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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第３四半期 77,717 86.4 2,112 322.2 2,396 191.3 1,286 151.0

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

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

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

20年３月期第３四半期 2,666 46 － －

19年３月期第３四半期 1,124 73 － －

19年３月期 2,726 58 － －

(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

20年３月期第３四半期 50,743 18,228 33.6 35,059 51

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

19年３月期 34,654 15,225 40.4 30,328 80

(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

20年３月期第３四半期 △1,103 1,351 △237 9,433

19年３月期第３四半期 △2,286 1,113 △4 7,066

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － － － － － 0 00

20年３月期 － － － － － － － －
285 00

20年３月期（予想） －  －  －  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
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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　株式会社ユニットコム） 除外 －社  

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

２．詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(2）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

(3）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

（注）詳細は、15ページ「四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項」の（会計方針の変更）をご覧くださ

い。

(4）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。

５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第３四半期 390 △93.5 37 △78.6 109 △48.2 79 △84.1

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

19年３月期 6,126 － 207 － 248 － 751 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 163 67

19年３月期第３四半期 1,095 05

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

20年３月期第３四半期 17,119 13,908 81.1 28,562 21

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

19年３月期 15,644 12,275 78.4 26,571 88

 

※　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ページを参照してください。

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、当第３四半期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数に基づき算出しております。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第３四半期におけるパソコン業界は、大型液晶テレビや家庭用ゲーム機等、パソコン以外のデジタル家電へと消費

志向がシフトする傾向が強まりつつあることや、経済情勢の先行き不透明感がますます高まり、個人消費自体に強い回

復の兆しが見られないことを背景として、引き続き盛り上がりに欠ける展開となりました。また、Windows Vistaの普及

に伴うパソコンの買い替えも伸び悩んでおり、業界全体としては依然として厳しい状態が続いているといえます。

  そうした厳しい環境の中、当社グループは、パソコン自体の買い替えや、モバイル用、ゲーム用といった特定用途の

ための買い増し需要に対して的確かつ迅速に応えるべく、引き続き消費者ニーズの精細な分析と、それを速やかに製品

に反映させる体制の強化に努めました。また、パソコン本体の販売においては、家電量販店へのオリジナルブランドPC

の提供、WEBを経由したダイレクト販売、ダイレクトショップ・店頭における直接販売等、全方位的に販路の確保をおこ

ない、費用対効果を重視した効率的な広告宣伝の実施と併せ、既存の収益基盤を着実に底上げすることで、前年同期を

大幅に上回る実績を上げることに成功いたしました。

  これらの結果、当第３四半期における連結業績は、売上高が77,717百万円（前年同期比86.4％増）、営業利益が2,112

百万円（同322.2％増）、経常利益が2,396百万円（同191.3％増）となり、四半期純利益は1,286百万円（同151.0％増）

となりました。

  各事業セグメント別の営業概況は次のとおりであります。

（１）パソコン関連事業

  パソコンの製造・販売においては、コンシューマ向けのダイレクト販売部門をはじめとして、ECサイトを経由したパ

ソコン販売が極めて好調となりました。量販店販売部門においても、株式会社マウスコンピューター及び株式会社エム

ヴィケーにおける事業統合（量販店部門のみ）の効果もあり、12月度においては過去最高の売上高を達成しております。

全国に展開する直営店舗部門のみ予算未達となったものの、パソコンの製造・販売部門全体における部門別業績として

は、営業利益及び経常利益ともに1,000百万を超え、前年同期比で約４倍の高い伸び率となりました。

　液晶ディスプレイの製造・販売においては、20インチ以上の大型モデルの普及拡大が見られましたが、外資系競合企

業の価格攻勢が激しく、採算性は確保しつつも国内市場は厳しい状況となりました。しかし、欧州市場における販売実

績は引き続き好調であることから、ディスプレイ部門全体としては当初予算を上回る結果となっております。

　パソコンパーツの卸売・販売においては、自作パーツ市場が引き続き活況となっており、とりわけIntel社製CPU及び

当社グループ会社が正規代理店となっているASUSTeK社製のマザーボード・グラフィックボードが好評を博し、取扱会社

各社すべてが大幅な増収増益となりました。

　以上の結果、パソコン関連事業における売上高は76,281百万円（前年同期比105.2％増）、営業利益は1,964百万円（同

308.0％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、出版物推定販売金額が、前年同期に比べて、全体でさらに約３％減少

