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本　　社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 TEL 052-619-1811（代） FAX 052-619-1800
東京支店 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2茅場町タワー TEL 03-3523-3333（代） FAX 03-3523-3300

http://buffalo. jp/

決 算 日

定時株主総会

株主確定基準日

上場証券取引所

証 券 コ ー ド

発行済株式数

株 主 数

1単元の株式数

公 告 の 方 法

株主名簿管理人

同 取 次 所

幹事証券会社

3月31日

6月

議決権行使株主 3月31日

期末配当金受領株主 3月31日

中間配当金受領株主 9月30日

東証・名証一部

6676

22,237,873株（自己株式控除後　22,215,480株）

10,581名（2009年9月30日現在）

100株

電子公告　http://melco-hd.jp/koukoku/

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

三菱UFJ 信託銀行株式会社全国各支店

◎株式に関するお手続きについてご不明な点、確認したい点などがある場合は、三菱UFJ 信託銀行証券代行部までお問合せください。

　　TEL 0120－232－711

　　（土・日・祝祭日を除く9:00から17:00通話料無料）

◎株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ 信託銀行の電話およびインターネットでも24時間承っています。

　　TEL 0120－244－479（通話料無料）

　　http://www.tr.mufg.jp/daikou/

（主）大和証券SMBC

（副）野村證券、みずほインベスターズ証券、日興コーディアル証券

Business Report
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メルコホールディングス株式情報（2009年9月30日現在）



　私たちメルコグループは、株式会社バッファローを中核とした

パソコン周辺機器の総合メーカーです。

　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気

の底入れ感が見られたものの、景気回復の進行や持続力について

は依然不透明感が強い状況で推移しました。当社グループに

関係の深いパソコン業界においても、個人向け市場の伸び悩み、

法人向け需要の低迷により、国内パソコン販売台数が前年対比

で大きく落ち込み、周辺機器市場も厳しい状況が続きました。

　このような事業環境の中ではありましたが、当社グループは

市場シェアを確保するとともに、原価低減と経費削減に注力し、

収益性の向上に努めてまいりました。その結果、売上高について

は539億45百万円と前年同期を14.2%下回る結果となりま

したが、営業利益においては期初の計画を大幅に上回ることがで

きました。

　個人消費の減退にはある程度の歯止めがかかったものの、景気

の本格的な回復についてはまだ期間を要するものと予想され

ます。しかし当社グル－プの中心的な成長戦略である「デジタル

ホ－ム」に関連した市場は、着実に成長しています。ホームネット

ワークの普及に加え、「アクトビラ」などテレビでインターネットを

活用したり、テレビ番組を外付けハードディスクやネットワーク

ハードディスクに録画して家の中のあらゆる場所で楽しむなど、

デジタルホームの普及が進んでいます。

　その中で当社グル－プはデジタルホ－ムの普及拡大をさらに

促進するために、製品ラインナップの拡充に注力してまいります。

2009年7月にコーポレートステートメントを、それまでの「インターネット、もっと使いやすく」から

「デジタルライフ、もっと快適に」に変更しました。この変更にも、デジタルホ－ム市場を大きく育てて

いきたいという当社グル－プの意思が込められています。

　今後は「いかに製品企画・開発体制をより強化できるか」「いかにより強固な企業体質を構築でき

るか」の2点が大きなテーマになると考えています。

　製品開発においては「ユーザーニーズの具現化」という当社グル－プの原点に立ち返り、高付加価値

製品の提案と、次世代の主力事業の育成に取り組んでまいります。

　同時に、厳しい市場環境に対応していくために、引き続き原価低減と経費削減を図るなど、より

強固な企業体質の構築に努めてまいります。

　これらの取り組みをグループ一丸となって全力で進めることにより、当社グループは今後も成長

してまいります。今後の当社グループにぜひ期待していただきたいと思います。

さらなる成長に向けて、
「製品開発」と
「企業体質」を強化

株式会社メルコホールディングス

代表取締役社長　牧　誠

写真：朝日新聞提供
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インターネット ブロードバンド
ホーム
ネットワーク デジタルホーム

ユビキタス
ネットワーク

3つの戦略で成長を目指す

デジタルホーム関連製品の普及

海外市場の拡大

法人市場の拡大

収益性の向上を推進。

デジタルホームの普及拡大へ。

より強固な企業体質を構築。

会社の方向性 Strategy



　

 本　社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 TEL.052-619-1811 FAX.052-619-1800

 東京支店 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー TEL.03-3523-3333 FAX.03-3523-3300

 名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-11-50 カミヤビル TEL.052-249-6600 FAX.052-249-6601

 大阪支店 〒542-0012 大阪市中央区谷町9-1-18 アクセス谷町ビル TEL.06-6191-1511 FAX.06-6191-1510

 仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル TEL.022-291-0311 FAX.022-298-9470

