と市場競争力のより一層の強化に取り組んでまいります。

 

(4）事業等のリスク

①連結子会社における事業等のリスクを包括的に抱えることのリスク

　当社は純粋持株会社であり、連結子会社における各事業を統括・運営する立場にあることから、各子会社における

事業上のリスクもまた当社の包括的リスクであると考えます。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

 

1）BTO（Build To Order：受注生産）方式の独自性について

　『マウスコンピューター』ブランドを冠するパソコン製造・販売においては、創業以来、BTO方式による販売手法を

企業アイデンティティとして認知度を高めてきましたが、同様の方式を競合のパソコンメーカーが採用し始めており

ます。当社を遥かに上回る高効率かつ高いユーザビリティを有する受注システムが他社によって開発された場合には、

BTOメーカーとしての優位性が損なわれるおそれがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

2）パーツ価格の変動について

　パソコンパーツは陳腐化が早く、概ね価格は下落基調となります。BTO方式を採用するパソコン製造・販売子会社に

おいては、月単位でパーツの価格を改定し、製品販売価格へ反映することが可能であるため、パーツの価格変動に対

する抵抗力を有しておりますが、パソコンパーツの調達・販売をおこなう子会社においては、販売見込の錯誤又はパー

ツメーカーによる突発的な価格改定によって未消化在庫を抱える場合があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。
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3）為替対策について

　パソコン製造・販売子会社においては、デリバティブを活用する等、パーツ仕入にかかる為替リスクの軽減を図っ

ておりますが、急激な円安等の要因によってパーツ仕入価格が高騰した場合には、価格改定によってもその変動を吸

収できないことがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

4）基幹システムについて

　パソコン製造・販売子会社におけるBTO方式による受注システムは、自社開発の基幹情報システムによって構築され

ております。当社グループの急激な拡大に対応するために、新たなシステムの導入を検討しておりますが、導入の遅

延や導入後システムトラブルが発生する場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

5）顧客情報の管理について

　当社グループは、顧客の個人情報の管理について、個人情報の保護に関する法律に従って情報管理体制の整備及び

役職員への教育指導等を随時おこない、情報漏洩防止に努めておりますが、情報漏洩の発生を完全に防止できない可

能性があります。万一、情報漏洩が発生した場合には、当社グループの信用力低下並びに損害賠償請求を受けるおそ

れがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

6）法的規制等について

　パソコン、液晶ディスプレイその他の精密機器を製造する各子会社においては、その製造・販売にあたり、製造物

責任法、電気用品安全法、消費者契約法、特定商取引に関する法律その他法令の適用あるいは規制を受けております。

当社グループでは、各種法令の遵守体制には万全を期しておりますが、万一、発火・爆発・有毒ガス発生等の事故を

引き起こし、又は法令違反が重大な争訟問題に発展した場合には、営業許可の取消し、営業の禁止、一定期間の営業

停止等を命じられることがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

7）製品の欠陥等、製造物責任について

　パソコン、液晶ディスプレイその他の精密機器を製造する各子会社においては、製品の品質安定に細心の注意を払っ

ておりますが、予測不能な製品及び使用している部材等の欠陥又は不具合により、納入先顧客から損害賠償を請求さ

れる可能性があります。また、製造物責任法に基づく損害賠償請求に対しては、一定額の損害保険に加入し、リスク

回避策を講じておりますが、補償額を超える損害が発生した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

8）知的財産権について

　当社グループ各社が取扱うパソコン、液晶ディスプレイその他の精密機器には、最先端の技術を用いた部品が数多

く採用されておりますが、知的財産権の適用範囲が多岐に渡っているため、当社グループの製品又は技術が結果的に

他社の知的財産権を侵害している可能性があります。当社グループは、侵害行為による紛争が生じないよう細心の注

意を払っておりますが、想定外の訴訟が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

9）連結子会社の特定取引先について　

　当社グループは、多数の外部取引先から商品・原材料等を購入しておりますが、連結子会社であるフリーク株式会

社に限っては商品の仕入れを１社の取引先に100％依存しております。現在、フリーク株式会社の売上高及び中間純利

益の当社連結売上高及び連結中間純利益に占める割合は、それぞれ6.6％及び1.4％であります。フリーク株式会社が

効率的かつ低コストで商品の供給を受け続けられるかどうかは、市況要因も含めて取引先との交渉次第となるため、

万が一、フリーク株式会社が既存仕入先との取引を中断せざるを得なくなった場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

10）家電量販店との関係について

　パソコン製造・販売子会社においては、複数の家電量販店向けに独自仕様の製品を納入しており、家電量販店販売

部門の売上が売上高の過半数を占めております。家電量販店の再編加速により、他社製品を優遇する家電量販店へ支

配権が移行した場合には、当社グループ製品の取扱を中止されるおそれがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

11）出版市況の悪化について

　メディア事業を担う株式会社秀和システムにおいては、パソコン関連書籍以外の書籍発刊への取り組みを開始して

おり、単一ジャンルに依存するリスクの回避及び新規収入源の模索をおこなっておりますが、出版市況のさらなる悪

化、又は強力な競合出版社が現れた場合には、これらの策が功を奏しないおそれがあり、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。
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12）株式市況の悪化について

　投資育成事業を担う株式会社MCJパートナーズにおいては、事業パートナーとしてシナジー効果が見込まれるパソコ

ン及びパソコン周辺事業、並びにキャピタルゲインが見込めると判断した未公開会社を含む各種事業会社への投資育

成事業を行っておりますが、株式市況の悪化、又は投資対象会社の事業計画の頓挫等により、含み損及び売却損が生

じるおそれがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②持株会社としてのリスク

1）有能な人材の確保について

　当社は、純粋持株会社としてグループ子会社の統括・運営をおこなっております。効率的かつ合理的な子会社の統

括・運営にはマネジメントスキルに優れた管理要員が必須となりますが、グループ内における人材育成や外部からの

人材登用等が計画通りに進まず、適正な人材配置が困難となった場合、あるいは業務依存度の高い人材を複数名流出

させてしまった場合には、円滑なグループ経営が困難となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

2）M&A等にかかるリスクについて

　当社グループが展開する事業領域は、パソコン関連事業及びその他の事業の２事業から成っておりますが、当社グ

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

おり、これらを経営の重要課題として位置付けております。M&A等の実施にあたっては、対象企業の成長性、財務内容、

契約関係等についての詳細な事前審査を行い、十分にリスクを検討した上で決定するよう細心の注意を払っておりま

すが、統合後の偶発債務発生や新たな潜在リスクの判明等、事前調査では把握し切れなかった問題が生じた場合、又

は統合後の事業計画等が想定どおりに進まない場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があり

ます。また、統合により当社グループが従来関与していない新規事業が加わる場合には、その事業固有のリスク要因

が、包括的に持株会社のリスクとなります。
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２．企業集団の状況
 平成19年11月22日現在、当社グループは、当社（株式会社MCJ）、連結子会社20社、及び持分法適用関連会社１社の

計22社で構成されており、パーソナルコンピューターの製造・販売を起点として２セグメントに分類される事業を展

開しております。当社グループ各社の相関関係及び事業系統図は下記記載のとおりです。

 

（１）パソコン関連事業

　パーソナルコンピューターの製造・販売、液晶ディスプレイの製造・販売、パソコン及びパソコン周辺機器パーツ

の国内外からの調達、卸売及び販売等を行っております。

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

注1）、株式会社シネックス、フリーク株式会社、株式会社ユニティ、株式会社iriver japan、PC・JAPAN有限責任事

業組合、株式会社ユニットコム（※注2）、アイシーエムカスタマーサービス株式会社、株式会社エムヴィケー、株式

会社フラップ、株式会社MCJパートナーズ（※注3）、朝日ユニバーサルFX株式会社、株式会社エイアンドティー、並

びに持分法適用関連会社の株式会社アドテックとなります。

 

