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1.  21年7月期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年7月期 5,308 △12.0 △611 ― △1,072 ― △1,697 ―
20年7月期 6,029 △61.2 △989 ― △1,405 ― △1,227 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年7月期 △31,398.82 ― △42.2 △18.6 △11.5
20年7月期 △22,706.72 ― △20.7 △9.9 △16.4

（参考） 持分法投資損益 21年7月期  ―百万円 20年7月期  △192百万円

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

21年7月期 3,400 3,172 90.1 56,666.57
20年7月期 8,144 5,665 61.2 92,223.60

（参考） 自己資本   21年7月期  3,064百万円 20年7月期  4,987百万円

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

21年7月期 △624 △138 △526 2,575
20年7月期 △898 5,417 △2,430 4,099

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年7月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
21年7月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年7月期 

（予想） ― ― ― ― ― ―

3.  22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

1,680 △47.0 △50 ― △40 ― △35 ― △647.23

通期 3,500 △34.1 10 ― 30 ― 30 ― 554.77

-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  

(注）詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（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） 

（注）詳細は、27ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、55ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 Guest-Tek Interactive Entertainment 
Ltd.

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期 54,076株 20年7月期 54,076株
② 期末自己株式数 21年7月期  ―株 20年7月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年7月期の個別業績（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年7月期 629 △21.6 △232 ― △614 ― △2,437 ―
20年7月期 802 5.5 △297 ― △397 ― △2,246 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年7月期 △45,082.39 ―
20年7月期 △41,548.30 ―

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

21年7月期 3,192 3,087 96.7 57,103.18
20年7月期 6,148 5,530 90.0 102,272.68

（参考） 自己資本 21年7月期  3,087百万円 20年7月期  5,530百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、業績の
変化等により、上記の予想数値と異なる場合があります。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響により、企業の設備投資の縮小、雇

用情勢の悪化、個人消費の減少など、景気は悪化してまいりました。 

このような状況のもと、効率的なグループ経営体制を早期に確立するため平成21年2月2日をもって持

株会社体制へ移行し、あわせて新設分割方式による株式分割を行い、新規に設立した100％子会社（株

式会社エム・ピー・テクノロジーズ及び株式会社エム・ピーBB）にITインフラ事業、ブロードバンド事

業を継承し、事業基盤の強化と収益力の向上に努めてまいりました。 

具体的には、１．不採算事業子会社の整理ならびに組織再編による子会社の経営管理コストの削減

２．本社移転など大規模な経費削減 ３．事業拡大 ブロードバンド事業におけるデジタルサイネージ

事業への進出や、ITインフラ事業における新製品として、クラウド環境におけるWebコンテンツ保護ソ

リューション「WebShell」の提供などを 優先事項として取り組んでまいりました。 

また、当社は平成21年4月9日付で、ブロードバンド事業に属していた連結子会社のGuest-

Tek Interactive Entertainment Ltd.当社保有株式の一部を譲渡したため、同社の傘下にあった連結子

会社５社も含め、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

これに伴い、同社の決算日が3月末日であるため、損益計算書につきましては、平成20年7月1日から

平成21年3月31日までを連結しております。 

  

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,308百万円（前年同期比12.0％減）、営業損失611百

万円（前年同期は989百万円の損失）、経常損失1,072百万円（前年同期は1,405百万円の損失）、当期

純損失1,697百万円（前年同期は1,227百万円の損失）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

なお、従来、事業の種類別セグメントの事業区分は、「HSIA事業」、「VOD事業」、「その他事業」

の３区分としておりましたが、第１四半期連結会計期間より「ITインフラ事業」、「ブロードバンド事

業」、「トラベル事業」の３区分に変更いたしました。 

変更後の事業区分の内容は以下のとおりであります。 
 

   

  

また、前連結会計年度を変更後の事業区分によった場合の数値については、「４ 連結財務諸表

（セグメント情報）」に記載のとおりであります。 

（ITインフラ事業） 

情報漏洩対策、内部統制、CO2削減などの企業経営を取り巻く環境の変化から企業のIT投資の意欲

は堅調に推移いたしました。中でも新型インフルエンザ対策やスペース削減のために大手企業で導入

している在宅勤務制度などへのIT対応としてや、情報漏洩対策としての仮想化、シンクライアント化

のソリューションは市場で急速に導入が拡大しております。 

その中、前連結会計年度から取り組んでいたチャネル営業を強化したこと、及び拡充した取扱商品

やソリューションをセミナーやイベントを通じて知名度を高めたことにより、大幅な増収となりまし

た。 

これらの結果、ITインフラ事業の売上高は1,134百万円(前年同期比71.2％増）、営業利益は34百万

円（前年同期は14百万円の営業損失）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

ITインフラ事業 ・・・ シンクライアントソリューションなどの情報セキュリティ事業、企業
システム基盤構築などのインフラソリューション事業。

ブロードバンド 
事業

・・・
トリプルプレイサービス（HSIA、VOD、VoIP）。ビジネスセンターサ
ービス。

トラベル事業 ・・・ 旅行企画販売、MICE企画販売、出版広告事業

（※１） 

MICE

・・・ MICEとは（M）Meeting、（I）Incentive、（C）Convention、（E）Exhibitionの４つのビ

ジネスセグメントの頭文字を取った造語であり、社内会議、報奨旅行、研修会、展示会な

どの企業が定期的に行う活動の総称であります。
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（ブロードバンド事業） 

トリプルプレイサービス（HSIA、VOD、VoIP）やビジネスセンターサービスは、景気停滞が顕著に

なった北米を中心に事業を展開してきました。継続収入が多いため、現地通貨では極端な落ち込みは

見られていないものの、円高進行の影響により売上高が減少いたしました。しかし、販売管理費削減

に努め、収益力の改善に努めました。 

これらの結果、ブロードバンド事業の売上高は3,259百万円（前年同期比36.6％減）、営業損失は

196百万円（前年同期は646百万円の営業損失）となりました。 

  

（トラベル事業） 

前連結会計年度からホスピタリティー市場におけるシェア（面）の活用を目的に、企業向け旅行企

画販売やMICE企画販売、出版広告事業を中心としたブロードバンド事業の付加価値サービスを展開し

てきました。 

これらの結果、トラベル事業の売上高は971百万円（前年同期比315.8％増）、営業損失は141百万

円（前年同期は21百万円の営業損失）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

（アジア） 

景気停滞懸念は強まっているものの、既存事業の拡大並びに新規事業への参入もあり、売上高は増

加しました。しかし販売管理費が拡大したため、損失が増加しました。 

これらの結果、アジアにおける売上高は2,233百万円（前年同期比82.9％増）、営業損失は188百万

円（前年同期は87百万円の営業損失）となりました。 

  

（北米） 

景気停滞が顕著ではあるものの、継続収入が多いため、現地通貨では極端な落ち込みは見られてい

ませんが、円高進行の影響により売上高が減少いたしました。しかし、販売管理費削減に努め、利益

の改善に努めました。 

これらの結果、北米における売上高は3,074百万円（前年同期比36.0％減）、営業損失は116百万円

（前年同期は594百万円の営業損失）となりました。 

  

（次期の見通し） 

ITインフラ事業におきましては、現在個人情報漏洩などの企業の情報セキュリティー対策にニーズは

一層高まることが予想されているものの、競争が一層熾烈化するものと思われます。 

ブロードバンド事業におきましては、ホスピタリティー市場においては、急速な景気悪化が続いてお

り、縮小が予想されるものの、継続収入の割合を増加させることが急務と考えられます。一方、国内の

デジタルサイネージ関連市場は、急速に拡大していくものと考えられます。 

そこで、ITインフラ事業並びにブロードバンド事業においては、従来どおり、幅広くプロダクトの拡

充に努め、各事業においてワンストップサービスを実現できるように取り組んでまいります。 

トラベル事業におきましても、引き続き、企画力を上げる取り組みを行ってまいります。 

また不採算事業子会社の整理並びに組織再編による子会社の経営管理コストの削減や経費削減などに

より、収益力の強化による早期黒字化にも取り組んでまいります。 

  

以上により、連結売上高3,500百万円、連結営業利益10百万円、連結経常利益30百万円、連結当期純

利益30百万円となる見通しであります。 
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 ①資産、負債及び純資産の状況 

総資産については、前連結会計年度末に比べ4,743百万円減少し、3,400百万円となりました。これは

主に連結子会社Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.が連結の範囲から除外されたことにより、

当該連結子会社の資産が、2,986百万円減少したことによるものであります。また、現金及び預金につ

いても、1,629百万円減少しておりますが、キャッシュ・フローの状況に記載の通りであります。 

負債については、前連結会計年度末に比べ2,251百万円減少し、227百万円となりました。これは主に

短期借入金が500百万円減少したことによるものであります。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ2,492百万円減少し3,172百万円となりました。これは主

に連結当期純損失が1,697百万円となったことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ 1,524 百 万 円 減 少 し、2,575 百 万 円 と な り ま し た。こ れ は 主 に、連 結 子 会 社 Guest-

Tek Interactive Entertainment Ltd.が連結の範囲から除外されたことによるものであります。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は624百万円（前年同期比274百万円の増加）となりました。これは主

に、貸倒引当金の増減額387百万円（前年同期比16百万円の増加）、投資有価証券評価損222百万円、減

価償却費224百万円（前年同期比25百万円の減少）、のれん償却額241百万円（前年同期比1,500百万円

の減少）の非資金項目による増加があったものの、税金等調整前当期純損失1,818百万円（前年同期比

233百万円の損失の減少）、未収入金の増減額335百万円（前年同期比496百万円の減少）の計上による

ものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は138百万円（前年同期比5,555百万円の支出の増加）となりました。こ

れは主に、定期預金の払戻による収入104百万円（前年同期比103百万円の収入の増加）があったもの

の、有形固定資産の取得による支出217百万円（前年同期比50百万円の支出の増加）があったためであ

ります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は526百万円（前年同期比1,904百万円の支出の減少）となりました。こ

れは主に、短期借入金の返済500百万円（前年同期比1,302百万円の支出の減少）があったことによるも

のであります。 

  

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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）各指数は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払い額を使用しています。 

  

当社グループは、株主の皆様からのご支援・ご協力に報いるため、利益還元を経営の 重要課題の一

つとして位置づけており、財務状況や将来の事業展開を総合的に勘案しつつ、安定的な配当を継続して

実施していくことが重要であると認識しております。 

 しかしながら、当期純損失計上となったこと、及び内部留保の充実に務める観点から、現状では配当

を実施しておりません。 

 株主の皆様には、深くお詫びを申し上げますとともに、早期に配当を実現するよう収益力向上に努め

てまいります。 

なお、内部留保につきましては、企業価値向上に向けた持続的な成長と競争力強化のための投資なら

びに財務体質の強化のために活用していく予定であります。 

また、当社は、会社法第454条第5項に基づき、中間配当制度を採用しております。剰余金の配当は、

中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。剰余金の配当に関する決定機関は中間

配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。 

  

平成17年7月期 平成18年7月期 平成19年7月期 平成20年7月期 平成21年7月期

自己資本比率（％） 42.0 54.3 33.9 61.2 90.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

131.33 37.0 17.8 25.5 52.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

10.1 5.5 3.3 △0.6 0.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

56.5 9.0 9.5 △29.6 △68.5

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる

主な事項を記載しております。また、必ずしも事業展開上のリスク要因に該当しない事項についても、

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

に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能

性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投

資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行う必要があります。また、

以下の記載は本株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものではありません。 

  

 (事業展開について) 

当社グループは、国内外においてサービスを展開しておりますが、各地域の政治、経済、法律、文

化、慣習、競合会社、社会情勢の変化や各種規制の動向が、各地の需要や当社グループのサービス提供

体制に影響を与え、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

また、一般的にIT関連サービスの価格は低下傾向にあり、当社グループを取り巻くIT市場環境におい

ても将来的に低価格化または無料化となる可能性があることから、現在の当社グループのビジネスモデ

ルでは、収益が圧迫される可能性があります。当社グループとしては、付加価値サービスを追加してい

くことで、対処できると考えておりますが、付加価値サービスが展開できない場合、当社グループの財

政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループが展開しているITインフラ事業及びブロードバンドサービス事業の競合状況について

は、お客様やお取引先のニーズに即した商品やサービスを提案・提供し、かつ保守サービスを行うこと

で安定的な案件の受注が可能であるため、現状においては、他社と比較して優位性があると認識してお

りますが、今後新規参入企業が出現した場合、競争優位を維持できないリスクがあり、この事業の業績

に影響を与える可能性があります。 

当社グループは、「企業価値（株主価値）の向上」を図っております。その実現のために買収、子会

社設立、合併事業、設備投資等を国内外問わず展開してまいりました。現在、当社は、主要な連結子会

社６社に出資しており、うち３社が海外企業であります。当社グループは、投融資案件に対して、リス

ク及びリターンを厳密に事前に評価し実行する予定ですが、投融資先の事業の状況が当社グループの業

績に与える影響を確実に予想することは困難であります。また、買収スキームの煩雑化及び買収交渉の

長期化により買収コスト（監査報酬や弁護士費用等）が増大し、投融資を回収できず、当社グループの

財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

当社グループの連結売上高に占める海外売上高の比率は、当連結会計年度において58.4％でありま

す。当社は、海外子会社における外貨表示（米ドル、中国元）の財務諸表を当社グループの報告通貨で

ある日本円に換算しております。そのため、外国為替の変動は当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