しており、書籍離れに歯止めがかからない状況となっております。メディア事業部門においても、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ることでリスクの分散を図りましたが、市場の影響を

免れることはできず、当事業における売上高は1,441百万円（前年同期比8.9％減）、営業利益は115百万円（同37.9％

減）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

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、たな卸資産の増加、法人税等

の支払及び借入金の返済による支払等があったものの、売上債権の減少、連結範囲の変更を伴う子会社の取得等による

収入等により、前連結会計年度末に比べ59百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末は9,433百万円となりました。

当第３四半期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1,103百万円となりました。

これは主に、税金等調整前第３四半期純利益2,328百万円の計上、売上債権の減少580百万円等の増加要因があったも

のの、たな卸資産の増加2,372百万円、仕入債務の減少561百万円、法人税等の支払額1,763百万円の支出等があったこ

と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1,351百万円となりました。

これは主に、株式会社ユニットコム（平成19年10月にアロシステム株式会社から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が1,619百万円となったことによ

るものであります。

㈱ＭＣＪ（6670）平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況

－ 3 －



（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237百万円となりました。

これは主に、短期借入金の純増額350百万円、長期借入れによる収入200百万円があったものの、長期借入金の返済に

よる支出594百万円、自己株式の取得による支出357百万円があったことによるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　パソコン業界における市場環境が好転しない状況の中にあって、当社グループにおける平成20年３月期の通期連結

業績につきましては、おおむね予想通りに推移しております。現時点においては平成19年５月24日に公表いたしまし

た業績予想を変更しておりませんが、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。

 

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）

　新規：１社　　株式会社ユニットコム（平成19年10月にアロシステム株式会社から商号変更いたしました。）

　　平成18年12月21日開催の当社取締役会において、当社による株式会社ユニットコムの株式取得、及び当社を完全親

会社、株式会社ユニットコム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し、平成19

年２月８日開催の当社取締役会において、基本合意に基づく株式譲渡契約書及び株式交換契約書をそれぞれ承認し、

正式締結いたしました。

　平成19年５月11日株式交換手続が完了し、株式会社ユニットコムを子会社といたしました。 
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５．四半期連結財務諸表

(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18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31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   7,509,325   9,523,103   9,733,121  

２．受取手形及び売掛金 ※３  8,283,461   11,602,151   9,318,110  

３．営業投資有価証券   498,412   182,616   270,530  

４．たな卸資産   7,607,425   14,117,973   6,359,322  

５．未収入金   242,867   309,951   490,893  

６．その他   1,501,604   3,688,981   816,584  

貸倒引当金   △122,101   △107,952   △111,344  

流動資産合計   25,520,996 78.5  39,316,825 77.5  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 93,804   1,064,763   57,553   

(2）工具器具備品  124,436   －   －   

(3）土地 ※２ 94,000   692,650   94,000   

(4）その他  19,310 331,550  424,939 2,182,352  99,746 251,300  

２．無形固定資産           

(1）借地権  230,400   －   －   

(2）のれん ※５ 4,423,084   5,722,797   4,333,753   

(3）その他  115,802 4,769,286  406,123 6,128,921  320,740 4,654,493  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  455,896   951,511   2,061,345   

(2）その他  1,420,717   2,251,411   815,498   

貸倒引当金  △165 1,876,449  △87,416 3,115,507  △4,862 2,871,981  

固定資産合計   6,977,286 21.5  11,426,780 22.5  7,777,774 22.4

資産合計   32,498,282 100.0  50,743,606 100.0  34,654,993 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31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   5,087,507   8,475,291   6,929,885  