（２）メディア事業

 メディア事業においては、主にIT関連書籍の編集、発行及び出版事業を行っております。また、グループ各社向けに、

製品に添付する各種マニュアル等の整備支援業務を請負っております。該当会社は、当社連結子会社である株式会社

秀和システムとなります。

 

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

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

※注2）平成19年10月1日、アロシステム株式会社から商号を変更いたしました。

※注3）株式会社MCJパートナーズは、前中間連結会計期間及び、前連結会計年度ではその他事業の区分に属しておりま

したが、前第４四半期連結会計期間から、上場株式の売却損益の純額を営業外損益として計上する方法に変更し

たことにより、セグメントに与える影響が軽微となったため、当中間連結会計期間から当該事業をパソコン関連

事業に含めて表示しております。

【事業系統図】

 

※　上記系統図には、平成19年11月22日現在、当社が株式を直接保有している連結子会社のみを記載しております。
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３．経営方針
　「会社の経営の基本方針」「目標とする経営指標」「中長期的な会社の経営戦略」「会社の対処すべき課題」につ

きましては、平成19年３月期決算短信（平成19年５月24日開示）記載の内容から重要な変更がないため、開示を省略

しております。

　当該決算短信は、下記URLからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　http://www.mcj.jp/

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html　 
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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   8,350,289   9,521,361   9,733,121  

２．受取手形及び売掛金 ※３  6,951,810   9,011,327   9,318,110  

３．営業投資有価証券    885,767   288,456   270,530  

４．有価証券   －   100,303   －  

５．たな卸資産   6,822,680   13,673,222   6,359,322  

６．未収入金   315,779   417,414   490,893  

７．その他   1,830,263   1,162,526   816,584  

貸倒引当金   △123,822   △138,761   △111,344  

流動資産合計   25,032,768 79.0  34,035,851 75.0  26,877,218 77.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 119,452   1,059,266   57,553   

(2）工具器具備品  113,137   －   －   

(3) 土地 ※２ 94,000   692,650   94,000   

(4）その他  22,720 349,309  352,477 2,104,393  99,746 251,300  

２．無形固定資産           

(1）借地権  230,400   －   －   

(2）のれん ※５ 4,461,921   5,615,508   4,333,753   

(3）その他  111,595 4,803,917  400,900 6,016,409  320,740 4,654,493  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  622,674   1,087,532   2,061,345   

(2）その他  894,063   2,190,108   815,498   

貸倒引当金  △352 1,516,385  △55,742 3,221,898  △4,862 2,871,981  

固定資産合計   6,669,612 21.0  11,342,700 25.0  7,777,774 22.4

資産合計   31,702,380 100.0  45,378,552 100.0  34,654,993 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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   5,647,248   6,690,405   6,929,885  

２．短期借入金   6,280,000   12,835,695   7,761,659  

３．一年内償還予定社債   280,000   1,720,200   280,000  

４．一年内返済予定長期

借入金
  405,870   －   －  

５．未払金   776,353   864,469   669,451  

６．未払法人税等   784,413   690,099   1,028,733  

７．賞与引当金   94,729   222,345   102,743  

８．製品保証引当金   339,091   －   322,345  

９．製品等保証引当金   －   403,237   －  

10．返品調整引当金   128,510   122,320   132,180  

11．ポイント値引引当金   －   9,160   －  

12．その他   1,113,317   1,290,078   1,000,141  

流動負債合計   15,849,533 50.0  24,848,011 54.8  18,227,139 52.6

Ⅱ　固定負債           

１．社債   80,000   399,800   40,000  

２．長期借入金 ※２  1,133,358   1,702,545   1,061,693  

３．退職給付引当金   17,930   301,594   39,597  

４．役員退職慰労引当金   66,550   79,690   51,830  

５．その他   5,761   250,843   9,024  

固定負債合計   1,303,600 4.1  2,734,472 6.0  1,202,145 3.5

負債合計   17,153,133 54.1  27,582,484 60.8  19,429,284 56.1

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,775,035 11.9  3,775,035 8.3  3,775,035 10.9

２．資本剰余金   7,688,476 24.3  9,540,558 21.0  7,688,476 22.2

３．利益剰余金   1,973,350 6.2  3,716,897 8.2  2,870,254 8.3

４．自己株式   △685 0.0  △358,756 △0.8  △823 △0.0

株主資本合計   13,436,176 42.4  16,673,734 36.7  14,332,943 41.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価

差額金
  △65,759 △0.2  △156,393 △0.3  △103,113 △0.3

２．繰延ヘッジ損益   △738 △0.0  7,345 0.0  △125 △0.0

３．為替換算調整勘定   △64,941 △0.2  124,739 0.3  △236,539 △0.7

評価・換算差額等合計   △131,439 △0.4  △24,307 △0.0  △339,779 △1.0

Ⅲ　新株予約権   16,189 0.0  16,186 0.0  16,186 0.0

Ⅳ　少数株主持分   1,228,320 3.9  1,130,454 2.5  1,216,357 3.5

純資産合計   14,549,247 45.9  17,796,067 39.2  15,225,708 43.9

負債純資産合計   31,702,380 100.0  45,378,552 100.0  34,654,993 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19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   27,000,989 100.0  50,469,248 100.0  61,159,244 100.0

Ⅱ　売上原価   23,970,228 88.8  42,376,681 84.0  54,030,268 88.4

売上総利益   3,030,761 11.2  8,092,566 16.0  7,128,975 11.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,722,031 10.1  6,810,781 13.5  5,838,149 9.5

営業利益   308,729 1.1  1,281,785 2.5  1,290,826 2.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  19,609   33,304   48,099   

２．受取配当金  －   80,410   100   

３．負ののれん償却額  52,911   9,209   99,787   

４．持分法による投資利
益

 2,381   7,087   20,048   

５．為替差益  76,444   232,192   224,577   

６．受取手数料  4,233   19,873   －   

７．受取補償金  7,779   －   －   

８．広告収入  1,727   －   －   

９．その他  39,811 204,898 0.8 76,626 458,703 0.9 97,418 490,032 0.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  35,185   100,856   89,634   

２．支払手数料  13,540   8,459   22,154   

３．その他  11,559 60,285 0.2 40,529 149,845 0.3 19,802 131,591 0.2

経常利益   453,342 1.7  1,590,642 3.1  1,649,267 2.7

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 2,994   1,140   －   

２．投資有価証券売却益  623,388   －   623,651   

３．製品保証引当金戻入
益

 83,222   －   －   

４．貸倒引当金戻入益  －   15,072   －   

５．立地助成金  －   34,321   －   

６．保険解約益  －   18,486   －   

７．その他  24,940 734,545 2.7 － 69,021 0.1 470,207 1,093,859 1.8

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 1,222   －   －   

２．固定資産除却損 ※４ 398   9,826   17,837   

３．減損損失 ※５ －   1,827   －   

４．子会社事業再編損失  176,145   －   194,346   

５．投資有価証券評価損  －   32,351   －   

６．過年度関税追徴税額  －   72,900   －   

７．その他  573 178,339 0.7 8,466 125,372 0.2 19,068 231,253 0.4

税金等調整前中間
（当期）純利益

  1,009,549 3.7  1,534,291 3.0  2,511,873 4.1

法人税、住民税及び
事業税

 593,877   676,829   1,236,948   

法人税等調整額  △11,758 582,119 2.1 △67,751 609,078 1.2 △82,883 1,154,064 1.9

少数株主利益   51,028 0.2  65,376 0.1  111,390 0.2

中間（当期）純利益   376,401 1.4  859,837 1.7  1,246,418 2.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,775,035 7,095,383 1,596,949 △546 12,466,821