当社グループが提供している「委託設置」モデルでのブロードバンドサービスに係るシステムは、常

時ホテル内に設置しておりますので、不慮の自然災害等に対する防衛対策を施しておりますが、想定し

た以上の大規模な自然災害によって甚大な被害を受ける可能性があります。長期間にわたり業務を中断

(4) 事業等のリスク

① 経済状況について

② 競合について

③ 投融資等について

④ 為替リスクについて

⑤ 自然災害によるリスク

-7-

(株）エム・ピー・ホールディングス（3734）　平成21年7月期決算短信



するような場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは国内外においてITサービスを展開しており、将来、重要な訴訟等が提起された場合に

は、裁判制度等の違いにより当社グループ側の主張・予測と相違する結果となるリスクがあります。当

社グループに不利益な判断がなされた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を

及ぼす可能性があります。 

  

(技術関連について) 

当社グループは、現状、 先端の技術動向の把握に支障を来したことはありませんが、IT市場は技術

革新のスピードが速いため、当社グループが技術革新に対応できない場合には、業界標準に対応できな

いあるいは顧客ニーズを捉えられないことなどにより、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

当社グループにおける研究開発活動は、ブロードバンドサービスを円滑に行う上での機能拡充を目的

としたミドルウェアの開発、「StreamFaucet」（映像配信の為のソフトウェア）の開発及び新たなブロ

ードバンドサービスを展開する上で必須なシステムの開発を中心に行っております。 

しかし、研究開発の成果は不確実なものであり、多額の支出を行ったとしても必ずしも成果に結びつ

かないというリスクがあります。その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

当社グループは、各種システムの構築にあたって、各社が保有している独自のミドルウェア及び

「StreamFaucet」（映像配信ソフトウェア）等の品質管理を行うと共に、サーバやSTBといったハード

ウェアや関連するソフトウェアは、仕入れた段階で当社グループが独自に定めた品質テストを行うこと

に加えて、客先でのシステム構築作業が完了した時点においても品質テストを行って 終確認を実施す

ることとしており、システムの品質管理には細心の注意を払っております。 

当社グループは、顧客から案件を受託する際に取り交す契約に免責条項を設けておりますが、当社グ

ループのシステムが不具合を起こした場合、顧客より損害賠償請求を受けることなどにより、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、今後独自開発のミドルウェアやビジネスモデル等に関して、商標権、特許権、実

用新案権等の登録対象となる可能性のあるものについては、その登録を目指し出願の検討等の対応を

行ってまいりますが、他社が当社グループよりも先にその権利を取得した場合、損害賠償請求を受け

て当社事業の継続が困難になる可能性または当社事業が制約される可能性があります。 

また、当社グループは現時点において、第三者より知的財産権に関する侵害訴訟を提起されたり、侵

害の主張を受けてはおりませんが、将来的に当社グループが開発、販売する全てのソフトウェア、ハー

ドウェアに関し、第三者より知的財産の侵害に関する請求を受けたり、訴訟を提起される可能性がない

とは断言できません。 

  

(当社グループの組織体制について) 

⑥ 重要な訴訟等について

① 技術動向への対応について

② 研究開発について

③ 品質管理について

④ 知的財産権について

① 当社単体が小規模組織であることについて

-8-

(株）エム・ピー・ホールディングス（3734）　平成21年7月期決算短信



当社は平成21年7月31日現在で従業員が10名と組織規模が小さく、内部管理体制や業務執行体制も当

該組織規模に応じたものとなっております。そのため、組織的な対応が適切且つ充分にできるか否かは

不確実であり、当社の事業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。当社の役員や従業員が、業

務を遂行する上で支障が生じた場合や社外に流出した場合には、当社の業務に支障が生じ、当社グルー

プの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループ、特に当社については、小規模組織であることもあり、代表取締役社長である佐藤直浩

が中心となって、事業を遂行する上での重要な役割を果たしております。よって、佐藤への過度な依存

を改善し、円滑に事業を遂行するべく、事業体制において全社的な組織の構築や人材の育成に努めてお

ります。しかし、同氏が理由の如何に係わらず当社業務を継続することが困難となった場合には、当社

グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、優秀な人材の確保、従業員の育成は、今後事業を拡大する上で極めて重要であると

認識しております。優秀な人材の確保や従業員のインセンティブのために、能力主義やストックオプシ

ョンなどを取り入れた報酬プログラムを実践しております。 

しかしながら、現在在職している人材が流出するような場合、または当社の求める人材が充分に確保

できなかった場合、今後の事業展開も含めて事業拡大及び将来性に影響を与える可能性があります。 

当社グループは、お客様やお取引先の個人情報や機密情報の保護については、社内規程の制定、従業

員への教育等対策を徹底するなど万全を期しております。今後はより情報管理の強化に努めてまいりま

す。しかしながら、予期せぬ事態により流出する可能性が皆無ではありません。万が一、このような事

態が生じた場合、当社グループの社会的信用に影響を与え、賠償責任等の費用負担やブランド価値の低

下が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 特定の経営者への依存について

③ 人材の確保について
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当社は、平成21年2月2日付けで、持株会社体制へ移行して株式会社エム・ピー・ホールディングスと

商号を変更しております。 

 また同日、新設分割方式による会社分割を行い、新規設立した当社の100％子会社（株式会社エム・

ピー・テクノロジーズ及び株式会社エム・ピーBB）にITインフラ事業、ブロードバンド事業を継承し、

連結子会社といたしました。 

 当社グループは当社、子会社7社により構成されており、主な事業内容とグループを構成している

各社の位置付けは以下のとおりであります。 

  

＜連結対象会社＞ 

 
  

2. 企業集団の状況

事業区分 地域 会社名 主要な事業内容

ITインフラ 
事業

日本
株式会社エム・ピー・テクノロ
ジーズ

・シンクライアントソリューション提供 
・ITインフラ構築

ブロードバンド
事業

日本 株式会社エム・ピーBB

・映像配信ソリューション提供 
・ネットワーク型デジタルサイネージソリューショ
ンの提供 
・デジタルコンテンツ提供

北米 Logiclink, Inc. ・ビジネスセンターサービスの提供

アジア
Shanghai University Yoshiba 
Information Technology co. Ltd

・IPTVの販売・運営

トラベル事業
日本 株式会社MPT BB コンテンツ事業とトラベル事業

日本 株式会社ジャパトラ
・国内・海外旅行の企画・運営 
・MICEの企画・運営 

－ 香港 MPT International Assets Ltd.
アジア地域における事業展開・資金運用及び子会社
管理
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下記は、当社グループの事業系統図を図示したものであります。 

＜事業系統図＞ 

 

（※1） ・・・ シンクライアントソリ
ューション

クライアント端末には表示や入力など 低限の機能のみ持たせ、ア
プリーケーションの実行などほとんどの処理をサーバ側に集中させ
るソリューション。
サーバ側で一元管理するため、情報漏洩対策に有用であるのに加
え、運用・管理面を中心としたTCO削減が可能になる。

（※2） ・・・ デジタルサイネージソ
リューション

各種電子看板へ3Gモバイルなどのネットワークを通じて映像を配
信・管理するソリューションのこと。屋外広告や店頭販促ツールと
して用いられ、設置場所の地域性を考慮し、特定層に焦点を絞った
設定を行うことが可能になる。

（※3） ・・・ ビジネスセンターサー
ビス

ホテル内において、パソコン、FAX、プリンター、コピー、電話、
郵便など仕事で使用する機器が一式揃っている場所のことを指す。
そして、これらの機器がインターネットで総合的に課金・管理され
ている。

（※4） ・・・ IPTV Internet Protocol Televisionの略。インターネットのIP技術を利
用してテレビ映像を配信するサービスで、ブロードバンド回線経由
で放送やビデオオンデマンド（VOD）サービスを配信する事ができ
る。

（※5） ・・・ MICE MICEとは（M）Meeting、（I）Incentive、（C）Convention、（E）
Exhibitionの４つのビジネスセグメントの頭文字を取った造語であ
り、社内会議、報奨旅行、研修会、展示会などの企業が定期的に行
う活動の総称。
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「Challenge ＆ Innovation～挑戦と改革～」 

チャレンジ精神とホスピタリティ精神を基盤に、成長するための改革を追及し、新たなビジネスや社

会を創造できるプロフェッショナル集団を目指していきます。 

  

当社グループでは、早期の黒字化を実現するグループ体制を構築していくことを 優先事項として

いることから当期純利益を重要な経営指標としております。 

  

 当社グループは、新経営体制のもと、中長期的視野に立った連結グループ体制を早期に確立するた

め、分野、地域については見直しを行い、事業ごとに安定した収益を確保できる体質に変革していくこ

とで、グループ全体の収益力向上をめざしてまいります。 

また、各個別事業について、ＩＴインフラ事業、ブロードバンド事業ともにグループのコア事業と位

置づけ、経営資源を投入し徹底強化してまいります。 

ＩＴインフラ事業においては、この経済環境下においても、セグメント別では、前年同期比71.2%の

売上増とし大幅に伸張しております。その後も堅調に受注を獲得し、急速に仮想化、シンクライアント

化が進んできております。シンクライアント世界トップブランドのWyse社製品の国内代理店として、す

でに多くのお客様に導入を行い、Citrix社 Xenシリーズ、VMware、ThinPrint、IBM Bladeサーバー等キ

ーソリューション群を含めシンクライアントのワンストップサービスを実現できる体制を擁しておりま

す。今後も拡大が見込まれており、同事業においてはシンクライアントNO.1ベンダーを目指しておりま

す。今後はSaaS型のソリューションを提供する体制を整え、安定した収益基盤の実現に向けて取り組ん

でおります。 

ブロードバンド事業においては、従来のお客様へのシステムインテグレーションならびに保守サービ

スの提供はもとより、新たな取り組みとして、モバイルネットワークを利用したデジタルサイネージソ

リューション提供を開始いたしました。同事業を展開する株式会社エム・ピ-ＢＢにおいては、営業強

化策を打ち出し、多くの場面で当社ソリューションをご採用いただけるよう体制を整えております。当

社グループのコア事業の一つとして、業績を押上げるべく取り組んでおります。 

これらの施策により当社グループは、安定した収益基盤を確保するための企業体質への変換に向けて

取り組んでいく考えであります。 

  

事業の取捨選択による早期の黒字化を図っていくことが、重要な課題と認識しております。そのた

めにも、当連結会計年度に行っている１．不採算事業子会社の整理並びに組織再編による子会社の経

営管理コストの削減 ２．経費削減 ３．事業拡大などの施策を引き続き行ってまいります。 

また他の課題としては、平成21年2月2日付けで持株会社体制へ移行したこともあり、より効率的な

経営管理を行うと同時に、内部統制・コンプライアンスの強化に一層取り組んでまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  4,221,478 ※1  2,592,356

売掛金 755,534 201,356

たな卸資産 949,284 －

商品及び製品 － 32,435

仕掛品 － 6,408

未収入金 － 380,147

繰延税金資産 2,253 3,126

その他 861,907 223,174

貸倒引当金 △187,732 △343,464

流動資産合計 6,602,724 3,095,540

固定資産   

有形固定資産   

建物 107,258 13,800

減価償却累計額 △71,711 △566

建物（純額） 35,547 13,233

車両運搬具 4,210 3,798

減価償却累計額 △2,696 △2,772

車両運搬具（純額） 1,513 1,025

工具、器具及び備品 1,471,742 273,380

減価償却累計額 △919,842 △117,140

工具、器具及び備品（純額） 551,899 156,240

建設仮勘定 6,626 －

有形固定資産合計 595,587 170,499

無形固定資産   

のれん 547,470 －

ソフトウェア 124,464 2,456

その他 463 463

無形固定資産合計 672,398 2,919

投資その他の資産   

投資有価証券 129,443 52,018

破産更生債権等 － 452,910

その他 382,308 79,236

貸倒引当金 △238,305 △452,910

投資その他の資産合計 273,447 131,255

固定資産合計 1,541,433 304,674

資産合計 8,144,158 3,400,215
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 416,833 81,665

短期借入金 ※1  500,000 ※1  －

未払法人税等 37,107 2,792

繰延税金負債 4,856 －

未払金 204,990 10,924

前受金 997,732 64,667

その他 146,271 32,683

流動負債合計 2,307,792 192,732

固定負債   

長期借入金 28,713 －

リース債務 － 14,714

繰延税金負債 110,209 13,345

退職給付引当金 6,437 6,437

その他 25,116 －

固定負債合計 170,476 34,497

負債合計 2,478,268 227,230

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,632,040 5,632,040

資本剰余金 5,735,322 5,735,322

利益剰余金 △6,702,227 △8,274,495

株主資本合計 4,665,135 3,092,867

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,710 －

為替換算調整勘定 317,238 △28,565

評価・換算差額等合計 321,948 △28,565

新株予約権 10,853 －

少数株主持分 667,952 108,683

純資産合計 5,665,889 3,172,984

負債純資産合計 8,144,158 3,400,215
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 6,029,207 5,308,132

