
                                     

平成18年４月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 
 平成18年３月15日

上場会社名 メビックス株式会社 （コード番号：3780  東証マザーズ） 

ＵＲＬ    http://www.mebix.co.jp/   

問合せ先   代表者役職・氏名  代表取締役社長       大社 聡 

       責任者役職・氏名  取締役コーポレート本部長  岡 昭宏  ＴＥＬ：（03）3518－6861 

 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

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

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無        ： 無 

④ 会計監査人の関与                  ： 有 

 平成18年４月期第３四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明の

ための手続きを受けております。 

 

２．平成18年４月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年５月１日 ～ 平成18年１月31日） 

(1）連結経営成績の進捗状況 

 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 ％

平成18年４月期第３四半期 1,158 - 303 - 291 - 159 -

平成17年４月期第３四半期 - - - - - - - -

（参考）平成17年４月期 832 - 106 - 103 - 70 -

 

 
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

平成18年４月期第３四半期 4,913 44  4,047 50  

平成17年４月期第３四半期 - - 

 （参考）平成17年４月期 6,213 74 - 

（注）１．期中平均株式数    18年４月期第３四半期    32,422株 

                17年４月期         10,026株 

     当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが１株当たり四半期純利益は、期

首に株式分割が行われたものとして計算しております。また、平成17年11月18日に公募により4,500株の新株式

の発行を行っております。 

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

  ただし、平成17年４月期第３四半期につきましては四半期連結財務諸表を作成していないため記載を省略して

おります。 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

   平成18年４月期第３四半期におけるわが国経済は、原油など原材料の高騰など不安材料が継続しているものの、企

業収益の改善傾向は継続しており、また民間設備投資に関しても引き続き旺盛な状況にあります。しかしながら公的

年金や所得税等の増加も見込まれており、未だ先行き不透明感は拭えない状況にあります。 

   このような状況のもと、当社グループはコア事業であるエビデンスソリューション事業において顧客満足度の向上

を図るべく、基幹ソフトである「CapTool」の更なる機能追加等提供するサービスの充実に引き続き注力するとともに、

中核事業である「Captool-EBM ソリューション」の受注獲得に注力してまいりました。 

   この結果、当社グループの当第三四半期の連結売上高は1,158百万円、経常利益は291百万円、第３四半期純利益は

159百万円となりました。 
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(2）連結財政状態の変動状況 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年４月期第３四半期 2,215  1,885  85.1  52,813 02  

平成17年４月期第３四半期 - - - - 

（参考）平成17年４月期 610 360  59.0 33,893 50

 

(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

平成18年４月期第３四半期 △79  △31  1,360   1,528  

平成17年４月期第３四半期 - - -  - 

（参考）平成17年４月期 203 △47 83  279 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

   当第３四半期連結会計期間のおけるキャッシュ・フローは、営業活動によるものが△79百万円、投資活動によるも

のが△31百万円、財務活動によるものが1,360百万円でした。この結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及

び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,528百万円となり、前連結会計年度末から1,248百万円増加しておりま

す。 

   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） 

   営業活動の結果使用した資金は79百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の増加、売上債権の

増加及び前受金の減少及び法人税等の支払によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は31百万円となりました。これは主に、業務基幹システム開発に伴う無形固定資産の

取得によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果得られた資金は、1,360百万円となりました。これは上場時の株式発行によるものです。 

 

３．平成18年４月期の連結業績予想（平成17年５月１日 ～ 平成18年４月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 1,702 333 189 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 5,829円22銭 

     なお、１株当たり予想当期純利益（通期）については、平成18年４月期第３四半期期中平均株式数32,422株に

基づいて計算しております。 

 

（注）当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが１株当たり予想当期純利益（通

期）は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 
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［業績予想に関する定性的情報等］ 