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行　　　　　  593,092   593,092

中間純利益　　　　　   376,401  376,401

自己株式の取得　　　    △139 △139

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ 593,092 376,401 △139 969,354

平成18年９月30日　残高

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

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高

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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行　　　　　       593,092

中間純利益　　　　　       376,401

自己株式の取得　　　       △139

株主資本以外の項目の中間連結会

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

中間連結会計期間中の変動額合計

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

平成18年９月30日　残高

（千円）
△65,759 △738 △64,941 △131,439 16,189 1,228,320 14,549,247
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
3,775,035 7,688,476 2,870,254 △823 14,332,943

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行　　　　　  1,852,081   1,852,081

中間純利益　　　　　   859,837  859,837

自己株式の取得　　　　（注）   △13,194 △357,933 △371,128

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ 1,852,081 846,642 △357,933 2,340,790

平成19年９月30日　残高

（千円）
3,775,035 9,540,558 3,716,897 △358,756 16,673,734

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19年３月31日　残高

（千円）
△103,113 △125 △236,539 △339,779 16,186 1,216,357 15,225,708

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行　　　　　       1,852,081

中間純利益　　　　　       859,837

自己株式の取得　　　       △371,128

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
△53,279 7,471 361,279 315,471 － △85,903 229,568

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△53,279 7,471 361,279 315,471 － △85,903 2,570,359

平成19年９月30日　残高

（千円）
△156,393 7,345 124,739 △24,307 16,186 1,130,454 17,796,067

 （注）連結子会社が保有していた当社の株式を当社へ売却したことに伴う税金の当社持分相当額であります。
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

連結会計年度中の変動額

新株の発行　　　　　  593,092   593,092

当期純利益　　　　　   1,246,418  1,246,418

自己株式の取得　　　    △277 △277

連結子会社の減少に伴う増加   26,887  26,887

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
                      （千円）

－ 593,092 1,273,305 △277 1,866,121

平成19年３月31日　残高（千円） 3,775,035 7,688,476 2,870,254 △823 14,332,943

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行　　　　　       593,092

当期純利益　　　　　       1,246,418

自己株式の取得　　　       △277

連結子会社の減少に伴う増加       26,887

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△335,409 △125 △236,539 △572,074 △2 39,601 △532,475

連結会計年度中の変動額合計
                      （千円）

△335,409 △125 △236,539 △572,074 △2 39,601 1,333,645

平成19年３月31日　残高（千円） △103,113 △125 △236,539 △339,779 16,186 1,216,357 15,225,708
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税金等調整前中間（当期）純利
益

 1,009,549 1,534,291 2,511,873

減価償却費  45,396 138,448 116,865

のれん償却  121,251 164,076 246,312

負ののれん償却  △52,911 △9,209 △99,787

貸倒引当金の減少額  △13,773 － －

賞与引当金の減少額  △7,518 － －

受取利息及び受取配当金  △19,609 △113,714 △48,199

支払利息  35,185 100,856 89,634

為替差益  △18,462 － －

持分法による投資利益  △2,381 △7,087 △20,048

固定資産売却益  △2,994 △1,140 △47,218

投資有価証券売却益  △623,388 － △623,651

投資有価証券評価損  － 32,351 －

売上債権の減少額（△増加額）  48,321 3,176,783 △2,615,884

たな卸資産の減少額（△増加
額）

 △413,726 △1,313,117 99,335

営業投資有価証券の増加額  △596,178 △28,600 △202,920

仕入債務の増加額（△減少額）  1,195,452 △2,855,514 2,139,205

未収入金の減少額（△増加額）  68,709 33,100 △139,779

未払金の増加額（△減少額）  291,553 △240,331 －

前渡金の減少額  － 115,281 122,308

未払消費税等の増加額（△減少
額）

 202,509 △288,888 301,509

その他  △250,390 147,076 △448,268

小計  1,016,593 584,662 1,381,285

利息及び配当金の受取額  20,034 109,655 48,199

利息の支払額  △33,361 △102,774 △87,738

法人税等の支払額  △71,196 △1,094,371 △443,934

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 932,068 △502,827 897,812
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

定期預金の払戻による収入  － 362,009 83,414

定期預金の預入による支出  － △144,496 －

貸付の回収による収入  62,906 － 829,003

貸付の実行による支出  △600,000 － △600,000

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による収入

 312,601 1,619,471 312,601

関連会社株式の取得による支出  △51,456 － △470,956

有形固定資産の売却による収入  50,084 2,202 124,912

有形固定資産の取得による支出  △48,265 △297,036 △92,527

無形固定資産の取得による支出  △11,429 △25,401 △172,907

投資有価証券の売却による収入  847,410 471,651 889,603

投資有価証券の取得による支出  △652 △399,586 △703,515

長期前払費用の増加による支出  △4,125 △51,200 △4,451

その他  △49,118 36,353 734,127

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 507,955 1,573,966 929,304

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入金の純増額（△減少
額）

 △1,700,000 △670,000 △577,720

長期借入による収入  － 200,000 －

長期借入金の返済による支出  － △467,360 △115,876

社債の発行による収入  － 500,000 －

社債の償還による支出  △40,000 △260,000 △80,000

自己株式の取得による支出  － △357,933 －

少数株主の払込による収入  1,000 － 1,000

その他  △139 △3,421 △6,493

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △1,739,139 △1,058,714 △779,089

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 54,495 72,174 173,599

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△
減少額）

 △244,620 84,598 1,221,626

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  8,152,486 9,374,112 8,152,486

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 ※ 7,907,866 9,458,711 9,374,112
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　　15社

  主要な連結子会社名

　株式会社シネックス

　フリーク株式会社

　株式会社ｉｉｙａｍａ

　Iiyama Benelux B.V.

　株式会社ウェルコム

　株式会社ＭＣＪパートナーズ

（平成18年８月８日に株式会社

ＧＴＩパートナーズから商号変

更いたしました。）

株式会社秀和システム

 

 

 