売上原価 3,872,804 3,869,074

売上総利益 2,156,403 1,439,057

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,146,087 ※1, ※2  2,050,981

営業損失（△） △989,684 △611,923

営業外収益   

受取利息 47,519 46,024

賃貸収入 18,179 －

販促分担金収入 － 6,723

その他 5,412 7,031

営業外収益合計 71,112 59,780

営業外費用   

支払利息 30,310 9,111

為替差損 235,609 433,240

持分法による投資損失 192,169 －

固定資産除却損 ※3  26,855 ※3  －

貸倒引当金繰入額 － 59,724

その他 1,961 18,223

営業外費用合計 486,906 520,300

経常損失（△） △1,405,478 △1,072,443

特別利益   

持分変動利益 7,905 －

関係会社株式売却益 ※4  1,127,534 ※4  －

過年度事業税等 － 60,008

未払役員退職金債務消滅益 － 37,380

その他 － 1,829

特別利益合計 1,135,439 99,217

特別損失   

固定資産除却損 ※5  － ※5  46,758

投資有価証券評価損 － 222,232

関係会社株式売却損 ※6  － ※6  44,802

のれん償却額 1,391,973 136,843

前期損益修正損 20,484 －

貸倒引当金繰入額 368,595 314,329

その他 － 79,855

特別損失合計 1,781,053 844,821

税金等調整前当期純損失（△） △2,051,091 △1,818,047

法人税、住民税及び事業税 24,628 1,751

過年度法人税等 － △12,796

法人税等調整額 △45,575 7,053
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

法人税等合計 △20,947 △3,991

少数株主損失（△） △802,255 △116,133

当期純損失（△） △1,227,888 △1,697,922
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,631,990 5,632,040

当期変動額   

新株の発行 50 －

当期変動額合計 50 －

当期末残高 5,632,040 5,632,040

資本剰余金   

前期末残高 5,745,264 5,735,322

当期変動額   

新株の発行 50 －

自己株式の処分 △9,991 －

当期変動額合計 △9,941 －

当期末残高 5,735,322 5,735,322

利益剰余金   

前期末残高 △5,474,339 △6,702,227

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 19,293

当期変動額   

当期純損失（△） △1,227,888 △1,697,922

連結範囲の変動 － 106,361

当期変動額合計 △1,227,888 △1,591,561

当期末残高 △6,702,227 △8,274,495

自己株式   

前期末残高 △9,991 －

当期変動額   

自己株式の処分 9,991 －

当期変動額合計 9,991 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 5,892,923 4,665,135

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 19,293

当期変動額   

新株の発行 100 －

自己株式の処分 － －

当期純損失（△） △1,227,888 △1,697,922

連結範囲の変動 － 106,361

当期変動額合計 △1,227,788 △1,591,561

当期末残高 4,665,135 3,092,867
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － 4,710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,710 △4,710

当期変動額合計 4,710 △4,710

当期末残高 4,710 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 998,211 317,238

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △680,972 △345,804

当期変動額合計 △680,972 △345,804

当期末残高 317,238 △28,565

評価・換算差額等合計   

前期末残高 998,211 321,948

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △676,262 △350,514

当期変動額合計 △676,262 △350,514

当期末残高 321,948 △28,565

新株予約権   

前期末残高 96,774 10,853

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △85,920 △10,853

当期変動額合計 △85,920 △10,853

当期末残高 10,853 －

少数株主持分   

前期末残高 3,358,936 667,952

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,690,984 △559,268

当期変動額合計 △2,690,984 △559,268

当期末残高 667,952 108,683
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

純資産合計   

前期末残高 10,346,845 5,665,889

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 19,293

当期変動額   

新株の発行 100 －

当期純損失（△） △1,227,888 △1,697,922

連結範囲の変動 － 106,361

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,453,167 △920,636

当期変動額合計 △4,680,956 △2,512,198

当期末残高 5,665,889 3,172,984
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △2,051,091 △1,818,047

減価償却費 250,083 224,881

のれん償却額 1,742,518 241,816

持分変動利益 △7,905 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 371,184 387,921

退職給付引当金の増減額（△は減少） △652 －

受取利息及び受取配当金 △47,519 △46,024

支払利息 30,310 9,111

為替差損益（△は益） － 211,489

固定資産除却損 26,855 46,758

持分法による投資損益（△は益） 192,169 －

関係会社株式売却損益（△は益） △1,127,534 44,802

前期損益修正損益（△は益） 20,484 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 222,232

未払役員退職金債務免除益 － △37,380

売上債権の増減額（△は増加） △44,239 △116,586

未収収益の増減額（△は増加） △227,461 155,260

たな卸資産の増減額（△は増加） △403,210 △141,744

前渡金の増減額（△は増加） △92,063 29,853

前払費用の増減額（△は増加） △80,491 23,203

未収入金の増減額（△は増加） 160,525 △335,905

前払金の増減額 △43,895 49,470

仕入債務の増減額（△は減少） 177,108 △1,267

未払金の増減額（△は減少） 35,016 △36,605

前受金の増減額（△は減少） 601,811 105,244

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,519 8,203

破産更生債権等の増減額（△は増加） △238,305 △2,777

その他 △99,076 122,185

小計 △860,899 △653,904

利息及び配当金の受取額 23,125 41,547

利息の支払額 △24,103 △8,823

法人税等の支払額 △36,553 △3,159

営業活動によるキャッシュ・フロー △898,430 △624,341
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △115,374 －

定期預金の払戻による収入 652 104,609

投資有価証券の取得による支出 △124,733 －

関係会社株式の取得による支出 △19,000 －

関係会社株式の売却による収入 ※3  5,717,636 ※3  －

有形固定資産の取得による支出 △167,626 △217,749

有形固定資産の売却による収入 － 2,079

無形固定資産の取得による支出 △68,706 △28,087

新規連結子会社の取得のよる収入 ※2  56,108 ※2  －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※4  － ※4  △40,803

貸付金の回収による収入 143,824 9,116

敷金の差入による支出 △2,696 △28,295

敷金の回収による収入 3,226 31,751

その他 △6,205 28,949

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,417,103 △138,428

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（△は減少） △1,802,237 △500,000

長期借入れによる収入 35,721 －

長期借入金の返済による支出 △664,048 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △297 920

少数株主からの払込みによる収入 262 －

株式の発行による収入 100 －

少数株主への配当金の支払額 － △26,955

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,430,499 △526,034

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52,598 △235,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,035,575 △1,524,512

現金及び現金同等物の期首残高 2,064,090 4,099,666

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,099,666 ※1  2,575,153
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 12社 連結子会社の数 7社

主な連結子会社の名称 

・Guest-Tek Interactive  

Entertainment Ltd. 

・Logiclink, Inc. 

・Shanghai University Yoshiba  

Information Technology Co., Ltd. 

・株式会社 MPT BB 

・MPT International Assets Ltd.

従 来、連 結 子 会 社 で あ っ た
MagiNet Private Ltd.及びその子会社
26社は、保有株式売却に伴い関連会社
となったため、当連結会計年度より連
結の範囲から除外し持分法適用関連会
社としております。

主な連結子会社の名称 
・（株）エム・ピー・テクノロジーズ 
・（株）エム・ピーBB 
・Logiclink, Inc. 
・Shanghai University Yoshiba  
Information Technology Co., Ltd. 
・株式会社 MPT BB 
・MPT International Assets Ltd.
当社は平成21年2月2日付けで、新設分割
方式による会社分割を行い、新規設立し
た当社の100％子会社「（株）エム・ピ
ー・テクノロジーズ」及び「（株）エ
ム・ピーBB」にITインフラ事業、ブロー
ドバンド事業を継承し連結子会社といた
しました。これに伴い、当社は商号を
「（株）エム・ピー・ホールディング
ス」に変更しております。

従来、連結子会社であった、Guest-
Tek Interactive Entertainment Ltd.及
びその子会社5社は、平成21年4月9日付
けで当社保有株式の一部を譲渡したた
め、当連結会計年度より連結の範囲から
除外しております。これに伴い、同社の
決算日が3月末日であるため、損益計算
書につきましては、平成20年7月1日から
平成21年3月31日までを連結しておりま
す。
Macao MPT Technology Ltd.は、平 成 21
年4月25日付けで解散したことにより、
当連結会計期間より連結の範囲から除外
しております。損益計算書につきまして
は、平成20年6月10日から平成21年4月25
日までを連結しております。
第1四半期に新設したMPT Capital Ltd.
は、平成21年4月30日付けで解散したこ
とにより、当連結会計期間より連結の範
囲から除外しております。損益計算書に
つきましては、平成20年10月24日から平
成21年4月30日までを連結しておりま
す。

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法を適用した関連会社数 32社  
主要な会社等の名称 
・MagiNet Private Ltd.

持分法を適用した関連会社数 - 社  

持 分 法 適 用 関 連 会 社 で あ っ た
MagiNet Private Ltd.及びその子会社31
社は、平成20年1月31日に所有株式全株
を譲渡したため、当連結会計年度より持
分法適用関連会社から除外しておりま
す。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 

連結子会社の決算日が連結決算日と異
なる会社は次の通りであります。

会社名 決算日

Guest-Tek Interactive
Entertainment Ltd.

３月31日 ※

Logiclink, Inc. 12月31日 ※

Shanghai University
Yoshiba Information 
Technology Co., Ltd.

12月31日 ※

MagiNet Private Ltd. 12月31日 ※

※平成20年6月30日に仮決算を行い連結
しております。連結決算日までの間
に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っております。

 

連結子会社の決算日が連結決算日と異
なる会社は次の通りであります。

会社名 決算日

Logiclink, Inc. 12月31日 ※

Shanghai University 
Yoshiba Information 
Technology Co., Ltd.

12月31日 ※

MPT International 
Assets Ltd.

12月31日 ※

※平成21年6月30日に仮決算を行い連結
しております。連結決算日までの間
に生じ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
前連結会計年度

(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7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有価証券

その他有価証券
 時価のあるもの
 －

 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
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）
時価のないもの
同左

②たな卸資産
a.商品

移動平均法による原価法
ただし、在外連結子会社については
主に移動平均法による低価法を採用
しております。

b.仕掛品
個別法による原価法

c.貯蔵品
終仕入原価法

②たな卸資産
a.商品及び製品

移動平均法による原価法（貸借対照
表価額は収益の低下に基づく簿価切
下げのの方法）
ただし、在外連結子会社については
主に個別法を採用しております。

b.仕掛品
同左

c.貯蔵品
同左

（会計方針の変更）
当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準
第9号 平成18年7月5日公表分）を適用
し、評価基準については、原価法から
原価法（収益性の低下による簿価切り
下げの方法）に変更しております。

これにより、売上総利益が42,630千
円減少し、営業損失が42,630千円、経
常損失及び税金等調整前当期純損失が
それぞれ45,152千円増加しておりま
す。

セグメントに与える影響は、当該箇
所に記載しております。

 (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

定率法を採用しております。在外連結

子会社については主に定率法を採用

しております。

① 有形固定資産（リース資産を除

く）

 定率法を採用しております。在外連

結子会社については主に定率法を採

用しております。

② 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、見込販売数量に基づく償却

額と見込販売可能期間に基づく定額

償却額のいずれか大きい額により償

却しております。

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法により償却して

おります。

在外連結子会社は、主に定額法(3

年)により償却しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、見込販売数量に基づく償却

額と見込販売可能期間に基づく定額

償却額のいずれか大きい額により償

却しております。

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法により償却して

おります。

在外連結子会社は、主に定額法(3

年)により償却しております。

③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま
す。

なお、所有権移転外ファイナンスリ
ース取引のうち、リース取引開始日が
平成20年7月31日以前のリース取引につ
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。
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項目

前連結会計年度

(自 平成19年8月 1日

至 平成20年7月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年8月 1日

至 平成21年7月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上するこ

ととしております。

①貸倒引当金

同左

②退職給付引当金

平成17年7月20日開催の取締役会

の決議により平成17年7月31日をも

って従業員の退職金制度を廃止して

おります。なお、当該退職金の未払

額は確定しておりますが、従業員の

退職時に支給するため、引き続き

「退職給付引当金」として計上して

おります。

②退職給付引当金

同左

（4） 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、在外連結子会社の資産及び

負債は、当該連結子会社の仮決算日の

直物為替相場により円貨に換算してお

ります。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

産の部における少数株主持分及び為替

換算調整勘定に含めております。

同左

 (5) 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。

ただし在外連結子会社については、通

常の売買取引に準じた会計処理によっ

ております。

－

（6） その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっており、控除対象外消費

税及び地方消費税は、当連結会計年度

の費用として処理しております。

消費税等の会計処理
同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、投資効果の

発現すると見積もられる期間で償却し

ております。また、在外連結子会社で

発生したのれんについては、所在地の

会計基準に従い、償却を行わず年一回

及び公正価値が帳簿価額を下回る恐れ

を示す事象が発生した都度、減損の有

無を判定している他、投資効果の発現

すると見積もられる期間で償却を行う

処理を採用しております。

同左

７ 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

-26-

(株）エム・ピー・ホールディングス（3734）　平成21年7月期決算短信



(7)【連結財務諸表作成のための重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

―

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取
引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6
月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日
改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日
（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3
月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が平成20年7月31日以前のリース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理を引き続き採用しております。
これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。

－
（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い）
当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応
報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上
必要な修正を行っております。
これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連

結会計年度の期首剰余金は19,293千円増加し、経常損
失、税金等調整前当期純損失は16,640千円増加しており
ます。
なお、セグメント情報に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

(連結貸借対照表)