２．短期借入金   8,080,000   13,778,853   7,761,659  

３．一年内償還予定社債   280,000   1,700,200   280,000  

４．一年内返済予定長期
借入金

  385,540   －   －  

５．未払金   539,990   1,005,286   669,451  

６．未払法人税等   690,715   585,166   1,028,733  

７．賞与引当金   53,940   98,063   102,743  

８．製品保証引当金   316,618   －   322,345  

９．製品等保証引当金   －   403,896   －  

10．返品調整引当金   177,939   193,412   132,180  

11．ポイント値引引当金   －   9,126   －  

12．その他   1,041,542   3,573,452   1,000,141  

流動負債合計   16,653,794 51.2  29,822,748 58.8  18,227,139 52.6

Ⅱ　固定負債           

１．社債   80,000   349,700   40,000  

２．長期借入金 ※２  1,086,395   1,651,762   1,061,693  

３．退職給付引当金   16,174   313,160   39,597  

４．役員退職慰労引当金   69,000   82,890   51,830  

５．その他   7,440   294,955   9,024  

固定負債合計   1,259,010 3.9  2,692,467 5.3  1,202,145 3.5

負債合計   17,912,804 55.1  32,515,216 64.1  19,429,284 56.1

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,775,035 11.6  3,775,035 7.4  3,775,035 10.9

２．資本剰余金   7,688,476 23.7  9,540,558 18.8  7,688,476 22.2

３．利益剰余金   2,109,542 6.5  4,143,499 8.2  2,870,254 8.3

４．自己株式   △788 △0.0  △358,756 △0.7  △823 △0.0

株主資本合計   13,572,266 41.8  17,100,336 33.7  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

  △84,794 △0.3  △161,571 △0.3  △103,113 △0.3

２．繰延ヘッジ損益   △917 △0.0  △3,930 △0.0  △125 0.0

３．為替換算調整勘定   △169,271 △0.5  117,690 0.2  △236,539 △0.7

評価・換算差額等合計   △254,982 △0.8  △47,810 △0.1  △339,779 △1.0

Ⅲ　新株予約権   16,186 0.0  16,000 0.0  16,186 0.0

Ⅳ　少数株主持分   1,252,007 3.9  1,159,865 2.3  1,216,357 3.5

純資産合計   14,585,478 44.9  18,228,390 35.9  15,225,708 43.9

負債純資産合計   32,498,282 100.0  50,743,606 100.0  34,654,993 100.0
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(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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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   41,685,722 100.0  77,717,366 100.0  61,159,244 100.0

Ⅱ　売上原価   36,985,527 88.7  65,104,536 83.8  54,030,268 88.4

売上総利益   4,700,195 11.3  12,612,829 16.2  7,128,975 11.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,199,773 10.1  10,500,104 13.5  5,838,149 9.5

営業利益   500,421 1.2  2,112,725 2.7  1,290,826 2.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  44,625   38,315   48,099   

２．受取配当金  －   80,745   100   

３．負ののれん償却額  74,840   13,814   99,787   

４．持分法による投資利
益

 10,252   8,878   20,048   

５．為替差益  208,960   186,515   224,577   

６．受取手数料  6,013   －   －   

７．受取補償金  8,114   －   －   

８．広告収入  3,670   －   －   

９．その他  53,399 409,876 1.0 158,814 487,083 0.6 97,418 490,032 0.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  58,195   146,366   89,634   

２．株式交付費  263   －   6,213   

３．支払手数料  15,414   14,218   22,154   

４．その他  13,722 87,596 0.2 42,685 203,270 0.2 13,589 131,591 0.2

経常利益   822,701 2.0  2,396,538 3.1  1,649,267 2.7

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 3,990   1,498   －   

２．投資有価証券売却益  623,651   －   623,651   

３．製品保証引当金戻入
益

 83,222   －   －   

４．貸倒引当金戻入益  －   21,342   －   

５．立地助成金  －   34,321   －   

６．保険解約益  －   18,486   －   

７．その他  36,320 747,184 1.8 11,336 86,984 0.1 470,207 1,093,859 1.8

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 1,370   －   －   

２．固定資産除却損 ※４ 17,428   9,916   17,837   

３．減損損失 ※５ －   1,827   －   

４．子会社事業再編損失  180,298   －   194,346   

５．投資有価証券評価損  －   42,904   －   

６．過年度関税追徴税額  －   72,900   －   

７．賃貸契約解約損  －   27,787   －   

８．その他  15,577 214,674 0.5 20 155,357 0.2 19,068 231,253 0.4

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益

  1,355,212 3.3  2,328,165 3.0  2,511,873 4.1

法人税、住民税及び
事業税

 741,544   1,008,832   1,236,948   

法人税等調整額  26,246 767,790 1.9 △64,227 944,604 1.2 △82,883 1,154,064 1.9

少数株主利益   74,827 0.2  97,121 0.1  111,390 0.2

第３四半期（当期）
純利益

  512,593 1.2  1,286,439 1.7  1,246,418 2.0
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第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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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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19年３月31日　残高（千円） 3,775,035 7,688,476 2,870,254 △823 14,332,943