（１）連結子会社の数　　20社

 主要な連結子会社名

　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ＭＣＪパートナーズ

　株式会社秀和システム

　アロシステム株式会社

（平成19年10月に株式会社ユニッ

トコムへ商号変更いたしまし

た。）

  上記のうち、アロシステム株式

会社は、平成19年５月の株式交換

により連結子会社となったため、

当中間連結会計期間より連結の範

囲に含めております。

（１）連結子会社の数　　14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ＭＣＪパートナーズ

（平成18年８月に株式会社ＧＴ

Ｉ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ます。

また、株式会社ウェルコムは、

平成19年３月に株式を売却したこ

とにより、連結の範囲から除いて

おります。

（２）主要な非連結子会社の名称等

  該当する会社はありません。

（２）主要な非連結子会社の名称等

同左

（２）主要な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　１社

会社名　アイシーエムカスタマー

サービス株式会社

　当中間連結会計期間中において

新たに株式を取得したため持分法

の適用範囲に含めております。

(１）持分法適用の関連会社　１社

会社名　株式会社アドテック

　株式会社アドテックは、実質的

な影響力が増したため、当中間連

結会計期間より、持分法適用の関

連会社に含めております。

　なお、前連結会計年度まで持分

法適用の関連会社であったアロシ

ステム株式会社（平成19年10月に

株式会社ユニットコムへ商号変更

いたしました。）並びにアイシー

エムカスタマーサービス株式会社

は、株式交換により連結子会社と

なったため、当中間連結会計期間

より持分法適用範囲から除外して

おります。

(１）持分法適用の関連会社  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

　アロシステム株式会社並びにア

イシーエムカスタマーサービス株

式会社は、新たに株式を取得した

ことから、当連結会計年度より、

持分法適用の関連会社に含めてお

ります。

(２)持分法を適用していない関連会

社（株式会社エーエスピーラン

ド）は、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外してお

ります。

（２）　　　　同左 (２)持分法を適用していない関連会

社（株式会社エーエスピーラン

ド）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

 連結子会社のうち

Iiyama Benelux B.V.、

Iiyama Deutschland GmbH、

Iiyama (UK) Limited、

IIYAMA FRANCE SARL及び

Iiyama Polska Sp.zo.o.の中間決

算日は、６月30日であり、中間決

算日（９月30日）との差は３ヶ月

以内であるため、当該連結子会社

の中間会計期間に係る財務諸表を

基礎として連結を行っておりま

す。

　ただし７月１日から９月30日ま

での期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

同左 連結子会社のうち

Iiyama Benelux B.V.、

Iiyama Deutschland GmbH、

Iiyama (UK) Limited、

IIYAMA FRANCE SARL及び

Iiyama Polska Sp.zo.o.の決算日

は、12月31日でありますが、連結

決算日（３月31日）との差は３ヶ

月以内であるため、当該連結子会

社の事業年度に係る財務諸表を基

礎として連結を行っております。

　ただし１月１日から３月31日ま

での期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

 　①有価証券

その他有価証券

(営業投資有価証券を含む)

 時価のあるもの

 中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  時価のないもの

  移動平均法による原価法

　①有価証券

その他有価証券

(営業投資有価証券を含む)

 時価のあるもの

 　　　同左

 

 

 

 

 時価のないもの

 　　　同左

　①有価証券

その他有価証券

(営業投資有価証券を含む）

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

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。

時価のないもの

同左

   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

　　　　 同左

 

　②デリバティブ

同左

  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

 国内連結子会社は移動平均法

による原価法または先入先出

法による低価法を、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。

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

連結子会社は、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

主として個別法による原価法

を採用しております。

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

貯蔵品

　　　　同左

貯蔵品

同左

(２)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(２)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(２)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

   ①有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率

法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を、また、

在外連結子会社は定額法を採用し

ております。　

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  ①有形固定資産

　　　　　同左

 

 

 

 

 

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　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 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 ３～50年

構築物 ４～15年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ２～20年

建物 ３～23年

構築物 ４年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ２～20年

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、法人

税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の有形固定資産につ

いては、改正法人税法に規定する

償却方法により、減価償却費を計

上しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純

利益に与える影響は軽微でありま

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

　同左

  

  

　②無形固定資産

　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  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

 ―

 　　　

(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

株式交付費

同左

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

   ①貸倒引当金

　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。

  ①貸倒引当金

　　　　　 同左

 

 

 

 

　①貸倒引当金

同左

  ②賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支出に

充てるため、賞与支給見込額の当

中間連結会計期間負担額を計上し

ております。

  ②賞与引当金

　　　　　 同左

 

 

 

　②賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支出に

充てるため、賞与支給見込額のう

ち当連結会計年度負担額を計上し

ております。

  ③製品保証引当金

　製品販売後の無償補修費用の支

出に備えるため、販売台数を基準

として過去の経験率に基づき無償

補修費用見込額を計上しておりま

す。　　　

  ③　　　　　―

　　      　

 

 

 

 

　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。

  ④　　　　　　―

 

  ④製品等保証引当金

　製品及び商品販売後の無償補修

費用の支出に備えるため、販売数

量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。

　④　　　　　―

 

  ⑤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。

  ⑤返品調整引当金

　　　　　　同左

　⑤返品調整引当金

同左

  ⑥　　　　　　―

 

  ⑥ポイント値引引当金

  連結子会社の一部において、ポ

イントカード制度において、顧客

に付与したポイントの利用に備え

るため、当中間連結会計期間末に

おける将来の売上値引見込額を計

上しております。

　⑥　　　　　―

 

  ⑦退職給付引当金

  連結子会社の一部において、従

業員の退職給付に備えるため、当

中間連結会計期間末における退職

給付債務の見込額（簡便法）に基

づき計上しております。

  ⑦退職給付引当金

  連結子会社の一部において、従

業員の退職給付に備えるため、当

中間連結会計期間末における退職

給付債務に基づき計上しておりま

す。過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）に

よる按分額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により翌期から費用

処理することとしております。

　また、連結子会社の一部におい

ては、従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務の見込額（簡便

法）に基づき計上しております。

　⑦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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ⑧役員退職慰労引当金

  連結子会社の一部において、役

員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当中間連結会計

期間末要支給額を計上しておりま

す。

  ⑧役員退職慰労引当金

  　　　　　同左

　⑧役員退職慰労引当金

　連結子会社の一部において、役

員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

 (５)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物等為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在

外子会社の資産及び負債は、当該

子会社の中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により換算し、

換算差額は純資産の部の為替換算

調整勘定に含めて計上しておりま

す。

(５)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　　　　　同左

(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、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は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。

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

  　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

 　連結子会社の一部において、リー

ス物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

　同左

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

   ①ヘッジ会計の方法

　連結子会社の一部について、繰

延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替予約については、振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を、金利スワップについ

て特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しており

ます。

  ①ヘッジ会計の方法

　　　　　　同左

①ヘッジ会計の方法

同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段

為替予約、金利スワップ

    ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務

借入金利息

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段

　　　　 同左 

    ヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

  ③ヘッジ方針

  為替予約取引については、外国

為替変動リスクをヘッジする目的

で実需の範囲内で実施しておりま

す。

金利スワップ取引については、

借入金の金利上昇リスクのヘッジ

を目的とし、実需に伴う取引に限

定し実施しております。

   ③ヘッジ方針

  　　　　　同左 

 

 

 

　　　　 

③ヘッジ方針

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ④ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して相

場変動またはキャッシュ・フロー

変動を完全に相殺するものと想定

する事ができるため、ヘッジ手段

とヘッジ対象に関する重要な条件

が同一であることを確認すること

により有効性の判断に代えており

ます。

  ④ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (８)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(８)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(８)その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

 　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、減損処理

額等を計上しております。

　なお、当中間連結会計期間にお

ける売上高は1,772,158千円、同

売上原価は1,799,190千円であり

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、減損処理

額等を計上しております。

①営業投資有価証券売上高及び売

上原価

同左 

 　②投資事業組合等への出資に係る

会計処理

  営業投資目的による投資事業組

合等への出資に係る会計処理は、

組合の事業年度の財務諸表及び中

間会計期間に係る中間財務諸表に

基づいて、組合の純資産及び収

益・費用を当社及び連結子会社の

出資持分割合に応じて、営業投資

有価証券（流動資産）及び収益・

費用として計上しております。

 ②投資事業組合等への出資に係る

会計処理

　　　　　 同左

　②投資事業組合等への出資に係る

会計処理

同左

 　③消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

③消費税等の会計処理

  　　　　　同左 

 ③消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

 　　　　 同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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）

　　　　　　　　――――― （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13,305,475千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

  　　　　　　　

 

　当連結会計年度より、「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13,993,289千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準） 　　　　　　　　――――― （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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