「前受金」は、前連結会計年度まで流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、負債及び純資産

の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。

 なお、前連結会計年度末の「前受金」は576,121千円

であります。

－

(連結損益計算書)（連結キャッシュ・フロー計算書）

「たな卸資産評価損」は、前連結会計年度まで区分掲

記しておりましたが、金額が僅少となったため、営業

外費用及び営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて記載しております。

なお、当連結会計年度の「たな卸資産評価損」は210千

円であります。

－

(連結損益計算書)（連結キャッシュ・フロー計算書）

「固定資産除却損」は、前連結会計年度まで営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業

外費用及び営業活動によるキャッシュ・フローの総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。

 なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」は1,637

千円であります。

－

（連結キャッシュ・フロー計算書）

「前払費用の増減額」は、前連結会計年度まで営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表

示しておりましたが、重要性が増したたため区分掲記

しました。

 なお、前連結会計年度の「前払費用の増減額」は

16,980千円であります。

－

－

(連結貸借対照表)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等
の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日 内閣府
令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度に
おいて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、
当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」に区分
掲記しております。
なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商
品及び製品」「仕掛品」は、それぞれ 233,432千円、
715,842千円であります。

－

（連結貸借対照表）
「未収入金」は前連結会計年度まで流動資産の「その
他」に含めて表示しておりましたが、資産の総額の100
分の5を超えたため区分掲記しました。
なお、前連結会計年度末の「未収入金」は58,665千円で
あります。

－

（連結貸借対照表）
「破産更生債権等」は前連結会計年度まで流動資産のの
「その他」に含めて記載しておりましたが、資産の総額
の100分の5を超えたため、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「破産更生債権等」は238,305
千円であります。

－

（連結損益計算書）
前連結会計年度まで区分掲記しておりました「賃貸収
入」（当連結会計年度は183千円）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にしました。

－

（連結損益計算書）
「販促分担金収入」は前連結会計年度まで営業外収益の
「その他」に含めて記載しておりましたが、営業外収益
の100分の10を超えたため、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「販促分担金収入」は3,834千
円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成20年7月31日)

当連結会計年度
(平成21年7月31日)

 

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

現金及び預金 935,980千円

上記の資産を次の債務の担保に供しております。

短期借入金 500,000千円

 

※１

－

 ２ 輸出手形割引高は20,700千円であります。
 

２            －
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

給与手当 897,192千円

のれん償却額 350,545千円

支払手数料 438,637千円

貸倒引当金繰入額 67,079千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

給与手当 717,887千円

のれん償却額 103,575千円

支払手数料 273,344千円

貸倒引当金繰入額 36,620千円

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費

144,927千円

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費

73,365千円

※３ 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 26,480千円

ソフトウェア 375千円

合計 26,855千円

※３          ―

※４ MagiNet Private Ltd.の所有株式全株を譲渡した
ことによるものであります。
※５         ―          

 

※４          ―

※５ 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 43,684千円

ソフトウェア 3,073千円

合計 46,758千円

※６         ―  ※６ Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.の所
有株式の一部を譲渡したことによるものであります。
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前連結会計年度（自平成19年8月１日 至平成20年7月31日） 

1.発行済株式に関する事項 

 
(注）1. 端株については切捨てて表示しております。 

2. 増加は新株予約権の行使によるものであります。 

3． 普通株式の減少１３株は、取締役会の決議に基づく自己株式の消却による減少であります。 

  

２.自己株式に関する事項 

 
(注）1. 普通株式の自己株式の減少１３株は、取締役会の決議に基づく消却による減少であります。 

2. 端株については切捨てて表示しております。 

  

３.新株予約権等に関する事項 

 
（注）1. 提出会社の第1回新株予約権の減少は、権利の行使及び権利行使期間終了に伴う権利不行使による失効であ

ります。 

2.  提出会社の第2回新株予約権の減少は、権利行使期間終了に伴う権利不行使による失効であります。 

3.  提出会社の第4回新株予約権の減少は、資格喪失に伴う失効であります。 

  

４.配当に関する事項 

  

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成20年8月１日 至平成21年7月31日） 

1.発行済株式に関する事項 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株） 54,086 3 13 54,076

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株） 13 ― 13 ―

会社名 内訳

目的とな

る株式の

種類

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
増加 減少

当連結会計

年度末

提出会社 

(親会社)

第1回新株予約権 普通株式 99 ― 99 ― ―

第2回新株予約権 普通株式 18 ― 18 ― ―

第3回新株予約権 普通株式 15 ― ― 15 ―

第4回新株予約権 普通株式 56 ― 26 30 ―

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 10,853

合計 ― ― ― ― 10,853

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株） 54,076 - - 54,076
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２.新株予約権等に関する事項 

 
（注）1.提出会社の第３回新株予約権の減少は、権利行使期間終了に伴う権利不行使による失効であります。 

2.連結子会社の当連結会計年度末残高は、連結子会社Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.所有株式の

一部を譲渡し連結の範囲から除外したためなくなりました。 

  

４.配当に関する事項 

  

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

会社 内訳
目的となる株
式の種類

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
増加 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 15 ― 15 ― ―

第4回新株予約権 普通株式 30 ― ― 30 ―

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

  (平成20年7月31日現在)

現金及び預金 4,221,478千円

預入期間が3か月を超える定期預金 △121,812千円

現金及び現金同等物 4,099,666千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

  (平成21年7月31日現在)

現金及び預金 2,592,356千円

預入期間が3か月を超える定期預金 17,202千円

現金及び現金同等物 2,575,153千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

   株式の取得により新たに株式会社ジャパントラベ

ルソリューションを連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と

株式取得による収入（純額）の関係は以下のとおり

であります。

流動資産 358,535千円

固定資産 25,133千円

のれん 95,004千円

流動負債 △50,838千円

固定負債 △25,416千円

少数株主持分 △150,325千円

株式の取得価額 252,093千円

現金及び現金同等物 △308,201千円

差引：株式の取得による収入 56,108千円

※２

－

※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

   株式の売却により連結子会社でなくなったMagiNet

Private Ltd.の連結除外時の資産および負債の主な

内訳は以下の通りであります。

流動資産 4,631,432千円

固定資産 6,380,571千円

 資産合計 11,104,467千円

流動負債 3,307,705千円

固定負債 2,330,336千円

 負債合計 5,638,041千円

※３
－

※４
 －

 

※４ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

   株式の売却により連結子会社でなくなったGuest-

tek Interactive Ltd.の連結除外時の資産および負

債の主な内訳は以下の通りであります。

流動資産 1,651,331千円

固定資産 557,615千円

 資産合計 2,208,946千円

流動負債 1,361,091千円

固定負債 83,662千円

 負債合計 1,444,753千円
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 前連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 
（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

 
3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は308,473千円であり、その主なものは、当

社の経営管理部門に係る費用であります。 

4. 営業費用に含まれているのれん償却費は、HSIA事業に361,118千円、VOD事業に2,329千円、その他事業に

4,750千円含まれており、また、消去又は全社が△17,653千円であります。 

5． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,718,187千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等に係る資産であります。 

  

 当連結会計年度（自 平成20年8月1日 至 平成21年7月31日） 

 
（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

HSIA事業 VOD事業 その他事業 計
消去又は 

全社
連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業

損益

売上高

(1)外部顧客に対す

る売上高
5,470,581 325,052 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

(2)セグメント間の

内部売上高又は振替

高

― ― ― ― ― ―

計 5,470,581 325,052 233,573 6,029,207 ― 6,029,207
営業費用 6,079,472 376,609 255,171 6,711,253 307,638 7,018,891
営業損失 608,890 51,556 21,598 682,045 307,638 989,684

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支出

資産 3,673,710 434,388 317,871 4,425,970 3,718,187 8,144,158
減価償却費 245,488 20,163 128 265,779 (15,696) 250,083
資本的支出 196,813 18,704 ― 215,518 20,815 236,333

HSIA事業・・・ ハイ・スピード・インターネット・アクセスに係るシステム販売、企業向けシステ

ム構築事業。ビジネスセンター事業。

VOD事業・・・・ ビデオ・オン・デマンドに係るシステム販売、映像、音楽、コンテンツの有料配信

サービス事業。

ITインフラ 

事業

ブロードバン

ド事業

トラベル 

事業
計

消去又は 

全社
連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業

損益

売上高

(1)外部顧客に対す

る売上高
1,082,198 3,256,460 969,472 5,308,132 ― 5,308,132

(2)セグメント間の

内部売上高又は振替

高

52,420 2,711 1,686 56,818 (56,818) ―

計 1,134,619 3,259,172 971,158 5,364,950 (56,818) 5,308,132

営業費用 1,099,732 3,455,462 1,112,533 5,667,727 252,327 5,920,055

営業利益又は損失
（△）

34,886 △196,289 △141,374 △302,777 △309,145 △611,923

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支出

資産 642,103 434,836 261,444 1,338,384 2,061,830 3,400,215

減価償却費 844 198,143 2,171 201,159  23,722 224,881

資本的支出 308 222,848 7,475 230,633 15,203 245,836
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2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

 
3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は307,067千円であり、その主なものは、当

社の経営管理部門に係る費用であります。 

4. 営業費用に含まれているのれん償却費は、ブロードバンド事業に241,816千円であります。 

5． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,093,167千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等に係る資産であります。 

6. 会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失がブロードバンド事業で42,630千円増加しておりま

す。 

6． 従来、事業の種類別セグメントの事業区分は、「HSIA事業」、「VOD事業」、「その他事業」の３区分として

おりましたが、第１四半期連結会計期間より「ITインフラ事業」、「ブロードバンド事業」、「トラベル事

業」の３区分に変更いたしました。 

  当社グループは、平成21年７月期を新たな成長に向けた一年と位置づけ、持株会社移行へ向けた組織再編を

実施いたしました。また、今後の市場環境と事業の成長性を勘案し、当社グループ内における事業間シナジー

の 大化を図りつつ、より効率的な経営資源の活用を促進するために、事業ポートフォリオの見直しについて

も積極的に推進してまいりました。 

  これらの結果、個別の事業及び連結子会社を新たな事業セグメントにより捉え直すことが妥当であると判断

し、当連結会計年度より事業セグメントを変更いたしました。 

  なお、前連結会計年度を変更後の事業区分によった場合の「事業の種類別セグメント情報」は以下のとおり

であります。 

  
 前連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

ITインフラ 

事業・・・

シンクライアントソリューションなどの情報セキュリティ事業、企業システム基盤

構築などのインフラソリューション事業。

ブロードバンド 

事業・・・・ トリプルプレイサービス（HSIA、VOD、VoIP）。ビジネスセンターサービス。

トラベル 
事業・・・ 旅行企画販売、MICE企画販売、出版広告事業

ITインフラ 

事業

ブロードバン

ド事業

トラベル 

事業
計

消去又は 

全社
連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業損

益

売上高

(1)外部顧客に対する

売上高
662,665 5,132,969 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 662,665 5,132,969 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

営業費用 676,901 5,779,180 255,171 6,711,253 307,638 7,018,891

営業損失 14,236 646,210 21,598 682,045 307,638 989,684

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支出

資産 206,043 3,896,034 317,871 4,419,949 3,724,208 8,144,158

減価償却費 2,238 263,413 128 265,779 (15,696) 250,083

資本的支出 10,000 205,518 ― 215,518 20,815 236,333
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前連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 
（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

2．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

 
3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は308,473千円であり、その主なものは当

社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに7,080千円、北米に361,118千円含まれており、また、消

去又は全社が△17,653千円であります。 

5. その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会社から持分法適

用関連会社に移行したため、当連結会計年度より除外しております。 

6．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,718,187千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等であります。 

  

当連結会計年度（自 平成20年8月1日 至 平成21年7月31日） 

 
（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

2．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

 
3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は307,067千円であり、その主なものは当

社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに1,719千円、北米に240,096千円含まれております。 

5．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,093,167千円であり、その主なものは、当社

２ 所在地別セグメント情報

アジア 北米 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業

損益

売上高

(1)外部顧客に対す

る売上高
1,221,290 4,807,916 6,029,207 ― 6,029,207

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高

― ― ― ― ―

計 1,221,290 4,807,916 6,029,207 ― 6,029,207

営業費用 1,308,682 5,402,570 6,711,253 307,638 7,018,891

営業損失 87,391 594,654 682,045 307,638 989,684

Ⅱ 資産 964,324 3,461,645 4,425,970 3,718,187 8,144,158

アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港

北米 ・・・ アメリカ、カナダ

アジア 北米 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業

損益

売上高

(1)外部顧客に対す

る売上高
2,233,421 3,074,710 5,308,132 ― 5,308,132

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高

― ― ― ― ―

計 2,233,421 3,074,710 5,308,132 ― 5,308,132

営業費用 2,421,932 3,191,055 5,612,987 307,067 5,920,055

営業損失 188,510 116,344 304,855 307,067 611,923

Ⅱ 資産 1,249,907 125,040 1,374,947 2,025,267 3,400,215

アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港

北米 ・・・ アメリカ、カナダ
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での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等であります。 

6. 会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失がアジアで42,630千円増加しております。 
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前連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 
（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

 
2．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

3. その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会社から持分法 適 

用関連会社に移行したため、当連結会計年度より除外しております。 

  

  

当連結会計年度（自 平成20年8月1日 至 平成21年7月31日） 

 
（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

 
2．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

３ 海外売上高

アジア 北米 その他 計

（千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 143,827 4,807,916 ― 4,951,744