第３四半期中の変動額      

新株の発行　　　　　  1,852,081   1,852,081

第３四半期純利益　　   1,286,439  1,286,439

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

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）

－ 1,852,081 1,273,244 △357,933 2,767,392

平成19年12月31日　残高（千円） 3,775,035 9,540,558 4,143,499 △358,756 17,100,336

 

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

第３四半期中の変動額        

新株の発行　　　　　       1,852,081

第３四半期純利益　　       1,286,439

自己株式の取得（注）　       △371,128

株主資本以外の項目の第３四半期
中の変動額（純額）

 
△58,457 △3,804 354,230 291,968 △186 △56,492 235,288

第３四半期中の変動額合計
　　　　　　　　　　（千円）

△58,457 △3,804 354,230 291,968 △186 △56,492 3,002,681

平成19年12月31日　残高（千円） △161,571 △3,930 117,690 △47,810 16,000 1,159,865 18,228,390

（注）利益剰余金の減少は、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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前連結会計年度の要約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）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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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     

税金等調整前第３四半期（当期）純
利益

 1,355,212 2,328,165 2,511,873

減価償却費  75,193 231,982 116,865

のれん償却額  182,017 256,724 246,312

負ののれん償却額  △74,840 △13,814 △99,787

貸倒引当金の減少額  △17,921 － －

賞与引当金の減少額  △48,389 － －

受取利息及び受取配当金  △44,625 △119,060 △48,199

支払利息  58,195 146,366 89,634

為替差益  △29,780 － －

持分法による投資利益  △10,252 △8,878 △20,048

固定資産売却益  △3,990 △1,498 △47,218

固定資産売却損  1,370 － －

固定資産除却損  17,428 9,916 －

株式交付費  263 － －

投資有価証券売却益  △623,651 － △623,651

投資有価証券評価損  － 42,904 －

売上債権の減少額(△増加額）  △1,256,077 580,774 △2,615,884

たな卸資産の減少額(△増加額）  △1,180,433 △2,372,649 99,335

営業投資有価証券の減少額(△増加
額）

 △488,869 70,320 △202,920

仕入債務の増加額（△減少額）  550,073 △561,585 2,139,205

未収入金の減少額(△増加額）  142,477 139,950 △139,779

未払金の増加額（△減少額）  45,796 △88,310 －

未払消費税等の増加額(△減少額）  211,352 △299,520 301,509

前渡金の減少額（△増加額）  △600,431 89,815 122,308

その他  △232,131 244,482 △448,268

小計  △1,972,014 676,086 1,381,285

利息及び配当金の受取額  41,952 123,146 48,199

利息の支払額  △57,670 △139,779 △87,738

法人税等の支払額  △298,445 △1,763,259 △443,934

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,286,178 △1,103,806 897,812
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前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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  － 339,000 83,414

定期預金の預入による支出  － △148,429 －

貸付の回収による収入  799,055 － 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
の取得等による収入

 312,601 1,619,471 312,601

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

 － △225,245 －

関連会社株式の取得による支出  △51,456 － △470,956

投資有価証券の取得による支出  △40,832 △598,233 △703,515

投資有価証券の売却による収入  883,854 832,919 889,603

有形固定資産の取得による支出  △72,568 △427,354 △92,527

有形固定資産の売却による収入  59,934 3,016 124,912

無形固定資産の取得による支出  △21,519 △38,547 △172,907

長期前払費用の増加による支出  △4,451 △51,200 △4,451

その他  △151,103 45,912 734,127

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,113,514 1,351,308 929,304

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  100,000 350,000 △577,720

長期借入れによる収入  － 200,000 －

長期借入金の返済による支出  △65,331 △594,985 △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 △330,100 △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  △244 △4,307 △6,493

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,575 △237,326 △779,089

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  91,654 49,223 173,599

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

 △1,085,584 59,399 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第３四半期（当
期）末残高