る当中間連結財務諸表への影響はありません。

　　　　　　　　 　当連結会計年度より、「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

る連結財務諸表への影響はありません。

（企業結合に係る会計基準および事業分離等に

関する会計基準）

　　　　　　　　――――― （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。

　　　　　　　　 　当連結会計年度より、「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。

㈱ＭＣＪ（6670）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 23 －



前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

（のれんの償却に関する事項） 　　　　　　　　――――― （のれんの償却に関する事項）

　従来、販売費及び一般管理費に計上された連

結調整勘定の償却額と営業外収益に計上された

連結調整勘定の償却額を相殺表示しておりまし

たが、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、当

中間連結会計期間より、販売費及び一般管理費

並びに営業外収益にそれぞれ総額表示しており

ます。これにより営業利益が52,911千円減少し

ておりますが、経常利益及び税金等調整前中間

純利益に与える影響はありません。

　なお、セグメント情報に与える影響は「セグ

メント情報」に記載しております。

　　　　　　　　 　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、連結財務諸表規則の改正に伴い、当連結

会計年度より、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99,787千円減少しておりま

すが、経常利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。

　なお、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。

―――――  　　　　　　　――――― （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

売買に係る取引も含めておりましたが、当第４

四半期連結会計期間から、当該上場株式の売却

損益の純額を営業外損益として計上する方法に

変更いたしました。この変更は、当社の連結子

会社における上場株式の取引量が見込みを大幅

に下回ったため、より取引の実態に即した表示

に変更するものであります。

　なお、当該変更により営業利益は3,145千円

減少し、経常利益は2,604千円増加しますが、

税金等調整前当期純利益への影響はありません。

また、当連結会計期間を通して当第４四半期連

結会計期間と同一の会計処理基準を採用した場

合、売上高が1,713,915千円、売上原価が

1,730,284千円減少し、営業利益が16,368千円

増加しますが、経常利益及び税金等調整前当期

純利益への影響はありません。さらに、前連結

会計期間に当第４四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、売上高が

618,128千円、売上原価が613,027千円、営業利

益が5,100千円減少しますが、経常利益及び税

金等調整前当期純利益への影響はありません。

　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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表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

 (中間連結貸借対照表)

  「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「のれん」として表

示しております。

 (中間連結貸借対照表)

 　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「工具器具備品」

（当中間連結連結会計期間は318,637千円）は、資産の総額の100分の

５以下となったため、有形固定資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

 　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「借地権」（当中

間連結会計期間は230,400千円）は、資産の総額の100分の５以下と

なったため、無形固定資産の「その他」に含めて表示しております。

 　「一年内返済予定長期借入金」（当中間連結会計期間は2,955,695

千円）は、前中間連結会計期間まで区分掲記しておりましたが、当中

間連結会計期間より「短期借入金」に含めて表示しております。

 　「製品保証引当金」は、当中間連結会計期間より新規連結子会社が

計上している「商品保証引当金」を含め、「製品等保証引当金」とし

て表示しております。　

 (中間連結損益計算書)

  －

 (中間連結損益計算書)

  　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「受取補償金」

（当中間連結会計期間は822千円）及び「広告収入」（当中間連結会

計期間は2,156千円）は、営業外収益の総額の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにいたし

ました。　

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　  営業活動によるキャッシュ・フローの「連結調整勘定償却額」は、

当中間連結会計期間から「のれん償却額」として表示しておりま

す。 

　　投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の売却によ

る収入」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示してお

りましたが金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「有形固

定資産の売却による収入」は976千円であります。

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　　営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金の減少額」は、

当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため、

「その他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「貸倒引

当金の減少額」は△21,387千円であります。

　　営業活動によるキャッシュ・フローの「賞与引当金の減少額」は、

当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため、

「その他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「賞与引

当金の減少額」は△12,794千円であります。

　　営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差益」は、当中間連

結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため、「その

他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「為替差

益」は△486千円であります。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

　　営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の減少額」は、前

中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが金額

的重要性が増したため、区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「前渡金

の減少額」は△149,669千円であります。

　　財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支

出」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりま

したが金額的重要性が増したため、区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「自己株

式の取得による支出」は△139千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　 397,517千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　 942,770千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　 296,391千円

※２　　　　　　　―

              

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は、次のとおり

　　　であります。

建物    157,920千円

土地 154,604千円

計 312,525千円

　　　担保付債務は、次のとおりでありま

　　　す。

長期借入金　　　　　　 300,000千円

※２　　　　　　　　―

※３　中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

※３　中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

※３　連結会計年度末日満期手形

 連結会計年度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、当連結会計年度

の末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　　　　　15,366千円 　　 　受取手形　　　　　　　111,406千円　  　　 受取手形　　　　　 　　107,482千円

４　当座貸越契約

当社及び連結子会社（３社）において

は、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行６行と当座貸越契約を締結して

おります。これら契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

４　当座貸越契約

当社及び連結子会社（７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13行と当座貸越契約を締結して

おります。これら契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

４　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７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 14,400,000千円

借入実行残高 6,000,000千円

差引額 8,400,000千円

当座貸越極度額の総額   22,100,000千円

借入実行残高 9,930,000千円

差引額 12,170,000千円

当座貸越極度額の総額 15,400,000千円

借入実行残高 7,400,000千円

差引額 8,000,000千円

※５　のれん及び負ののれんは、両者を相殺

した差額を無形固定資産の「のれん」と

して表示しております。相殺前の金額は

次のとおりであります。

のれん 4,862,781千円

負ののれん 400,859千円

※５　のれん及び負ののれんは、両者を相殺

した差額を無形固定資産の「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 5,957,265千円

負ののれん 341,756千円

※５　のれん及び負ののれんは、両者を相殺

した差額を無形固定資産に「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 4,684,719千円

負ののれん 350,966千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

給与手当 705,489千円

運賃 353,376千円

賞与引当金繰入額 69,783千円

製品保証引当金繰入額 14,490千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,510千円

貸倒引当金繰入額 3,877千円

退職給付引当金繰入額 876千円

給与手当 1,949,732千円

賞与引当金繰入額 175,587千円

製品等保証引当金繰入額 139,506千円

貸倒引当金繰入額 7,125千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,250千円

退職給付引当金繰入額 1,781千円

給与手当 1,509,247千円

運賃 683,997千円

賞与引当金繰入額 78,443千円

製品保証引当金繰入額 115,884千円

貸倒引当金繰入額 9,066千円

役員退職慰労引当金繰入額 26,560千円

※２ 　固定資産売却益の内訳　　　　 ※２ 　固定資産売却益の内訳　　　　 ※２  　　　　　　―

車両運搬具 2,763千円

その他 231千円

車両運搬具 1,140千円

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

土地 1,003千円

その他 219千円

  

  

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

ソフトウェア 381千円

工具器具備品 16千円

建物附属設備 8,374千円

その他 1,451千円

建物附属設備 17,282千円

ソフトウェア 428千円

工具器具備品 127千円

※５　　 　　　　― ※５　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。

※５　　 　　　　―

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

静岡県浜松

市
店舗設備

建物附属

設備及び

工具器具

備品

1,827

　当社の連結子会社であるアロシステム株

式会社（平成19年10月に株式会社ユニット

コムへ商号変更いたしました）は、管理会

計上の区分を基準に、物件・店舗毎に資産

のグルーピングを行っております。

　営業活動による損益が継続してマイナス

である店舗について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（1,827千円）として特別損失に計上しまし

た。

　その内訳は、建物附属設備1,787千円、及

び工具器具備品40千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

使用価値により測定しており、回収可能額

をゼロとしております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注）１ 452,875 8,519 － 461,394

合計 452,875 8,519 － 461,394

自己株式

普通株式　（注）２ 7 3 － 10

合計 7 3 － 10

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

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

 

 ２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

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

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

 提出会社

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

連結子会社  － － － － － － 189

合計 － － － － － 16,189

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

  ２．第３回新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりません。

 ３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。
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 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注）１ 461,394 30,992 － 492,386

合計 461,394 30,992 － 492,386

自己株式

普通株式　（注）２ 12 5,986 － 5,998

合計 12 5,986 － 5,998

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加30,992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5,986株は、取締役会決議に基づく自己株式の市場買付けによる増加

　　　　　 2,500株、アロシステム株式会社との株式交換により同社に割当交付した自己株式（当社株式）3,486株であ

           ります。

 