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 6,029,207

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
2.4 79.7 ― 82.1

アジア ・・・・ 中華人民共和国

北米 ・・・・ アメリカ、カナダ

アジア 北米 計

（千円） （千円） （千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 24,391 3,074,710 3,099,102

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 5,308,132

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
0.5 57.9 58.4

アジア ・・・・ 中華人民共和国

北米 ・・・・ アメリカ、カナダ
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

Ⅰ 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

リース取引の内容が重要性に乏しく、かつ、契約１

件あたりの金額が少額であるため、連結財務諸表規

則第15条の３の規定に従い、記載を省略しておりま

す。

Ⅰ ファイナンス・リース取引
（所有権移転外ファイナンス・リース取引）
①リース資産の内容
有形固定資産

ブロードバンド事業及びトラベル事業における「工

具、器具及び備品」であります。
②リース資産の減価償却の方法

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり

ます。

 

Ⅱ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 24,727千円

１年超 4,120千円

合計 28,848千円

 

Ⅱ オペレーティング・リース取引

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年内 6,063千円

１年超 2,614千円

合計 8,678千円

（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）
リース資産に配分された減損損失はありません。
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前連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 
(注)   上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年8月1日 至 平成21年7月31日） 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17

日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月

17日）を適用しております。 

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及び主要株主が開

示対象に追加されております。 

  

１ 関連当事者との取引 

 (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人に限る)等 

 
（注）1.取引金額に消費税等は含まれておりません。 

 2.吉本氏は平成21年2月6日付けで辞任いたしましたので、上記金額は当連結会計年度における取引金額となっ

ております。 

 3.吉本氏に対する未収入金には、286,988千円貸倒引当金を計上しております。 

 4.吉本氏に対する未収入金には、全額貸倒引当金を計上しております。 

 5.取引条件及び取引条件の決定方針等 

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の
内容又 
は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び個
人主要株主
等

吉本 
万寿夫

東京都
新宿区

―
代表取締
役会長

(被所有)
直接
6.22％

― ―
個人経費の

立替
19,682

未収 
入金

21,669

属性 会社等の名称又は氏名

議決権等 
の所有 
(被所有)
割合

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及び
個人主要
株主等

吉本万寿夫
(被所有) 
直接
6.22％

代表取締役会長

個人経費の
立替 

（※４）
5,245 未収入金 26,875

公正証書に
よる和解金
の請求 
（※３）

342,988 未収入金 336,988

土地及び建
物、有価証
券の担保受

取

50,000 ― ―

未払役員退
職金債務消

滅
37,380 ― ―

重要な子
会社の役
員

Arnon Levy
(被所有) 
直接
0.00％

Guest-Tek Interactive
Entertainment Ltd. CEO

株式の売却 127,305 ― ―

重要な子
会社の役
員

Amy Hsiao
(被所有) 
直接
0.00％

Logiclink,Inc. COO 資金の貸付 ―
投資その
他の資産

26,945

重要な子
会社の役
員の近親
者が支配
する会社

Logic Solutions,Inc.
(被所有) 
直接
0.00％

―
業務委託費

用
22,606 買掛金 1,651
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   市場金利等を勘案し決定しております。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

 
（注）1.取引金額に消費税等は含まれておりません。 

 2.Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.については、平成21年4月9日付で、保有株式の一部の売却が完

了し、当社の子会社に該当しなくなったため、当連結会計年度における取引金額を記載しております。 

 3.取引条件及び取引条件の決定方針等 

   市場金利等を勘案し決定しております。 

  

属性
会社等 
の名称

議決権等 
の所有 
(被所有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社 
（※２）

Guest-
Tek Interactive 

Entertainment Ltd.

（所有）
直接

14.90％
兼任1名

ブロードバ
ンド事業に
おける北米
市場の開拓

資金の貸付 ―
流動資産
「その他」

132,300

利息の受取 12,797
流動資産
「その他」

4,477
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
( 平成20年7月31日 )

当連結会計年度
( 平成21年7月31日 )

 

 

 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳

(繰延税金資産)

 海外子会社における繰延税金

 資産 ※１ 20,489千円

未払事業税 108千円

減価償却超過額 3,563千円

未払役員退職慰労金 15,209千円

退職給付引当金 2,619千円

繰越外国税額控除 7,001千円

繰越欠損金 748,294千円

貸倒引当金 165,325千円

その他有価証券評価差額金 1,916千円

その他 170千円

 計 964,700千円

 評価性引当額 △944,210千円

 繰延税金資産合計 20,489千円

(繰延税金負債)

 海外子会社における繰延税金

 負債 ※１ △128,446千円

 未収還付法人税等 △4,856千円

 繰延税金負債合計 △133,302千円

 繰延税金資産の純額 △112,813千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

流動資産-繰延税金資産 2,253千円

流動負債-繰延税金負債 4,856千円

固定負債-繰延税金負債 110,209千円

※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生原因別の主な内訳

(繰延税金資産)

有形固定資産 69,459千円

無形固定資産 58,962千円

投資税額控除等の特別控除 268,619千円

繰越欠損金 334,665千円

新株発行費 1,889千円

研究開発費 126,931千円

その他 2,967千円

計 863,495千円

評価性引当額 △843,006千円

 繰延税金資産合計 20,489千円

(繰延税金負債）

 有形固定資産 △20,740千円

 無形固定資産 △107,705千円

繰延税金負債合計 △128,446千円

繰延税金資産の純額 △107,956千円

 

 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳

(繰延税金資産)

 海外子会社における繰延税金

 資産 ※１ 3,126千円

減価償却超過額 4,648千円

退職給付引当金 2,619千円

繰越外国税額控除 7,001千円

繰越欠損金 2,376,919千円

貸倒引当金 277,612千円

棚卸資産評価損 16,582千円

長期前払費用 12,817千円

のれん 4,060千円

本社移転費用否認 3,906千円

その他 3,977千円

 計 2,713,271千円

 評価性引当額 △2,710,145千円

 繰延税金資産合計 3,126千円

(繰延税金負債)

 海外子会社における繰延税金

 負債 ※１ 13,345千円

 繰延税金負債合計 13,345千円

 繰延税金資産の純額 △10,219千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

流動資産-繰延税金資産 3,126千円

固定負債-繰延税金負債 △13,345千円

※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税金負

債の発生原因別の主な内訳

(繰延税金資産)

貸倒引当金 1,439千円

繰越欠損金 138,530千円

その他 6,025千円

計 145,995千円

評価性引当額 △142,869千円

繰延税金資産合計 3,126千円

(繰延税金負債）

 有形固定資産 13,345千円

繰延税金負債合計 13,345千円

繰延税金資産の純額 △10,219千円
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前連結会計年度 

( 平成20年7月31日 )

当連結会計年度 

( 平成21年7月31日 )

 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位：％）

法定実効税率 △40.7

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

0.2

受取配当金等の永久に益金に算 入
されない項目

△1.3

海外子会社税率差異 11.9

評価性引当額 32.8

のれん償却額 24.2

子会社株式売却益 △29.2

持分法による投資損失 3.8

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

1.0

 

 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位：％）

法定実効税率 △40.7

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

2.2

受取配当金等の永久に益金に算入
されない項目

2.4

海外子会社税率差異 △1.8

評価性引当額 21.0

のれん償却額 4.6

子会社株式売却損 △5.8

連結会社間取引による内部未実現
利益

5.4

会社分割により取得した株式に係
る差異

5.9

その他 7.0

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

0.2
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前連結会計年度(平成20年7月31日現在) 

1.時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 
  

当連結会計年度(平成21年7月31日現在) 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

 
（注）1. 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであり

ます。 

   2. 表中の「連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において減損処理

を行い、投資有価証券評価損97,498千円を計上しております。 

 なお、減損処理に当たっては、連結会計年度における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合について

は全て減損処理を行い、30％～50％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。 

   3. 従来関係会社株式に区分しておりましたが、当社保有株式の一部を譲渡し連結の範囲から除外したため、

その他有価証券に区分変更を行っております。 

  

2.時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券 

 
（注）表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損124,733千円を計上しております。 

  

(有価証券関係)

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

  非上場株式 129,443

種類 種類
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

株式 52,018 52,018 －

合計 52,018 52,018 －

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

  非上場株式 0
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前連結会計年度(平成20年7月31日現在) 

該当事項はありません。  

当連結会計年度(平成21年7月31日現在) 

該当事項はありません。  

(デリバティブ取引関係)
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前連結会計年度(平成20年7月31日現在) 

該当事項はありません。  

当連結会計年度(平成21年7月31日現在) 

該当事項はありません。 

(退職給付関係)
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前連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

1.当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費     25,248千円 

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

a.提出会社 

 
(注) 1. 当社グループの従業員として新株予約権の割当を受けた者は、付与日から権利行使日まで継続して勤務して

いること。その他の者については、特に定めはありません。 

2. 上記表に掲載された株式数は、平成16年7月20日付株式分割(株式１株につき３株)による分割後の株式数に換

算して記載しております。 

  

 ｂ.子会社 

 
  

 
(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成20年6月30日時点における上

場子会社が開示している情報を記載しております。 

(ストック・オプション等関係)

平成14年ストック・
オプション

平成15年ストック・
オプション①

平成15年ストック・
オプション②

平成16年ストック・
オプション

付与対象者の区分及

び数

当社の取締役  1名 
当社の従業員  27名 
その他     8名

当社の従業員  ７名
当社の監査役  1名 
当社の従業員  11名

当社の従業員  21名
その他      3名

ストック・オプショ

ン数(注2)
普通株式 788株 普通株式 42株 普通株式 90株 普通株式 30株

付与日
平成14年7月9日 平成15年3月28日 平成15年10月29日 平成16年10月21日

権利確定条件
(注)１ (注)１ (注)１ (注)１

対象勤務期間
対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

新株予約権の行使期

間
平成15年４月１日から 
平成20年３月31日まで

平成15年４月１日から
平成20年３月31日まで

平成16年４月１日から 
平成21年３月31日まで

平成17年４月１日から
平成22年３月31日まで

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

付与対象者の区分及

び数

(注)１、2

ストック・オプショ

ン数

付与日

権利確定条件

対象勤務期間

新株予約権の行使期

間
平成25年1月まで 

(注)1
平成26年2月まで 

(注)1
平成23年10月まで

(注)1
平成22年7月まで

(注)1

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

付与対象者の区分及

び数

(注)１、2

ストック・オプショ

ン数

付与日

権利確定条件

対象勤務期間

新株予約権の行使期

間
平成22年8月まで 

(注)1
平成23年1月まで 

(注)1
平成20年9月まで  

(注)1
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2. 従業員として新株予約権の割当を受けた者は、付与日から権利確定日まで継続して勤務していること。退職

後60日を経過していないこと。 

3. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 

  

 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度(平成20年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストックオプション

の数については、株式数に換算して記載しております。 

  

①ストック・オプションの数 

a.提出会社 

 
(注) 上記表に掲載された当社株式数は、平成16年7月20日付株式分割(株式１株につき３株)による分割後の株式数に

換算して記載しております。 

  

b.子会社 

 
  

  

 平成14年ストッ
ク・オプション

平成15年ストッ
ク・オプション①

平成15年ストッ
ク・オプション②

平成16年ストッ
ク・オプション

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ― ― ― ―

付与 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ―

未確定残 ― ― ― ―

権利確定後(株)

前連結会計年度末 99 18 15 56

権利確定 ― ― ― ―

権利行使 3 ― ― ―

失効 96 18 ― 26

未行使残 ― ― 15 30

 子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ― 9,616 ― 280,000 ― 85,832

付与

(注)１失効

権利確定

未確定残 685,000 ― ― 5,833 ― 23,334

権利確定後(株)

前連結会計年度末 ― ― 67,007 525,000 95,000 157,011

権利確定

(注)１権利行使

失効

未行使残 ― 7,257 30,000 699,167 95,000 141,666
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(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成20年6月30日時点における上

場子会社が開示している情報を記載しております。 

2. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 

  

  

②単価情報 

a.提出会社 

 
(注) 上記表に掲載された権利行使価格は、平成16年7月20日付株式分割(株式１株につき３株)による分割後の株式数

に換算して記載しております。 

  

b.子会社 

 
(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成20年6月30日時点における

上場子会社が開示している情報を記載しております。 

2. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 

  

3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

（1）使用した算定技法  

ブラック・ショールズ式 

 (2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

 子会社スト
ッ ク・オ プ
ション

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ―

付与

（注）1失効

権利確定

未確定残 ―

権利確定後(株)

前連結会計年度末 89,995

権利確定

（注）1権利行使

失効

未行使残 69,997

平成 14年ストッ
ク・オプション

平成 15年ストッ
ク・オプション①

平成 15年ストッ
ク・オプション②

平成 16年ストッ
ク・オプション

権利行使価格    (円) 33,334 33,334 100,000 916,965

行使時平均株価   (円) 723,462 552,302 890,295 ―

公正な評価単価(付与日)

(円)
― ― ― ―

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション 

 

権利行使価格 (加ドル) 0.66-0.85 0.94 1.30-1.67 4.42-4.83 5.10-5.21 6.32-6.57 10.25

行使時平均株価

(加ドル)
（注）１

公正な評価単価(付与日)

(加ドル)
― ― ― ― ― ― ―

-49-

(株）エム・ピー・ホールディングス（3734）　平成21年7月期決算短信



①株価変動性   125％ 

②予想残存期間  5年 

③予想配当    0円/株 

④無リスク利子率 3.7％ 

(注) 詳細については、上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。 

  