※ 7,066,902 9,433,512 9,374,112
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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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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　　　　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　　　　20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

株式会社秀和システム

株式会社ユニットコム 

（平成19年10月にアロシステ

ム株式会社から商号変更いた

しました。）

上記のうち、株式会社ユ

ニットコムは、平成19年５月

に株式交換により連結子会社

となったため、当第３四半期

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Ｇ

ＴＩ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）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

主要な非連結子会社名

ＨＰＣシステムズ株式会社

　 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、第

３四半期純損益（持分に見合う

分）及び利益剰余金（持分に見

合う分）等は、いずれも四半期

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

(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．持分法の適用に関する事

項

(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　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、当第３四

半期連結会計期間より、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株式会

社ユニットコム（平成19年10月に

アロシステム株式会社から商号変

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、当第３四半期連

結会計期間より持分法適用から除

外しております。

(1）持分法適用の関連会社数 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。
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項目
前第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）

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

 (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。

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。

　　　　　　　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。

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

　　　　同左　

(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

　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

　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

　　　　　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
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項目
前第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）

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

 (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

　　　　　同左

 

 

 

 

 

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

　　　　　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 ２～50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）

当第３四半期連結会計期間

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

整前第３四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。

 (追加情報）

当社及び国内連結子会社は、

法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人

税の適用に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

なお、この変更に伴う営業

利益、経常利益及び税金等調

整前第３四半期純利益に与え

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。

②　無形固定資産

　　　　　　　同左

②　無形固定資産

　　　　同左

 　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

のれん　　　主として20年

自社利用のソフトウェア

　　　　　　　　　　５年
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項目
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

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

(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

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　　　　　　－

 

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、当四半期連結会

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　　　　　－
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項目
前第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）

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

 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。

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、

当四半期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。　　　　

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。

 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、内規に基づく当四半期

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、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

　　　　　　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

　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

　　　　　　同左

(6）重要なリース取引の処理方法

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

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

 (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

(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

借入金利息

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

 (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、

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

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
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項目
前第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）

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

 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、

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。

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

５．四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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

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

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。

 ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当連結会計年度より、「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）

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。

 ───── （ストック・オプション等に関する会計基準）

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。

 ───── （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。

（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。

 ───── （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、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。
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前第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）

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

（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。

 ───── （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。

追加情報

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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）

 ─────

　

（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、前第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。

  なお、前第３四半期連結会計期間を通して前

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

調整前第３四半期純利益への影響はありません。
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表示方法の変更

前第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）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

    至　平成19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。

（四半期連結貸借対照表）

前第３四半期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」（当第３四半期連結会計期間は406,703千円）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。

前第３四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました「借地権」

（当第３四半期連結会計期間は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」（当第３四半期連結会計期間は

2,878,853千円）は、前第３四半期連結会計期間まで区分掲記しており

ましたが、当第３四半期連結会計期間より「短期借入金」に含めて表

示しておます。

「製品保証引当金」は、当第３四半期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。

 

 

　　　　　　

（四半期連結損益計算書）　　　　　　　　　　

前第３四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました「受取手数

料」（当第３四半期連結会計期間は27,277千円）、「受取補償金」（当

第３四半期連結会計期間は6,502千円）及び「広告収入」（当第３四半

期連結会計期間は5,473千円）は、営業外収益の総額の100分の10以下

となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することといた

しました。

前第３四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました「株式交付

費」（当第３四半期連結会計期間は1,797千円）は、営業外費用の総額

の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示

することといたしました。

前第３四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました「製品保証

引当金戻入益」（当第３四半期連結会計期間は6,183千円）は、特別利

益の総額の100分の10以下となったため、特別利益の「その他」に含め

て表示することといたしました。
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前第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）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

    至　平成19年12月31日）

（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。

（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「貸倒引当金の増加額（△減

少額）」は、当第３四半期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、当第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「貸

倒引当金の増加額（△減少額）」は、△19,998千円であります。

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、

当第３四半期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、当第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「賞

与引当金の減少額」は、△144,506千円であります。

営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差益」は、当第３四半

期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、当第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「為

替差益」は、14,904千円であります。

営業活動によるキャッシュ・フローの「株式交付費」は、当第３四

半期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、当第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「株