 ２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

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

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

 提出会社

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

連結子会社  － － － － － － 186

合計 － － － － － 16,186

 （注）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。

 

 ３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　　至　平成19年３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）

当連結会計年度
　増加株式数（株）

当連結会計年度
　減少株式数（株）

当連結会計年度末
　株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注）１ 452,875 8,519 － 461,394

合計 452,875 8,519 － 461,394

自己株式

普通株式　（注）２ 7 5 － 12

合計 7 5 － 12

　（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５株は、端株の買取りによる増加であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

 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）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。

３．配当に関する事項

  該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 8,350,289千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

△442,423千円

現金及び現金同等物 7,907,866千円

現金及び預金勘定 9,521,361千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

△62,650千円

現金及び現金同等物  9,458,711千円

現金及び預金勘定 9,733,121千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

△359,009千円

現金及び現金同等物 9,374,112千円

㈱ＭＣＪ（6670）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 32 －



（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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中間

期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

機械装置 16,687 6,388 10,299

工具器具備
品

118,781 31,992 86,789

ソフトウェ
ア

96,627 82,619 14,007

合計 232,096 121,000 111,095

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

建物及び構
築物

4,135 3,347 787

機械装置 16,687 13,580 3,107

工具器具備
品

87,340 66,902 20,437

ソフトウェ
ア

48,672 44,051 4,621

合計 156,836 127,883 28,953

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）

機械装置 16,687 9,984 6,703

ソフトウェ
ア

96,627 88,358 8,268

合計 113,314 98,343 14,971

　 　  

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 38,675千円

１年超 75,983千円

合計 114,658千円

１年内 21,062千円

１年超 9,052千円

合計 30,115千円

１年内 14,097千円

１年超 1,471千円

合計 15,568千円

(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

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 24,845千円

減価償却費相当額 22,840千円

支払利息相当額 2,675千円

支払リース料 17,107千円

減価償却費相当額 16,391千円

支払利息相当額 394千円

支払リース料 47,128千円

減価償却費相当額 42,628千円

支払利息相当額 5,418千円

(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

(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

(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．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 69,594千円

１年超 49,484千円

合計 119,079千円

１年内 19,506千円

１年超 5,202千円

合計 24,708千円

１年内 21,082千円

１年超 6,800千円

合計 27,882千円

(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

(減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

営業投資有価証券

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 710,246 645,982 △64,264

(2）債券 － － －

(3）その他 30,600 29,075 △1,524

合計 740,846 675,057 △65,789

投資有価証券

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 3,697 8,012 4,315

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 180,000 159,123 △20,876

合計 183,697 167,135 △16,561

（注）複合商品に係る評価差額（△20,876千円）が含まれております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

営業投資有価証券

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 162,800

その他 47,910

投資有価証券

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 455,538

その他 －
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当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

営業投資有価証券

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 12,000 17,100 5,100

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 12,000 17,100 5,100

投資有価証券

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 507,341 349,163 △158,178

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 100,000 100,303 303

(3）その他 － － －

合計 607,341 449,466 △157,875

（注）１. 複合商品に係る評価差額（303千円）が含まれております。

　　　２．当中間連結会計期間において、有価証券について32,351千円（その他有価証券で時価のある株式15,900千

円、時価のない株式16,451千円）減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末におけ

る時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、

回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

営業投資有価証券

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 164,800

その他 106,556

投資有価証券

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 338,890

その他 87,634
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前連結会計年度末（平成19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 12,000 26,100 14,100

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 12,000 26,100 14,100

 　　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 791,793 639,758 △152,035

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

  　　その他 100,000 100,606 606

(3）その他 ― ― ―

合計 891,793 740,364 △151,429

　　（注）１．複合金融商品に係る評価差額（606千円）が含まれております。

　　      ２．当連結会計年度において、有価証券について2,604千円（その他有価証券で時価のある株式2,604千円）減

損処理をおこなっております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以

上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。

 　　２. 時価評価されていない主な有価証券の内訳

 　　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 164,800

その他 79,630

 　　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 309,668

その他 102,995
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

通貨 為替予約取引 445,792 450,471 4,679

合計 － － 4,679

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

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

通貨 為替予約取引 348,502 341,845 △6,657

金利 スワップ取引 100,006 △168 △168

金利
クーポンスワップ

取引
47,112 △2,326 △2,326

合計 － － △9,152

　 （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19年３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

 
前連結会計年度末

（平成19年３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 844,069 848,345 4,275

金利 スワップ取引 173,338 △518 △518

合計 － － 3,757

　 （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。

㈱ＭＣＪ（6670）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 37 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

パソコン関連
事業

（千円）

メディア事業
（千円）

サービスサ
ポート事業
（千円）

その他の事
業

（千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
23,320,947 1,041,328 868,616 1,770,098 27,000,989 － 27,000,989

(2）セグメント間の内部

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

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

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

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

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

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

イの製造販売

(2) メディア事業　　　　　： パソコン関連専門書等の出版

(3) サービスサポート事業　： パソコン等のサポートコールセンター

(4) その他の事業　　　　　： ＩＴ関連株式及びＩＰＯを目指すベンチャー企業株式への投資

３．会計方針の変更（当中間連結会計期間）

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更の（のれんの償却に関する事項）に記載の通

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

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

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

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

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

パソコン関連
事業

（千円）

メディア事業
（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
49,612,721 856,526 50,469,248 － 50,469,248

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,382 510 4,892 △4,892 －

計 49,617,104 857,036 50,474,140 △4,892 50,469,248

営業費用 48,430,383 783,155 49,213,538 △26,075 49,187,462

営業利益（又は営業損失） 1,186,720 73,881 1,260,602 21,183 1,281,785

　（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。

(事業区分の方法の変更） 

　　　一部の連結子会社の事業は前中間連結会計期間及び、前連結会計年度ではその他事業の区分に属しており

ましたが、前第４四半期連結会計期間から、上場株式の売却損益の純額を営業外損益として計上する方法に

変更したことにより、セグメントに与える影響が軽微となったため、当中間連結会計期間から当該事業をパ

ソコン関連事業に含めて表示しております。

２．各区分に属する主要な事業内容
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(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

 

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

パソコン
関連事業
（千円）

メディア
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
55,568,561 2,028,895 3,561,787 61,159,244 － 61,159,244

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
62,864 1,369 66,981 131,216 △131,216 －

計 55,631,426 2,030,265 3,628,769 61,290,461 △131,216 61,159,244

営業費用 54,519,424 1,796,638 3,683,780 59,999,844 △131,426 59,868,418

営業利益又は

営業損失（△）
1,112,001 233,626 △55,011 1,290,616 209 1,290,826

　（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）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、パソコン

等のサポートコールセンター

　　　　３．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、連結財務諸表規則の改正に伴い、当連結会計年度より、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

18,418千円減少し、その他の事業の営業損失が81,368千円増加しております。

　　　　４．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「（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

価に上場株式売買に係る取引も含めておりましたが、当第４四半期連結会計期間から、当該上場株式の売却

損益の純額を営業外損益とし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

他の事業の売上高が649,167千円、売上原価が646,021千円減少し、営業利益が3,145千円減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　　　　　　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に　

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

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　　　　　　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に　

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

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　　　　　　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に締

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

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　　　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　　　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　　　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 28,836円 　58銭

１株当たり中間純利益 831円 　07銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

 　当社は、平成18年２月20日付で普通株式

１株を３株に分割しております。当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場合の前中

間会計期間における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 34,230円 　75銭

１株当たり中間純利益 1,790円   12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 30,328円 　80銭

１株当たり当期純利益 2,726円 　58銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

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。

１株当たり純資産額 20,924円  26銭

１株当たり中間純利益 534円　86銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益

   500円  54銭

 