   当社グループの業績は、大規模臨床試験の市場拡大と共にコア事業である「CapTool－EBM ソリューション」事業

のニーズが高まり、伸張すると予想されますが、一方同市場を巡る事業者間の競争状況は厳しくなり、市場拡大を当

社グループの業績拡大として享受するためには、当社グループのサービスの向上等により顧客満足度を充実させてい

くことが必須となっております。 

   このような環境のもと、当社グループは基幹ソフトである「CapTool」の更なる質の向上及び認知度の向上に努めて

参ります。さらにこのような方策を契機に、大規模臨床試験市場での「CapTool」のデファクト化を推進し、企業集団

としての飛躍的な成長を目指して参ります。 

   連結通期の業績見通しにつきましては、連結売上高1,702百万円、連結経常利益333百万円、連結当期純利益189百万

円を見込んでおります。 

 

  （注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性がありますので、本業績予想のみ

に全面的に依拠して投資判断を下すことは控えられるようお願い致します。 
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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

（平成17年４月30日） 

 

区分 

注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 1 現金及び預金  1,578,481  329,950

 2 売掛金  392,090  91,028

  3 たな卸資産  101,356  65,174

  4 その他  49,414  33,091

   流動資産合計  2,121,342 95.8  519,246 85.0

Ⅱ  固定資産   

 1 有形固定資産 ※１ 12,381 0.6  17,847 2.9

 2 無形固定資産   

 （1）ソフトウェア  52,273 54,598 

 （2）その他  12,900 65,173 2.9 1,300 55,898 9.2

 3 投資その他の資産  16,374 0.7  17,824 2.9

  固定資産合計  93,928 4.2  91,569 15.0

  資産合計  2,215,271 100.0  610,816 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 1 買掛金  94,413  9,450

 2 未払金  17,112  31,429

  3 未払法人税等  111,941  45,800

  4 前受金  71,290  136,188

  5 その他  35,088  27,455

   流動負債合計  329,846 14.9  250,323 41.0

   負債合計  329,846 14.9  250,323 41.0

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  773,050 34.9  199,300 32.6

Ⅱ 資本剰余金  937,175 42.3  137,300 22.5

Ⅲ 利益剰余金  175,199 7.9  23,892 3.9

  資本合計  1,885,424 85.1  360,492 59.0

 負債資本合計  2,215,271 100.0  610,816 100.0
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（２）四半期連結損益計算書 

  
当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 

区分 

注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  1,158,328 100.0  832,276 100.0

Ⅱ 売上原価  501,855 43.3  405,455 48.7

   売上総利益  656,472 56.7  426,821 51.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 353,228 30.5  320,751 38.5

   営業利益  303,244 26.2  106,070 12.8

Ⅳ 営業外収益   

 １．受取利息  21 201 

 ２．受取補償金  1,763 - 

 ３．雑収入  215 2,000 0.2 5 207 0.0

Ⅴ 営業外費用   

 １．支払利息  - 3,125 

 ２．新株発行費  13,377 13,377 1.2 - 3,125 0.4

   経常利益  291,867 25.2  103,152 12.4

Ⅵ 特別損失   

 １．固定資産除却損 ※２ - 2,357 

 ２．本社移転費用  4,860 1,660 

 ３．臨時償却費  2,602 7,462 0.6 - 4,017 0.5

   税金等調整前 

四半期（当期）純利益 
 284,405 24.6  99,134 11.9

   法人税、住民税及び事業税 ※３ 125,097 43,559 

   法人税等調整額 ※３ - 125,097 10.8 △14,725 28,834 3.5

   四半期（当期）純利益  159,307 13.8  70,300 8.4
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（３）四半期連結剰余金計算書 

  当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度  

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 

区分 

注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  137,300  95,000

Ⅱ 資本剰余金増加額   

   増資による新株の発行  799,875 799,875 42,300 42,300

Ⅲ 資本剰余金四半期末（期末）残高  937,175  137,300

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  23,892  △46,408

Ⅱ 利益剰余金増加額   

   四半期（当期）純利益  159,307 159,307 70,300 70,300

Ⅲ 利益剰余金減少高   

   役員賞与  8,000 8,000 - -

Ⅳ 利益剰余金四半期末（期末）残高  175,199  23,892
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  当第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 