4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年8月1日 至 平成21年7月31日） 

1.当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費        9,699千円 

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

a.提出会社 

 
(注) 1. 当社グループの従業員として新株予約権の割当を受けた者は、付与日から権利行使日まで継続して勤務して

いること。その他の者については、特に定めはありません。 

2. 上記表に掲載された株式数は、平成16年7月20日付株式分割(株式１株につき３株)による分割後の株式数に換

算して記載しております。 

  

平成15年ストック・
オプション②

平成16年ストック・
オプション

付与対象者の区分及

び数
当社の監査役  1名 
当社の従業員  11名

当社の従業員  21名
その他      3名

ストック・オプショ

ン数(注2)
普通株式 90株 普通株式 30株

付与日
平成15年10月29日 平成16年10月21日

権利確定条件
(注)１ (注)１

対象勤務期間
対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

新株予約権の行使期

間
平成16年４月１日から 
平成21年３月31日まで

平成17年４月１日から
平成22年３月31日まで
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 ｂ.子会社 

 
  

 
(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成21年3月31日時点における上

場子会社が開示している情報を記載しております。 

なお、当社保有株式の一部を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

2. 従業員として新株予約権の割当を受けた者は、付与日から権利確定日まで継続して勤務していること。退職

後60日を経過していないこと。 

3. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 

  

 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度(平成21年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストックオプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。 

  

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

付与対象者の区分及

び数

(注)１、2

ストック・オプショ

ン数

付与日

権利確定条件

対象勤務期間

新株予約権の行使期

間
平成25年1月まで 

(注)1
平成26年2月まで 

(注)1
平成23年10月まで

(注)1
平成22年7月まで

(注)1

子会社ストック・オ
プション

子会社ストック・オ
プション

付与対象者の区分及

び数

(注)１、2

ストック・オプショ

ン数

付与日

権利確定条件

対象勤務期間

新株予約権の行使期

間
平成22年3月まで 

(注)1
平成23年1月まで 

(注)1
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①ストック・オプションの数 

a.提出会社 

 
(注) 上記表に掲載された当社株式数は、平成16年7月20日付株式分割(株式１株につき３株)による分割後の株式数に

換算して記載しております。 

  

b.子会社 

 
  

 平成15年ストッ
ク・オプション②

平成16年ストッ
ク・オプション

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後(株)

前連結会計年度末 15 30

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 15 ―

未行使残 ― 30

 子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

権利確定前(株)

前連結会計年度末 685,000 ― ― 5,833 ― 23,334

付与

(注)１失効

権利確定

未確定残 36,332 ― ― ― ― 417

権利確定後(株)

前連結会計年度末 ― 7,257 30,000 699,167 95,000 141,666

権利確定

(注)１権利行使

失効

未行使残 7,668 7,257 20,000 545,000 25,000 104,583

 子会社スト
ッ ク・オ プ
ション

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ―

付与

（注）1失効

権利確定

未確定残 ―

権利確定後(株)
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(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成21年3月31日時点における上

場子会社が開示している情報を記載しております。 

なお、当社保有株式の一部を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

2. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 

  

②単価情報 

a.提出会社 

 
(注) 上記表に掲載された権利行使価格は、平成16年7月20日付株式分割(株式１株につき３株)による分割後の株式数

に換算して記載しております。 

  

b.子会社 

 
(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成21年3月31日時点における

上場子会社が開示している情報を記載しております。 

なお、当社保有株式の一部を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

2. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 

  

3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

（1）使用した算定技法  

ブラック・ショールズ式 

 (2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

①株価変動性   125％ 

②予想残存期間  5年 

③予想配当    0円/株 

④無リスク利子率 3.7％ 

(注) 詳細については、上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。 

  

4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。 

前連結会計年度末 69,997

権利確定

（注）1権利行使

失効

未行使残 ―

平成 15年ストッ
ク・オプション②

平成 16年ストッ
ク・オプション

権利行使価格    (円) 100,000 916,965

行使時平均株価   (円) 890,295 －

公正な評価単価(付与日)

(円)
－ －

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

子会社スト
ック・オプ
ション

権利行使価格 (加ドル) 0.66-0.85 0.94 1.67 4.42-4.83 5.21 6.32-6.57

行使時平均株価

(加ドル)
（注）１

公正な評価単価(付与日)

(加ドル)
― ― ― ― ― ―
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   当連結会計年度（自 平成20年8月１日 至 平成21年7月31日） 

１.対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要 

  

(1)対象となった事業の名称及びその事業の内容 

 
  

(2)企業結合の法的形式 

当社を分割会社とし、新設する100％子会社に当社のITインフラ事業及びブロードバンド事業等を

承継する新設分割 

  

(3)結合後企業の名称  

・株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（新設分割設立会社） 

 主な事業内容：ITインフラ事業 

・株式会社エム・ピーBB（新設分割設立会社） 

 主な事業内容：ブロードバンド事業 

  

(4)取引の目的を含む取引の概要 

グループ各社の役割分担を明確にし、それぞれの事業に注力することで、特定のサービス分野にお

いて競争力を高め、高収益体質の企業体を構築する必要性がありました。また、当社においては、グ

ループ全体の効率性を追求し、戦略的な事業拡大の実現のために、グループ全体の経営戦略及び管理

統括機能を持つ持株会社体制へ移行することといたしました。 

持株会社体制への移行により、当社グループは、持株会社を中心とした、グループ全体の効率的な

経営及び管理を行い、企業価値の向上と事業拡大の実現を目指し、連結業績への貢献を進めていく方

針であります。 

  

２.実施した会計処理の概要 

「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「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 終改正平成19年11月15

日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

(企業結合等関係)

事業の名称 事業の内容

ITインフラ事業

主として企業向けにシンクライアントソリューションなどの情報セキュ

リティー、及びシステム基盤構築などのインフラソリューションの提供

を行っております。

ブロードバンド事業
主として企業向けに映像配信ソリューション及びにデジタルサイネージ

サービスの提供を行っております。
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（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

１株当たり純資産額 92,223円60銭 56,666円57銭

１株当たり当期純損失 22,706円72銭 31,398円82銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額については、潜在株式はあ

りますが、1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

同左

前連結会計年度
(自 平成19年8月 1日
至 平成20年7月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年8月 1日
至 平成21年7月31日)

1株当たり当期純損失金額

 当期純損失（千円） 1,277,888 1,697,922

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純損失（千円） 1,277,888 1,697,922

 普通株式の期中平均株式数（株） 54,076 54,076

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― ―

 (うち新株予約権) (－） (－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 新株予約権 潜在株式の種類 新株予約権

潜在株式の数 45 潜在株式の数 30
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

 

当社は、平成20年9月30日の取締役会決議により、次のとおり資金の借入を実行しております。

  1.使途 事業資金
  2.借入先 株式会社 三井住友銀行
  3.借入金額 500,000千円
  4.借入条件 金利：1.03％
  5.返済期間 平成20年9月30日から平成20年10月31日
  6.担保提供資産 MPT International Assets Ltd.定期預金US$7,965千ドル(日本円約8億円)

当連結会計年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

該当事項はありません。
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,210,177 ※1  1,688,833

売掛金 150,796 －

商品 16,664 －

仕掛品 866 －

貯蔵品 9 －

前渡金 17,494 －

前払費用 11,089 4,461

株主、役員又は従業員に対する短期債権 － 363,864

短期貸付金 191,702 －

関係会社短期貸付金 － 44,706

1年内回収予定の長期貸付金 － 132,300

その他 92,909 92,221

貸倒引当金 △167,571 △313,864

流動資産合計 1,524,139 2,012,522

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,295 7,967

減価償却累計額 △4,527 △267

建物（純額） 11,767 7,699

工具、器具及び備品 72,326 30,358

減価償却累計額 △46,833 △19,212

工具、器具及び備品（純額） 25,492 11,146

建設仮勘定 6,626 －

有形固定資産合計 43,886 18,846

無形固定資産   

ソフトウェア 11,166 501

その他 463 463

無形固定資産合計 11,629 964

投資その他の資産   

投資有価証券 129,443 52,018

関係会社株式 1,519,349 242,706

関係会社出資金 267,300 108,767

関係会社長期貸付金 2,577,965 770,554

破産更生債権等 216,492 211,826

長期前払費用 50,139 205

敷金 24,441 11,445

貸倒引当金 △216,492 △237,838

投資その他の資産合計 4,568,639 1,159,686
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

固定資産合計 4,624,155 1,179,497

資産合計 6,148,294 3,192,020

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,226 －

短期借入金 ※1  500,000 ※1  －

未払金 45,008 97,542

未払費用 1,001 615

未払法人税等 2,095 1,415

繰延税金負債 4,856 －

前受金 1,352 －

預り金 2,818 2,515

流動負債合計 611,359 102,088

固定負債   

退職給付引当金 6,437 2,020

固定負債合計 6,437 2,020

負債合計 617,797 104,108

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,632,040 5,632,040

資本剰余金   

資本準備金 5,745,314 5,745,314

その他資本剰余金 △9,991 △9,991

資本剰余金合計 5,735,322 5,735,322

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △5,841,575 △8,279,451

利益剰余金合計 △5,841,575 △8,279,451

株主資本合計 5,525,787 3,087,911

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,710 －

評価・換算差額等合計 4,710 －

純資産合計 5,530,497 3,087,911

負債純資産合計 6,148,294 3,192,020
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高   

商品売上高 648,923 474,335

システム開発売上 10,100 －

サービス売上高 143,375 123,999

売上高合計 802,399 598,334

営業収益   

管理業務受託収入 － 12,472

ロイヤリティー収入 － 18,438

営業収益合計 － 30,910

営業総収入合計 802,399 629,245

売上原価   

商品売上原価 560,344 378,127

システム開発売上原価 7,201 －

サービス売上原価 70,976 97,875

売上原価合計 638,522 476,003

売上総利益 163,876 153,241

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  461,725 ※1, ※2  385,319

営業損失（△） △297,849 △232,077

営業外収益   

受取利息 ※3  49,192 ※3  41,492

受取配当金 ※3  － ※3  80,865

販促分担金収入 3,834 －

その他 4,046 16,556

営業外収益合計 57,072 138,914

営業外費用   

支払利息 26,947 4,335

為替差損 127,297 429,439

たな卸資産評価損 210 －

固定資産除却損 ※4  416 ※4  －

貸倒引当金繰入額 － 85,736

その他 2,185 1,912

営業外費用合計 157,056 521,424

経常損失（△） △397,832 △614,587

特別利益   

過年度事業税等 － 60,008

未払役員退職金債務消滅益 － 37,380

特別利益合計 － 97,388
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

特別損失   

関係会社株式評価損 1,128,009 1,063,376

投資有価証券評価損 － 222,232

関係会社株式売却損 346,193 301,967

貸倒引当金繰入額 368,595 313,877

その他 － 23,481

特別損失合計 1,842,798 1,924,935

税引前当期純損失（△） △2,240,631 △2,442,134

法人税、住民税及び事業税 1,278 597

法人税等調整額 4,856 △4,856

法人税等合計 6,134 △4,258

当期純損失（△） △2,246,765 △2,437,875
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(脚注) 

  

 
  

【製造原価明細書】

【商品売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

１ 期首商品棚卸高 1,420 16,664

２ 当期商品仕入高 577,281 473,465

   合計 578,701 490,130

３ 期末商品棚卸高 16,664 ―

４ 他勘定振替高 ※１ 1,691 112,002

   商品売上原価 560,344 378,127

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

※１ 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

たな卸資産評価損 210千円

たな卸資産除却損 2千円

販売費及び一般管理費 1,479千円

合計 1,691千円

※２ 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

たな卸資産評価損 1,187千円

販売費及び一般管理費 691千円

会社分割による減少高 110,122千円

合計 112,002千円

【システム開発売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

１ 材料費 8,726 18.1 ― ―

２ 労務費 26,709 55.5 13,987 63.9

３ 外注費 ― ― ― ―

４ 経費 ※２ 12,692 26.4 7,887 36.1

  当期総製造費用 48,128 100.0 21,875 100.0

  期首仕掛品棚卸高 12,342 686

   合計 60,470 22,561

  他勘定振替高 ※３ 52,582 22,561

  期末仕掛品棚卸高 686 ―

  システム開発売上原価 7,201 ―
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(脚注) 

  

 
  

  

 
  

  

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 １ 原価計算の方法

   原価計算の方法は、個別原価計算を採用しており

ます。

 １ 原価計算の方法

同左

※２ 経費の主な内訳は、次の通りであります。

旅費交通費 1,063千円

地代家賃 5,220千円

減価償却費 955千円

通信費 3,324千円

水道光熱費 603千円

※２ 経費の主な内訳は、次の通りであります。

旅費交通費 354千円

地代家賃 3,877千円

減価償却費 80千円

通信費 2,458千円

水道光熱費 408千円

※３ 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

サービス売上原価 22,137千円

研究開発費 3,324千円

販売費及び一般管理費 18,167千円

工具器具備品 8,953千円

合計 52,582千円
 

※３ 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

サービス売上原価 11,048千円

販売費及び一般管理費 6,896千円

会社分割による減少高 4,615千円

合計 22,561千円

【サービス売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

１ 材料費 14,064 19.4 239 0.2

２ 労務費 ― ― 44,938 38.0

２ 外注費 11,226 15.5 33,793 28.6

３ 経費 ※２ 24,974 34.5 28,138 23.8

４ 他勘定受入高 ※３ 22,137 30.6 11,048 9.4

  当期総製造費用 72,402 100.0 118,158 100.0

  期首仕掛品棚卸高 624 ―

     合 計 73,026 118,158

  他勘定振替高 ※４ 1,870 20,283

  期末仕掛品棚卸高 ― ―

  期末業務受託仕掛高 180 ―

  サービス売上原価 70,976 97,875
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(脚注) 