 

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

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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） 376,401 859,837 1,246,418

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）
376,401 859,837 1,246,418

期中平均株式数（株） 普通株式　　　　452,912 普通株式　　　480,323 普通株式　　　　457,136

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） － － －

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

　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1,040

個）普通株式3,120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964

個）普通株式2,892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

　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1,190

個）普通株式3,570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2,734

個）普通株式8,202株

 

　平成17年９月21日の取締役

会決議による第３回新株予約

権（新株予約権の数4,000個）

普通株式12,000株 
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （子会社の設立）

　　当社は、平成18年10月30日開催の取締役会において、

携帯型オーディオ機器の世界的ブランドである「ｉｒｉ

ｖｅｒ」商標の使用権取得、及び同ブランドを活用した

新規事業の開拓等を目的として、当社全額出資による子

会社を設立することを決議いたしました。

　 １.子会社設立の理由

　当社グループは現在、「マウスコンピューター」ブラン

ドを用いたＰＣの製造・販売を主力事業としております

が、昨今のＰＣを取り巻く各種ポータブルデバイスの進

化、及びそれに伴う市場の拡大はめざましいものがあり、

当社といたしましても今後のグループ事業戦略の一環と

して、携帯型マルチメディア機器の製造・販売の可能性

を模索してまいりました。　

　 「ｉｒｉｖｅｒ」は、韓国ＫＯＳＤＡＱ市場上場の企

業グループ、ＲｅｉｇｎＣｏｍＬｉｍｉｔｅｄ．，（本

社：韓国、代表者：Ｄｅｏｋ-Ｊｏｏｎ　Ｙａｎｇ、以下

「レインコム」）が所有する登録商標であり、主に携帯

型オーディオ機器（ＭＰ３プレーヤー）のブランドとし

て世界的に認知されています。今般、レインコムの海外

事業戦略の転換に伴い、当社が既存事業の受け皿会社を

新設し、当該新設会社を起点としてｉｒｉｖｅｒブラン

ドを最大限に活用することで相互利益を追求することに

つき、同社との間で基本合意に至りました。

　 今後は、ＭＰ３プレーヤーの販売を新会社「株式会社

ｉｒｉｖｅｒ　ｊａｐａｎ」にて行う一方で、通信、音

楽配信、動画配信市場への参入を見据え、ｉｒｉｖｅｒ

ブランドを冠した高機能型複合ポータブルデバイスの開

発・製造・販売を目指してまいります。また、当社グルー

プ会社・株式会社ユニティを通じ、総合ハードウェアベ

ンダーである台湾ＡＳＵＳＴｅＫ社との連携をさらに深

め、デザイン性及び付加価値の確保にも注力してまいり

ます。

 

  ２.子会社の概要

　商号　：株式会社ｉｒｉｖｅｒ　ｊａｐａｎ

   代表者：浅野　樹美

   所在地：東京都千代田区岩本町二丁目12番５号

   設立年月日：平成18年10月30日

   主な事業内容：オーディオ関連機器及びビジュアル関連

機器の開発、製造、輸入、販売

   決算期：３月

   主な株主構成：株式会社ＭＣＪ（100％）

－  （アロシステム株式会社の簡易株式交換による完全子会

社化）

　平成19年２月８日に締結した「株式交換契約書」に基

づき、平成19年５月11日に当社は株式交換によりアロシ

ステム株式会社を完全子会社といたしました。 

１．企業結合の概要 

被取得企業の名称
アロシステム株式会社及び

その子会社５社

被取得企業の事業の内容 パソコンの製造及び販売 

企業結合を行った主な理由

国内ホワイトボックスＰＣ

のシェア向上にむけたＰＣ

事業の包括的な統合のため。

企業結合日 平成19年５月11日

企業結合の法的形式 簡易株式交換

企業結合後企業の名称
アロシステム株式会社及び

その子会社５社

取得した議決権比率

本株式交換により70.0％を

取得し、当社の議決権比率

は100％となりました。

２．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  2,681,562千円

(２)取得原価の内訳

株式取得費用  2,678,062千円

株式取得に直接要した支出額   3,500千円

３．株式の交換比率等

(１)株式の交換比率

　株式会社アロシステム株式１株につき、当社の

普通株式8.3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　　30,992株

４．発生したのれんの金額等

　のれんの発生見込み額は未確定であります。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引受けた負債の

額並びにその主な内訳は未確定であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(株式取得によるプロサイド株式会社の子会社化中止)

　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12月１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、本件

出資を中止することにつき合意に至りました。

 １．中止の経緯及び理由

　当社は、平成18年4月6日における本件出資の決定後、

本件出資の実施にはより慎重かつ十分な準備と時間的猶

予が必要であるとの判断から、平成18年6月2日付プレス

リリース「プロサイド株式会社の株式取得による子会社

化延期に関するお知らせ」記載のとおり、プロサイドが

実施する第三者割当増資に対する払込を延期し、今日に

至っております。

　現在プロサイドは、基幹事業であるサーバー事業の再

構築、人員の配置転換、管理体制の強化等、組織再編計

画を進めている状況であり、再編完了までには今なお相

当な時間を要することが予想されます。当社といたしま

しては、これ以上本件出資を延期のまま留保することは

適切ではないと判断し、本件出資につき当社及びプロサ

イド間において再度協議した結果、現出資条件によるプ

ロサイドの株式取得を断念し、一度仕切り直しを行い再

検討することが適切であるとの結論に至りました。

　なお、今回の中止決定により、プロサイドの当社グルー

プへの参画は見送られることとなりましたが、当社子会

社である株式会社マウスコンピューターのＷＥＢサイト

における同社製サーバーの販売は今後も継続する予定で

あり、当社の代表取締役ＣＴＯたる椎名 堯慶（現・プロ

サイド取締役会長）に関しましても、従来どおり現職務

を継続いたします。

 

 

 

(新株予約権の発行)

　平成19年６月28日開催の定時株主総会において、会社

法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、新株

予約権を発行することを決議いたしました。

１．付与対象者の区分及び人数

　当社関係会社の取締役及び監査役並びに当社及び当社

関係会社の従業員

２．新株予約権の目的となる株式の種類

　普通株式

３．新株予約権の目的となる株式の数

　3,000株　（注）１

４．新株予約権の数

　3,000個を上限とする。なお、新株予約権１個当たりの

目的となる株式数は１株とする。

５．新株予約権の行使時の払込金額

　新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取

引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」

という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満

の端数は切り上げる。但し、その金額が新株予約権発行

日の前日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立

つ直近日の終値）を下回る場合には、当該終値とする。

　（注）２

６．新株予約権の行使期間

　平成22年７月21日から平成27年７月20日まで

７．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、権利行使時においても、当社又

は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員

の地位にあることを要する。但し、取締役、監査役

が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年

により退職した場合、その他退職に正当な理由ある

と当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。

（2）権利行使期間中に死亡した新株予約権者の相続人

は、１名に限り権利を承継することができる。但し、

再承継はできない。

（3）その他権利行使の条件については、本株主総会及

び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契

約」で定めるところによる。

８．新株予約権の譲渡に関する事項

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の承認を要するものとする。

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、

上記の目的たる株式数は分割又は併合の比率に

応じ、以下の算式により調整されるものとする。

但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該

時点で行使されていない新株予約権の目的たる

株式の数について行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるも

のとする。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式

併合の比率

また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を

必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調

整を行う。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（当社における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）

　当社は、平成18年12月21日開催の取締役会において、

当社によるアロシステム株式会社の株式取得、及び当社

を完全親会社、アロシステム株式会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することを決

議いたしました。

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」（LLP）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、基本合意書を締

結するに至りました。

２．株式取得契約の概要

　①株式取得の日程

  平成18年12月21日

 