 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2 YAOJIセンタービル TEL.092-477-3711 FAX.092-477-3755

 札幌営業所 〒060-0031 札幌市中央区北一条東1-4-1 サン経成ビル TEL.011-200-8150 FAX.011-200-8151

役　員（2009年9月30日現在）

代表取締役社長　牧　　　誠

専務取締役　　　斉木　邦明

取　締　役　　　山口　英利

取　締　役　　　松尾　民男

取　締　役　　　李　　洋憲

取　締　役　　　牧　　　美

取　締　役　　　津坂　　巌

常勤監査役　　　牧　　博道

監　査　役　　　西川　俊男

監　査　役　　　川島　　讓

監　査　役　　　隅　　朝恒

役　員（2009年9月30日現在）

取締役会長　　　牧　　　誠

代表取締役社長　斉木　邦明

専務取締役　　　山口　英利

取　締　役　　　松尾　民男

取　締　役　　　続木　政直

取　締　役　　　中井　　一

監　査　役　　　牧　　博道

株式会社バッファロー

1975年（昭和50年）5月1日

1978年（昭和53年）8月5日

3億2千万円

パソコン・ブロードバンド関連機器の開発・製造・販売および
関連サービスの提供

462名

商 号

創 業

設 立

資 本 金

事業内容

従業員数

事 業 所

株式会社メルコホールディングス
（英文表記）　MELCO HOLDINGS INC．

1986年（昭和61年）7月1日

10億円

メルコグループの純粋持株会社
傘下事業会社の株式を所有し、事業活動支援・経営指導を通じて
統括管理を行う。

65名、メルコグループ連結896名

会社数14社（国内9社・海外5社）

商 号

設 立

資 本 金

事業内容

従業員数

グループ企業

■シー・エフ・デー販売株式会社

■株式会社バッファロー・ＩＴ・ソリューションズ

■株式会社バッファロー物流

■株式会社バッファローリース

■株式会社バッファローダイレクト

■株式会社メルコパーソネルサポート

■株式会社リバティシップ

■株式会社バッファローコクヨサプライ

巴比禄股　有限公司

BUFFLO EU B.V.

BUFFALO TECHNOLOGY UK LIMITED

BUFFALO TECHNOLOGY (USA), INC.

「パソコンパーツの総合サプライヤー」をめざし、「玄人志向」ブランドを展開
〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15
TEL 052-619-1311　FAX 052-619-7785

個人・法人を対象にパソコン設定・ネットワークインフラ構築・保守などのサービスを提供
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-3 吉野第一ビル
TEL 03-5640-3550　FAX 03-5640-3666

コンピュータ周辺機器の製造、検査、梱包、出荷業務
〒456-0023 名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫内
TEL 052-883-3035　FAX 052-883-3042

通信キャリアやビデオ配信サービス業者など、機器を配布するサービスのレンタル代行業務
〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
TEL 03-3523-3354　FAX 03-3523-3300

インターネットを活用し、メルコグループ各社の商品を直販
〒456-0023 名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫内
TEL 052-882-3302　FAX 052-882-3302

事務職を一括採用して派遣する人材派遣会社、主にメルコグループ各社への派遣業務
〒457-8520　名古屋市南区柴田本通4-15
TEL 052-619-7224　FAX 052-619-7233

ユーザ同士、ユーザと企業を結ぶ、インターネットによるコミュニケーションサービスの提供
〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
TEL 03-3523-3368　FAX 03-3523-3300

コンピュータ用の各種アクセサリー、各種接続ケーブル、サプライ品などの開発・製造・販売
〒457-0831 名古屋市南区荒浜町4-6-1
TEL 052-619-7511　FAX 052-619-7555

インターネット関連機器およびコンピュータ周辺機器の製造・販売
7F, No.18, Lane609, Sec.5, Chung Hsin Rd., Sanchung City, Taipei Hsien, TAIWAN
TEL 886-2-2999-9860　FAX 886-2-2999-2264

欧州統括会社
Polarisavenue 85, 2132 JH Hoofddorp, The Netherlands
TEL -31-23-554-6010　FAX 31-23-554-6019

インターネット関連機器およびコンピュータ周辺機器の販売
2, Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane, Bracknell, Berkshire RG12 7BW, United Kingdom
TEL 44-1344-381700(代)　FAX 44-1344-381710

インターネット関連機器およびコンピュータ周辺機器の販売・製造
11100 Metric Boulevard suite 750 Austin Texas 78758
TEL 1-512-794-8533　FAX 1-512-794-8520

日本

アジア

欧　州

米　国
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株式会社メルコホールディングス 関連会社

株式会社バッファロー

グループ紹介 Group Companies