式交付費」は、1,797千円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付の実行による支出」は、

当第３四半期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、当第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「貸

付金の実行による支出」は、△560千円であります。

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「自

己株式の取得による支出」は△241千円であります。
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(5）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18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年12月31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

355,439千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,028,896千円

※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 156,275千円

土地 154,604千円

計 310,880千円

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　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　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 67,234千円

※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 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。

４　当座貸越契約

当社及び連結子会社（６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。

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 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 21,750,000千円

借入実行残高 10,900,000千円

差引額 10,850,000千円

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

※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 6,059,949千円

負ののれん 337,151千円

※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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（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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 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 3,018,501千円

賞与引当金繰入額 97,955千円

製品等保証引当金繰入額 158,289千円

貸倒引当金繰入額 2,930千円

役員退職慰労引当金繰入

額
9,450千円

退職給付費用 39,699千円

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 2,974千円

工具器具備品 1,015千円

車両運搬具 1,498千円

  

 

※３　固定資産売却損の内訳

 

※３　　　　　　　　―　　　

 

※３　　　　　　　　―　　　

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

建物附属設備 8,374千円

工具器具備品 1,048千円

その他 493千円

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　　　　

当第３四半期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。

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株式会社ユニット

コム（平成19年10月にアロシステム株式会社

から商号変更いたしました）は、管理会計上

の区分を基準として、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、当期減少額を減損損失（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。

 

※５　　　　　　　　―　　　　　　　　
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（四半期連結株主資本変動計算書関係）

前第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 4 － 11

合計 7 4 － 11

　（注）１.　普通株式の発行済株式数の増加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 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

新株引受権
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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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。

㈱ＭＣＪ（6670）平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況

－ 26 －



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

合計 － － － － － 16,000

  （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。

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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（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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年３月31日現在）

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 9,523,103千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△89,591千円

現金及び現金同等物 9,433,512千円

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
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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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

累計額相当額及び第３四半期末残高相当額

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

累計額相当額及び第３四半期末残高相当額

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）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

機械装置 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）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

建物及び
構築物

4,135 3,643 492

機械装置 16,687 15,073 1,614

工具器具
備品

87,340 70,836 16,503

ソフト
ウエア

48,672 45,875 2,797

その他 4,125 550 3,575

合計 160,962 135,978 24,984

 
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）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (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 15,767千円

１年超 10,209千円

合計 25,977千円

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 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 25,589千円

減価償却費相当額 24,486千円

支払利息相当額 588千円

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 20,173千円

１年超 11,551千円

合計 31,724千円

１年内 14,514千円

１年超 6,654千円

合計 21,168千円

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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当第３四半期連結会計期間末（平成19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 1,680 1,260 △420

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,680 1,260 △420

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 439,433 281,471 △157,962

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

  　　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 439,433 281,471 △157,962

（注）当第３四半期連結会計期間において、有価証券について42,904千円（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27,004千円）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

 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 64,800

その他 116,556

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 338,890

その他 17,316
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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1,068千円）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。

当第３四半期連結会計期間末（平成19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19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 347,225 338,903 △8,322

金利 スワップ取引 63,336 △131 △131

合計 － － △8,454

　（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

 
当連結会計年度末

（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。
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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。
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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
76,276,328 1,441,037 77,717,366 － 77,717,366

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,171 722 5,893 △5,893 －

計 76,281,500 1,441,759 77,723,260 △5,893 77,717,366

営業費用 74,317,270 1,326,430 75,643,701 △39,060 75,604,641

営業利益 1,964,229 115,329 2,079,559 33,166 2,112,725

　（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第３四半期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、当第３四半期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

(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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【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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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。

【海外売上高】

前第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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 28,863円84銭

１株当たり第３四半期純利益 　1,124円73銭

１株当たり純資産額 35,059円51銭

１株当たり第３四半期純利益 2,666円46銭

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

　　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。

　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。

　（注）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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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株当たり第３四半期（当期）純利益    

第３四半期（当期）純利益（千円） 512,593 1,286,439 1,246,418

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）

512,593 1,286,439 1,246,418

期中平均株式数（株） 　普通株式　　455,746 普通株式　　482,453 普通株式　　457,136

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

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）

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

（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。

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （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）