  
前事業年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 １ 原価計算の方法

   原価計算の方法は、個別原価計算を採用しており

ます。

 １ 原価計算の方法

同左

※２ 経費の主な内訳は、次の通りであります。

減価償却費 7,007千円

コンテンツ費用 11,325千円

制作原価 1,375千円

地代家賃 2,849千円

手数料 468千円

通信費 512千円

※２ 経費の主な内訳は、次の通りであります。

減価償却費 4,678千円

コンテンツ費用 4,221千円

制作原価 8,250千円

地代家賃 5,650千円

手数料 180千円

通信費 1,063千円

※３ 他勘定受入高の内訳は、次の通りであります。

システム開発売上原価 22,137千円

※３ 他勘定受入高の内訳は、次の通りであります。

システム開発売上原価 11,048千円

 

※４ 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

販売費及び一般管理費 1,870千円

※４ 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

販売費及び一般管理費 18,356千円

会社分割による減少高 1,926千円

合計 20,283千円
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,631,990 5,632,040

当期変動額   

新株の発行 50 －

当期変動額合計 50 －

当期末残高 5,632,040 5,632,040

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,745,264 5,745,314

当期変動額   

新株の発行 50 －

当期変動額合計 50 －

当期末残高 5,745,314 5,745,314

その他資本剰余金   

前期末残高 － △9,991

当期変動額   

自己株式の処分 △9,991 －

当期変動額合計 △9,991 －

当期末残高 △9,991 △9,991

資本剰余金合計   

前期末残高 5,745,264 5,735,322

当期変動額   

新株の発行 50 －

自己株式の処分 △9,991 －

当期変動額合計 △9,941 －

当期末残高 5,735,322 5,735,322

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △3,594,809 △5,841,575

当期変動額   

当期純損失（△） △2,246,765 △2,437,875

当期変動額合計 △2,246,765 △2,437,875

当期末残高 △5,841,575 △8,279,451

利益剰余金合計   

前期末残高 △3,594,809 △5,841,575

当期変動額   

当期純損失（△） △2,246,765 △2,437,875

当期変動額合計 △2,246,765 △2,437,875
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当期末残高 △5,841,575 △8,279,451

自己株式   

前期末残高 △9,991 －

当期変動額   

自己株式の処分 9,991 －

当期変動額合計 9,991 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 7,772,453 5,525,787

当期変動額   

新株の発行 100 －

自己株式の処分 － －

当期純損失（△） △2,246,765 △2,437,875

当期変動額合計 △2,246,665 △2,437,875

当期末残高 5,525,787 3,087,911

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － 4,710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,710 △4,710

当期変動額合計 4,710 △4,710

当期末残高 4,710 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － 4,710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,710 △4,710

当期変動額合計 4,710 △4,710

当期末残高 4,710 －

純資産合計   

前期末残高 7,772,453 5,530,497

当期変動額   

新株の発行 100 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,710 △4,710

当期純損失（△） △2,246,765 △2,437,875

当期変動額合計 △2,241,955 △2,442,585

当期末残高 5,530,497 3,087,911

-65-

(株）エム・ピー・ホールディングス（3734）　平成21年7月期決算短信



該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

当事業年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法

（2）子会社出資金

  移動平均法による原価法

（3）その他有価証券

  時価のあるもの

－

  時価のないもの
   移動平均法による原価法

（1）子会社株式及び関連会社株式

同左

（2）子会社出資金

同左

（3）その他有価証券

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時
価法（時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

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法

（1）商品

 移動平均法による原価法

（2）仕掛品

 個別法による原価法

（3）貯蔵品

 終仕入原価法

 

（1）商品及び製品

移動平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法により算定）

（2）仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法により算定）

（3）原材料及び貯蔵品

終仕入原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法により算定）

（会計方針の変更）

当事業年度より「棚卸資産の評価に
関する会計基準」（企業会計基準第9
行 平成18年7月5日公表分）を適用
しております。
これによる、営業損失、経常損失及
び税引前当期純損失に与える影響は
軽微であります。

３ 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産

定率法により償却しておりま

す。なお、主な耐用年数は,以下

の通りであります。

建物・・・6年～15年

工具、器具及び備品・・・

4年～15年

 

（1）有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

（2）無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく

償却額と見込販売可能期間に基づ

く定額償却額のいずれか大きい額

により償却しております。 

 

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法により償

却しております。

（2）無形固定資産（リース資産を除

く）

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、見込販売数量に基づく償

却額と見込販売可能期間に基づく

定額償却額のいずれか大きい額に

より償却しております。

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法により償

却しております。
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項目
前事業年度

(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

当事業年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

（3）リース資産
－

（3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用して

おります。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年7月31日以前

の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。

４ 繰延資産の処理方法  株式交付費

支出時に全額費用処理しており

ます。

 株式交付費

同左

５ 外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

同左

６ 引当金の計上基準 （1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上することとしており

ます。

（1）貸倒引当金

同左

（2）退職給付引当金

平成17年7月20日開催の取締役会

の決議により平成17年7月31日を

もって従業員の退職金制度を廃

止しております。なお、当該退

職金の未払額は確定しておりま

すが、従業員の退職時に支給す

るため、引き続き「退職給付引

当金」として計上しておりま

す。

（2）退職給付引当金

同左

７ 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。

―

８ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

 消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は、当事業

年度の費用として処理しておりま

す。

 

同左
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【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

当事業年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

 ―

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、従来、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したが、当事業年度より、「リー
ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平
成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3
月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1
月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平
成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係
る方法に準じた会計処理によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が平成20年7月31日以前のリース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理を引き続き採用しております。

これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前当
期純損失に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

当事業年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

 ―

（貸借対照表）
「株主、役員又は従業員に対する短期債権」は前事業
年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しており
ましたが、資産の総額の100分の1を超えたため区分掲
記しました。
なお、前事業年度末の「株主、役員又は従業員に対す
る短期債権」は21,669千円であります。

 ―

（損益計算書）
前事業年度まで区分掲記しておりました「販促分担金
収入」（当事業年度2,215千円）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にしました。

 ―

（損益計算書）
前事業年度まで区分掲記しておりました「たな卸資産
評価損」（当事業年度1,187千円）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にしました。

 ―

（損益計算書）
前事業年度まで区分掲記しておりました「固定資産除
却損」（当事業年度665千円）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にしました。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 

（平成20年7月31日）

当事業年度 

（平成21年7月31日）

 

 

※１ 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。

現金及び預金 915,280千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 500,000千円

 

※１

－

 

２ 偶発債務

債務保証

  次の関係会社について、リース会社とのリース契約

に対し債務保証を行っております。

保証先 金額   内容
Shanghi 

University 
Yoshiba 

Information 
Technology 
Co.,Ltd.

21,769千円

リース 

債務 

 
 

２ 偶発債務

債務保証

  次の関係会社について、リース会社とのリース契約

に対し債務保証を行っております。

保証先 金額   内容
Shanghi 

University 
Yoshiba 

Information 
Technology 
Co.,Ltd.

20,771千円

リース 

債務 
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

当事業年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は10%、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は90%であ

ります。

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 60,020千円

給与手当 165,633千円

地代家賃 35,780千円

減価償却費 7,522千円

支払手数料 61,368千円

租税公課 3,063千円

貸倒引当金繰入額 15,469千円

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は11%、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は89%であ

ります。

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 51,077千円

給与手当 124,720千円

地代家賃 37,066千円

営業活動費 22,162千円

支払手数料 67,262千円

※２ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 3,324千円

※２ 

―

※３ 

―

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 16,139千円

受取配当金 80,865千円

※４ 固定資産除却損の内容は以下のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 41千円

ソフトウェア 375千円

合計 416千円

※４ 

―
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前事業年度（自平成19年8月１日 至平成20年7月31日） 

  

 自己株式に関する事項 

 
(注）1.普通株式の自己株式の減少１３株は、取締役会の決議に基づく消却による減少であります。 

  2.端株については切捨てて表示しております。 

  

当事業年度（自平成20年8月１日 至平成21年7月31日） 

 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 13 ― 13 ―
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

当事業年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

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

 

リース取引の内容が重要性に乏しく、かつ、契約１

件あたりの金額が少額であるため、財務諸表等規則

第８条の６の規定に従い、記載を省略しておりま

す。

ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引の内容が重要性に乏しく、かつ、契約１

件あたりの金額が少額であるため、財務諸表等規則

第８条の６の規定に従い、記載を省略しておりま

す。

 

（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）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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前事業年度（平成20年7月31日現在） 

1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
（注）表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処

理を行い、子会社株式評価損877,435千円を計上しております。 

  

2.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 
  

当事業年度（平成21年7月31日現在） 

1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

2.その他有価証券で時価のあるもの 

 
（注）表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処

理を行い、投資有価証券評価損97,498千円を計上しております。 

  

3.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 
（注）表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処

理を行い、投資有価証券評価損124,733千円を計上しております。 

  

(有価証券関係)

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額 
（千円）

子会社株式 576,799 576,799 ―

合計 576,799 576,799 ―

貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式 129,443

合計 129,443

取得価額 
（千円）

時価
（千円）

差額 
（千円）

上場株式 52,018 52,018 ―

合計 52,018 52,018 ―

貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式 0

合計 0
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(税効果会計関係)

前事業年度 

（平成20年 7月31日現在）

当事業年度 

（平成21年 7月31日現在）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

（流動資産）

減価償却超過額 780千円

繰越外国税額控除 7,001千円

貸倒引当額 68,184千円

その他 170千円

計 76,137千円

評価性引当額 △76,137千円

繰延税金資産合計 ―

（固定資産）

減価償却超過額 2,529千円

未払役員退職慰労金 15,209千円

退職給付引当金 2,619千円

その他有価証券評価差額金 1,916千円

繰越欠損金 619,814千円

貸倒引当額 88,090千円

計 730,180千円

評価性引当額 △730,180千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債

（流動負債）

未収還付法人税等 △4,856千円

繰延税金負債合計 △4,856千円

差引：繰延税金負債純額 △4,856千円

 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

（流動資産）

繰越外国税額控除 7,001千円

貸倒引当額 127,711千円

本社移転費用否認 1,775千円

その他 3,420千円

計 139,908千円

評価性引当額 △139,908千円

繰延税金資産合計 ―

（固定資産）

退職給付引当金 821千円

繰越欠損金 2,127,341千円

貸倒引当額 96,776千円

計 2,224,940千円

評価性引当額 △2,224,940千円

繰延税金資産合計 ―

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 △40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 0.1

住民税均等割等 0.1

評価性引当額 40.8

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 0.3

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 △40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 0.2

住民税均等割等 0.1

評価性引当額 36.1

会社分割により取得した株式に

係る差異 4.4

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 0.2
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   当事業年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

１.対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要 

  

(1)対象となった事業の名称及びその事業の内容 

 
  

(2)企業結合の法的形式 

当社を分割会社とし、新設する100％子会社に当社のITインフラ事業及びブロードバンド事業等を

承継する新設分割 

  

(3)結合後企業の名称  

・株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（新設分割設立会社） 

 主な事業内容：ITインフラ事業 

・株式会社エム・ピーBB（新設分割設立会社） 

 主な事業内容：ブロードバンド事業 

  

(4)取引の目的を含む取引の概要 

グループ各社の役割分担を明確にし、それぞれの事業に注力することで、特定のサービス分野にお

いて競争力を高め、高収益体質の企業体を構築する必要性がありました。また、当社においては、グ

ループ全体の効率性を追求し、戦略的な事業拡大の実現のために、グループ全体の経営戦略及び管理

統括機能を持つ持株会社体制へ移行することといたしました。 

持株会社体制への移行により、当社グループは、持株会社を中心とした、グループ全体の効率的な

経営及び管理を行い、企業価値の向上と事業拡大の実現を目指し、連結業績への貢献を進めていく方

針であります。 

  

２.実施した会計処理の概要 

「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「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 終改正平成19年11月15

日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

(企業結合等関係)

事業の名称 事業の内容

ITインフラ事業

主として企業向けにシンクライアントソリューションなどの情報セキュ

リティー、及びシステム基盤構築などのインフラソリューションの提供

を行っております。

ブロードバンド事業
主として企業向けに映像配信ソリューション及びにデジタルサイネージ

サービスの提供を行っております。
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（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

当事業年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

1株当たり純資産額 102,272円68銭 1株当たり純資産額 57,103円18銭

1株当たり当期純損失 41,548円30銭 1株当たり当期純損失 45,082円39銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式はありますが、1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

同左

前事業年度

(自 平成19年 8月 1日

至 平成20年 7月31日)

当事業年度

(自 平成20年 8月 1日

 至 平成21年 7月31日)