：基本合意書承認取締役会及び基

本合意書締結

  平成19年1月下旬

      （予定）

：株式取得承認取締役会決議

  平成19年1月下旬

      （予定）

：株式取得完了

３．株式交換契約の概要

 ①株式交換の内容

　 会社法第796条第3項（簡易株式交換）の規定に基づ

き、株式交換契約書に関する株主総会の承認を得るこ

となく行うものであります。

 ②株式交換の日程

  平成18年12月21日

 

：基本合意書承認取締役会及び基

本合意書締結

  平成19年1月下旬

      （予定）

 

：株式交換契約書承認取締役会及

び株式交換契約書締結

  平成19年3月上旬

      （予定）

：株式交換契約書承認臨時株主総

会（アロシステム株式会社）

  平成19年5月上旬

      （予定）

：株式交換効力発生日

  平成19年7月上旬

      （予定）

：株券交付日

４．アロシステム株式会社の概要

  (１)商号 ：アロシステム株式会社

  (２)事業内容

 

：パーソナルコンピュータの製造

及び販売

  (３)設立年月 ：1990年9月

  (４)本店所在地

 

：大阪市浪速区日本橋４丁目１６

番１号

  (５)代表者 ：大野　三規

  (６)資本金 ：   750,315千円

  (７)経営成績 （平成18年３月期）

　  　売上高 ：48,981,578千円

　  　当期純利益 ： 　114,577千円

  (８)財政状態 （平成18年３月期）

 　   株主資本 ： 1,202,482千円

　    総資産 ：12,593,885千円

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２．新株予約権の行使時の払込金額

（1）割当日後に、当社が当社普通株式につき株式

分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

１

分割・併合の比率

　(2)割当日後に、当社が他社と合併する場合、会

社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要

とする場合には、取締役会の決議により合理的

な範囲で行使価額を調整するものとする。

　また、割当日後に、当社が当社普通株式につ

き時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権

の行使による場合を除く。）又は自己株式の処

分を行う場合には、行使価額は次の算式により

調整されるものとし、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数+
新規発行株式数×１株当たり行使価額

新株式発行前の１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　上記算式において「既発行株式数」とは、当

社の発行済株式総数から当社が保有する普通株

式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株

式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」、「１株当たり行使価

額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるも

のとする。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 1,364,791 166,875 1,891,463

２．売掛金 903,503 46,002 43,142

３．たな卸資産 1,261,457 － －

４．前渡金 52,552 － －

５．前払費用 15,986 15,748 19,082

６．繰延税金資産 60,027 9,561 34,609

７．関係会社短期貸付
金

2,100,000 1,950,000 1,590,000

８．その他 66,460 27,701 27,448

貸倒引当金 △823 － －

流動資産合計 5,823,956 34.8 2,215,888 13.5 3,605,746 23.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  

(1）建物 15,128 8,594 7,168

(2）車両運搬具 116 － －

(3）工具器具備品 17,543 7,321 8,167

有形固定資産合計 32,788 15,916 15,335

２．無形固定資産 32,010 18,967 21,149

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 454,681 308,810 509,810

(2）関係会社株式 10,268,182 13,784,326 11,346,743

(3）その他の関係会
社投資有価証券

81,600 1,000 81,600

(4）敷金保証金 37,445 19,516 19,416

(5）その他 1,551 6,651 45,166

投資その他の資産
合計

10,843,461 14,120,304 12,002,737

固定資産合計 10,908,260 65.2 14,155,188 86.5 12,039,221 77.0

資産合計 16,732,217 100.0 16,371,077 100.0 15,644,968 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 1,180,105 － －

２．短期借入金 800,000 400,000 900,000

３．関係会社短期借入
金

1,000,000 1,000,000 1,000,000

４．未払金 192,886 20,218 5,184

５．未払法人税等 365,788 3,402 444,575

６．前受金 23,594 － －

７．賞与引当金 20,666 4,542 5,724

８．製品保証引当金 14,483 － －

９．その他  64,499 39,561 13,695

流動負債合計 3,662,023 21.9 1,467,725 9.0 2,369,181 15.1

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,000,000 1,000,000 1,000,000

固定負債合計 1,000,000 6.0 1,000,000 6.1 1,000,000 6.4

負債合計 4,662,023 27.9 2,467,725 15.1 3,369,181 21.5

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  3,775,035 22.5 3,775,035 23.0  3,775,035 24.1

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  6,511,136 8,363,218 6,511,136  

資本剰余金合計  6,511,136 38.9 8,363,218 51.1  6,511,136 41.6

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 2,105,239 2,031,070  

利益剰余金合計  1,768,707 10.6 2,105,239 12.9  2,031,070 13.0

４．自己株式  △685 0.0 △356,140 △2.2  △823 △0.0

株主資本合計  12,054,193 72.0 13,887,352 84.8  12,316,418 78.7

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　その他有価証券
　　評価差額金

 － － － －  △56,631 △0.3

　　評価・換算差額等
　　合計

 － － － －  △56,631 △0.3

Ⅲ　新株予約権  16,000 0.1 16,000 0.1  16,000 0.1

純資産合計  12,070,193 72.1 13,903,352 84.9  12,275,787 78.5

負債純資産合計  16,732,217 100.0 16,371,077 100.0  15,644,968 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 5,898,969 100.0 252,689 100.0 6,126,524 100.0

Ⅱ　売上原価 4,995,014 84.7 － － 4,994,845 81.5

売上総利益 903,954 15.3 252,689 100.0 1,131,679 18.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

739,453 12.5 226,657 89.7 924,411 15.1

営業利益 164,501 2.8 26,032 10.3 207,267 3.4

Ⅳ　営業外収益  42,367 0.7 90,414 35.8 68,501 1.1

Ⅴ　営業外費用  13,310 0.2 16,379 6.5 26,959 0.4

経常利益 193,559 3.3 100,067 39.6 248,809 4.1

Ⅵ　特別利益  635,496 10.8 － － 1,039,900 16.9

Ⅶ　特別損失  284 0.0 － － 661 0.0

税引前中間（当
期）純利益

828,771 14.1 100,067 39.6 1,288,048 21.0

法人税、住民税及
び事業税

356,707 1,258 533,278

法人税等調整額 △16,691 340,016 5.8 24,640 25,898 10.2 3,651 536,929 8.7

中間（当期）純利
益

488,756 8.3 74,168 29.4 751,119 12.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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 

その他利益
剰余金

資本準備金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 3,775,035 6,511,136 2,031,070 △823 12,316,418 △56,631 16,000 12,275,787

中間会計期間中の変動額

新株の発行  1,852,081   1,852,081   1,852,081

中間純利益   74,168  74,168   74,168

自己株式の取得    △355,316 △355,316   △355,316

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
     56,631 － 56,631

中間会計期間中の変動額　合計

（千円）
－ 1,852,081 74,168 △355,316 1,570,933 56,631 － 1,627,565

平成19年９月30日　残高（千円） 3,775,035 8,363,218 2,105,239 △356,140 13,887,352 － 16,000 13,903,352

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

その他利益剰余金

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

事業年度中の変動額          

　新株の発行  593,092    593,092   593,092

　特別償却準備金
　取崩

  △931 931  ―   ―

　当期純利益    751,119  751,119   751,119

　自己株式の取得     △277 △277   △277

　株主資本以外の項
　目の事業年度中の
　変動額（純額）　

      △330,597 － △330,597

事業年度中の変動額
合計
（千円）

― 593,092 △931 752,050 △277 1,343,935 △330,597 ― 1,013,337

平成19年３月31日
残高（千円）

3,775,035 6,511,136 ― 2,031,070 △823 12,316,418 △56,631 16,000 12,275,787
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