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

　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

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。

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。

(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）

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

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）

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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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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  303,238   214,550   1,891,463   

２．売掛金  116,024   46,615   43,142   

３．たな卸資産  194   －   －   

４．前払費用  15,763   15,036   19,082   

５．繰延税金資産  18,026   5,340   34,609   

６．関係会社短期貸付金  1,890,000   2,150,000   1,590,000   

７．その他  155,205   332,348   27,448   

流動資産合計   2,498,453 16.4  2,763,891 16.1  3,605,746 23.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  7,833   8,228   7,168   

(2）工具器具備品  9,025   6,716   8,167   

有形固定資産合計  16,859   14,945   15,335   

２．無形固定資産  29,966   17,515   21,149   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  245,700   308,810   509,810   

(2）関係会社株式  12,314,394   13,987,364   11,346,743   

(3）その他の関係会社有価
証券

 81,600   1,000   81,600   

(4）敷金保証金  19,416   19,516   19,416   

(5）その他  47,996   6,672   45,166   

投資その他の資産合計  12,709,107   14,323,362   12,002,737   

固定資産合計   12,755,933 83.6  14,355,823 83.9  12,039,221 77.0

資産合計   15,254,386 100.0  17,119,715 100.0  15,644,968 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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．短期借入金  900,000   1,150,000   900,000   

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

３．未払金  35,890   34,444   5,184   

４．未払法人税等  251,780   －   444,575   

５．賞与引当金  2,764   2,429   5,724   

６．その他  18,833   18,094   13,695   

流動負債合計   2,209,269 14.5  2,204,967 12.9  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   

２．その他  －   6,432   －   

固定負債合計   1,000,000 6.5  1,006,432 5.9  1,000,000 6.4

負債合計   3,209,269 21.0  3,211,399 18.8  3,369,181 21.5

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,775,035 24.7  3,775,035 22.0  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 42.7  8,363,218 48.9  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  1,778,551   2,110,201   2,031,070   

利益剰余金合計   1,779,017 11.7  2,110,201 12.3  2,031,070 13.0

４．自己株式   △788 0.0  △356,140 △2.1  △823 △0.0

株主資本合計   12,064,400 79.1  13,892,315 81.1  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

  △35,283 △0.2  － －  △56,631 △0.3

評価・換算差額等合計   △35,283 △0.2  － －  △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   12,045,117 79.0  13,908,315 81.2  12,275,787 78.5

負債純資産合計   15,254,386 100.0  17,119,715 100.0  15,644,968 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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   6,001,760 100.0  390,734 100.0  6,126,524 100.0

Ⅱ　売上原価   4,994,845 83.2  － －  4,994,845 81.5

売上総利益   1,006,914 16.8  390,734 100.0  1,131,679 18.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  833,422 13.9  353,537 90.5  924,411 15.1

営業利益   173,492 2.9  37,196 9.5  207,267 3.4

Ⅳ　営業外収益   58,400 1.0  96,923 24.8  68,501 1.1

Ⅴ　営業外費用   19,903 0.4  24,360 6.2  26,959 0.4

経常利益   211,990 3.5  109,759 28.1  248,809 4.1

Ⅵ　特別利益   635,760 10.6  － －  1,039,900 16.9

Ⅶ　特別損失   284 0.0  － －  661 0.0

税引前第３四半期
（当期）純利益

  847,466 14.1  109,759 28.1  1,288,048 21.0

法人税、住民税
及び事業税

 345,620   1,815   533,278   

法人税等調整額  2,779 348,399 5.8 28,813 30,628 7.8 3,651 536,929 8.7

第３四半期（当期）
純利益

  499,066 8.3  79,131 20.3  751,119 12.3
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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

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

第３四半期会計期間中
の変動額

        

新株の発行
 

 1,852,081   1,852,081   1,852,081

第３四半期純利益
 

  79,131  79,131   79,131

自己株式の取得
 

   △355,316 △355,316   △355,316

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）

     56,631  56,631

第３四半期会計期間中
の変動額合計
（千円）

－ 1,852,081 79,131 △355,316 1,575,896 56,631 － 1,632,527

平成19年12月31日
残高（千円）

3,775,035 8,363,218 2,110,201 △356,140 13,892,315 － 16,000 13,908,315
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前事業年度の要約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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