1株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 2,246,765 2,437,875

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） 2,246,765 2,437,875

普通株式の期中平均株式数（株） 54,076 54,076

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） ― ―

(うち新株予約権) (－） (－）

希薄化効果を有しない為、潜在株式

調整後1株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 新株予約権 潜在株式の種類 新株予約権

潜在株式の数 45 潜在株式の数 30
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

 

Ⅰ.当社は、平成20年7月25日付で開示した「会社分割による持株会社体制への移行に関するお知らせ」により、平

成21年2月2日（予定）を効力発生日として会社分割により持株会社体制へ移行する旨を公表しておりますが、平成20

年9月16日開催の取締役会において、当社のHSIA事業及びVOD事業を新設分割の方法により新たに設立する「株式会社

エム・ピー・テクノロジーズ」及び「株式会社エム・ピーBB」に承継させることを決議いたしました。

１． 持株会社体制への移行の目的

当社グループは、当社及び連結子会社12社により構成されており、全世界のホテル、賃貸マンション等のホ

スピタリティ市場に対し、「インターネット接続」「IP電話」「映像配信」の3機能を提供するトリプルプレイ

サービス（HSIA（注1）,VOD（注2）,VoIP（注3））やビジネスセンターサービスの提供を中心としたブロード

バンド総合サービスを世界的に展開しております。

また、当社は継続して、世界的なブロードバンド総合サービスプロバイダーとして確固たる地位を確立すべ

く、北米・アジア市場を重点エリアと位置づけ、展開しております。 近では、特に中国及びマカオを中心

に、ホスピタリティ市場の急速な拡大に合わせて引続きさまざまなブロードバンドサービスをメジャーホテル

中心に展開していくとともに、より付加価値の高いサービスを提供することに注力しております。

一方、当社グループは、短期間で複数社を子会社化し、急速に事業拡大したため、グループ全体として技術

や管理業務、経営資源の効率化が限定的となっており、改善策を講じることが急務となっております。また、

あわせて新たなグループ成長モデルを早急に構築し、実現に向けての組織改革が重要であると認識しておりま

す。今後は、グループ各社の役割分担を明確にし、それぞれの得意分野に注力することで、各地域及びサービ

ス分野において競争力を高め、高収益体質の企業体を構築する必要性が生じております。

そこで、当社グループ全体の効率性を追求し、戦略的な事業拡大の実現のために、当社はグループ全体の経

営戦略及び管理統括機能を持つ持株会社体制へ移行することといたしました。

持株会社体制への移行により、当社グループは、持株会社を中心とした、グループ全体の効率的な経営及び

管理を行い、企業価値の向上と事業拡大の実現を目指し、連結業績への貢献を進めていく方針であります。

(※1) HSIA … High Speed Internet Accessの略。パソコンの設定を変更せ

ず、またソフトウェアをダウンロードせずに、プラグとパソ

コンを繋げるだけで簡単に高速インターネットに接続できる

サービス方式。

(※2) VOD … Video On Demandの略。視聴者が、自分が見たい番組を都合

のよいときに呼び出して視聴できるサービス方式。

(※3) VoIP … Voice over Internet Protocolの略。インターネットやイン

トラネットのようなIPネットワーク上で音声通話を実現する

技術のこと。デジタル符号化した音声信号を一定時間ごとに

区切ってパケット化し、回線使用効率が高いIPネットワーク

を利用して送信するため、通話料金を安くすることが可能。

 ２． 会社分割の要旨

(１)分割の日程
新設分割計画承認取締役会 平成20年 9月16日
新設分割計画承認定時株主総会 平成20年 10月28日
新設会社の設立登記日(効力発生日) 平成21年 2月 2日（予定）

(２)分割方式

当社を分割会社とし、新たに設立する「株式会社エム・ピー・テクノロジーズ」及び「株式会社エム・ピー

BB」の各新設会社に対して当社のHSIA事業及びVOD事業の各事業をそれぞれ承継させる新設分割（以下「本件分

割」という。）であります。持株会社体制への移行を効率的かつ円滑に行うため、当該分割方式を採用いたし

ました。

(３)分割に係る割当ての内容

分割会社である当社に、株式会社エム・ピー・テクノロジーズの株式2,600株及び株式会社エム・ピーBBの株

式1,500株をそれぞれ割当て交付いたします。

(４)割当株式数の算定根拠等

本件分割は、それぞれ当社が単独で行う新設分割であり、本件分割に際して発行される株式は全て当社に割

当交付され、当社の純資産額も変動しないことから、各新設会社の資産規模等を考慮して、各新設会社の割当

株式数を決定いたしました。

(５)分割により減少する資本金等

分割により当社の資本金等に変動はありません。

(６)分割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

当社の新株予約権の取扱いについては、本件分割によって変更はありません。なお、当社は、新株予約権付

社債を発行しておりません。
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前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

 

 

(７)新設会社が承継する権利義務

各新設会社は、新設分割計画に定めるところにより、当社の平成20年7月31日現在の貸借対照表その他同日現

在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した当社のHSIA事業及びVOD事業に関する資

産、債務、雇用契約、契約上の地位その他の権利義務を、承継するものといたします。なお、各新設会社が当

社より承継する債務については、本件分割後も当社が弁済・履行の責を免れることなく、重畳的に債務及び義

務を負うものとします。

(８)債務履行の見込み

本件分割において、当社に残存する資産額と各新設会社に承継する資産額はともに負債の額を上回ってお

り、収益状況についても負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予測されていないことから、債務履行の

見込みは十分に確保されていると判断いたします。

 ３． 分割当事会社の概要

分割会社（当社）
（平成20年7月31日現在）

新設会社（HSIA事業）
（平成21年2月2日予定）

新設会社（VOD事業）
（平成21年2月2日予定）

(１) 商号

株式会社エム・ピー・テ
クノロジーズ
(平成21年2月2日付で株
式会社エム・ピー・ホー
ルディングス（英文社
名：M.P.HOLDINGS, 
Inc.）に商号変更予定)

株式会社エム・ピー・テ
クノロジーズ

株式会社エム・ピーBB

(２) 事業内容

企業向けエンタープライ
ズソリューション事業及
びホテル向けブロードバ
ンドサービス事業

HSIA事業 VOD事業

(３) 設立年月日 平成12年3月9日 平成21年2月2日 平成21年2月2日

(４) 本店所在地
東京都新宿区市谷本村町
1番１号

東京都新宿区市谷本村町
1番１号

東京都新宿区市谷本村町
1番１号

(５) 代表者の役職・氏名
代表取締役会長
 吉本万寿夫

代表取締役社長
佐藤 直浩

代表取締役社長  
山田 睦

(６) 資本金 5,632百万円 50百万円 30百万円
(７) 発行済株式数 54,076株 2,600株 1,500株
(８) 純資産 5,665百万円(連結) 130百万円 75百万円

(９) 総資産
8,144 

百万円(連結)
187百万円 79百万円

(10) 決算期 7月31日 7月31日 7月31日
(11) 従業員数 49名 25名 10名

(12) 主要取引先

日本アイ・ビー・エム㈱ 
NTTコミュニケーションズ
㈱ 
富士ソフト㈱ 
TIS㈱ 
クリエイティブソリューシ
ョン㈱ 
ダイワボウ情報システム㈱ 

ソフトバンクBB(株） 
シトリックス・システム
ズ・ジャパン㈱
Wyse Technology Inc.
ThinPrint GmbH 

日本アイ・ビー・エム㈱ 
NTTコミュニケーションズ
㈱ 
富士ソフト㈱ 
TIS㈱ 
クリエイティブソリューシ
ョン㈱ 
ダイワボウ情報システム㈱

ソフトバンクBB(株） 
シトリックス・システム
ズ・ジャパン㈱
Wyse Technology Inc.
ThinPrint GmbH 

NTTコミュニケーションズ
㈱ 
 ㈱ソニー・ミュージック
コミュニケーションズ
㈱レオパレス21 
Amino Communications

(13) 大株主及び持株比率 
 

ソフトバンククリエイテ
ィブ㈱  16.9% 
SBBM㈱ 15.8%      
㈲エムツーエム 9.7%  
吉本万寿夫 6.2%

㈱エム・ピー・ホールデ
ィングス 100％

㈱エム・ピー・ホールデ
ィングス 100％

(14) 主要取引銀行
㈱三井住友銀行
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
㈱みずほ銀行

㈱三井住友銀行 ㈱三井住友銀行

(15) 当事会社間の関係等

資本関係 各新設会社は当社の100％出資子会社となります。
人的関係 各新設会社は当社より役員を受け入れる予定です。

取引関係
各新設会社は当社へ管理業務を委託します。
また、一部の設備等を当社が各新設会社に賃貸する予定です。
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前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

 

 

 

 

 

(16) 近３年間の業績(単体)

(単位：百万円)

株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（分割会社（当社））
決算期 平成18年7月期 平成19年7月期 平成20年7月期
売上高 1,496 760 802
営業利益 △245 △320 △297
経常利益 △259 △392 △397
当期純利益 △153 △3,775 △2,246
１株当たり当期純利益（円） △2,960 △69,849 △41,548
１株当たり配当金（円） － － －
１株当たり純資産（円） 209,193 143,740 102,272

 ４． 分割する事業部門の内容

(１)HSIA事業部門

シンクライアントシステム開発、導入支援、製品提供等の情報セキュリティ事業、サーバ、クライアント、

ネットワーク、ミドルウェア等、IT環境構築を行うインフラソリューション事業、教育向けコンテンツ配信を

はじめとするASP事業、ITサービスプロバイダー向け開発受託ならびに派遣事業

(２)VOD事業部門

映像コンテンツの配信サービス及びクライアントからサーバまで映像配信に必要なソリューションの開発と

サービスの提供及び保守等を行う事業

(３)HSIA事業部門の平成20年7月期における経営成績

HSIA部門(ａ) 平成20年7月期実績(ｂ) 比 率（ａ／ｂ）
売上高 662百万円 802百万円 82.5％
売上総利益 97百万円 163百万円 59.5％
営業利益 △15百万円 △297百万円 －

(４)VOD事業部門の平成20年7月期における経営成績

VOD部門(ｄ) 当社20年7月期実績(ｂ) 比 率（ｄ／ｂ）
売上高 139百万円 802百万円 17.3％
売上総利益 66百万円 163百万円 40.5％
営業利益 25百万円 △297百万円 －

※上記のHSIA部門(a)及びVOD部門(d)の営業利益の算出にあたり、平成20年7月期の配賦不能営業費用307百万

円（その主なものは、当社の経営管理部門に係る費用）を控除しております。

(５)HSIA事業部門の譲渡資産、負債の項目および金額（平成20年7月31日現在）

資   産 負   債
項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額
流動資産 170百万円 流動負債 54百万円
固定資産 17百万円 固定負債 3百万円
合  計 187百万円 合  計 57百万円

(６)VOD事業部門の譲渡資産、負債の項目および金額（平成20年7月31日現在）

資   産 負   債
項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額
流動資産 21百万円 流動負債 2百万円
固定資産 58百万円 固定負債 2百万円
合  計 79百万円 合  計 4百万円

（注1） 上記（5）及び（6）の各分割事業部門の資産・負債の項目及び金額は、平成20年7月31日現在の貸借

対照表を基準に算出しているため、実際に分割する金額は、上記金額と異なる可能性があります。

５ 分割後の上場会社の状況
(１) 商号    株式会社エム・ピー・ホールディングス

（平成21年2月2日付で株式会社エム・ピー・テクノロジーズから株式会社エム・ピー・ホール

デ ィングスに商号変更予定）（英文社名：M.P.HOLDINGS, Inc.）

(２) 事業内容  持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、その他管理運営等

(３) 本店所在地 東京都新宿区市谷本村町１番１号

(４) 代表者の役職・氏名   代表取締役会長 吉本 万寿夫

(５) 資本金   5,632百万円

(６) 純資産   5,665百万円(連結)

(７) 総資産   8,144百万円(連結)

(８) 決算期   7月31日
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前事業年度
(自 平成19年 8月 1日
至 平成20年 7月31日)

 

 

(９) 業績に与える影響

本件分割の効力発生日は平成21年2月2日を予定しており、当期の業績に与える影響は軽微であります。ま

た、会社分割後の業績につきまして、各新設会社は本件分割の後も当社の100％子会社でありますので、今後の

連結経営成績および連結財政状態に与える影響はありません。また、当社単体の業績につきましては、本件分

割後の当社収入は子会社からの経営指導料および配当収入等が主となり、費用は持株会社としての機能に関す

るものが中心となります。

 ６． 商号変更

当社は、平成20年9月16日開催の取締役会において、平成21年2月2日を効力発生日として、下記のとおり商号

変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

(１) 新商号   株式会社エム・ピー・ホールディングス
         （英文社名：M.P. HOLDINGS,Inc.）

(２) 変更日   平成21年2月2日

(３) 変更の理由 持株会社体制へ移行することに伴い、変更いたします。

Ⅱ.当社は、平成20年9月30日の取締役会決議により、次のとおり資金の借入を実行しております。

  1.使途 事業資金
  2.借入先 株式会社 三井住友銀行
  3.借入金額 500,000千円
  4.借入条件 金利：1.03％
  5.返済期間 平成20年9月30日から平成20年10月31日
  6.担保提供資産 MPT International Assets Ltd.定期預金US$7,965千ドル(日本円約8億円)

当事業年度
(自 平成20年 8月 1日
至 平成21年 7月31日)

該当事項はありません。
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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