区分 

注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税金等調整前四半期（当期）純利益  284,405 99,134

  減価償却費  16,500 13,436

  臨時償却費  2,602 -

  本社移転費用  4,860 -

  新株発行費  13,377 -

  受取利息  △21 △201

  支払利息  - 3,125

  固定資産除却損  - 2,357

  売上債権の増加額  △301,061 △18,319

  たな卸資産の増減額（△：増加）  △36,181 △62,798

  仕入債務の増減額（△：減少）  93,363 △2,403

  未払金の増減額（△：減少）  △13,541 26,209

  前受金の増減額（△：減少）  △64,898 135,558

  役員賞与の支払額  △8,000 -

  その他  △7,633 10,589

    小計  △16,228 206,690

  利息の受取額  21 186

  利息の支払額  - △3,125

  法人税等支払額  △63,650 △290

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △79,857 203,461

Ⅱ 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  △50,000 △50,000

  定期預金の払出による収入  50,000 50,000

  有形固定資産の取得による支出  △4,742 △19,347

  無形固定資産の取得による支出  △26,909 △28,386

  貸付による支出  △1,000 △3,500

  貸付金の回収による収入  325 13,500

  その他  466 △9,359

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △31,859 △47,093

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入れによる収入  - 640,000

  短期借入金の返済による支出  - △640,000

  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  - △200,000

  株式の発行による収入  1,360,247 83,600

 財務活動によるキャッシュ・フロー  1,360,247 83,600

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少）  1,248,530 239,967

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  279,950 39,983

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 ※１ 1,528,481 279,950
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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 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  １社 （1）連結子会社の数  １社 

 
  連結子会社の名称 

   クリニカルポーター株式会社 

  連結子会社の名称 

       同左 

 （2）非連結子会社 （2）非連結子会社 

   該当する会社はありません。        同左 

２ 持分法の適用に関する 

事項 

 該当する会社はありません。      同左 

３ 連結子会社の四半期決算日（決

算日）等に関する事項 

 連結子会社の四半期決算日は四半期連結

決算日と一致しております。 

 連結子会社の決算日は連結決算日と一致

しております。 

４ 会計処理基準に関する事項   

（1）たな卸資産 （1）たな卸資産 

  ①商品   ① ―――― 

   移動平均法による原価法によってお

ります。 

 
（1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

  ②原材料   ②原材料 

 
総平均法による原価法によっており

ます。 

    同左 

   ③仕掛品   ③仕掛品 

 
個別法による原価法によっておりま

す。 

    同左 

 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 （2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法 定率法によっております。 

但し建物（附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物        50年 

工具器具備品   3～6年 

    同左 

 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 

 

定額法によっております。なお、自社

利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。 

    同左 

（3）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。 

    同左 

（4）その他四半期連結財務諸表（連

結財務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

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、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い容

易に換金可能であり、かつ、価格の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない短期投資

からなっております。 

    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 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

    至 平成17年４月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。 

 

 

 

追加情報 
当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

    至 平成17年４月30日） 

―――――――――― 

 

（外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後に

開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）

に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が2,242千円増加し、営業利

益、経常利益、税金等調整前当期純利益が2,242千円減少してお

ります。 
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注記事項 
（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年１月31日） 

前連結会計年度末 

（平成17年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            17,792千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             8,323千円 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

※１ 販管費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりです。 

※１ 販管費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりです。 

   役員報酬           63,290千円 

   給料手当           68,917千円 

   業務委託費         35,842千円 

   役員報酬          42,329千円 

   給料手当          44,681千円 

   業務委託費         34,516千円 

※２    ――――― ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりです。 

   建物             1,480千円 

   工具器具備品                   877千円 

※３ 当第３四半期連結会計期間における税金費用について

は、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人

税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて

表示しております。 

※３    ――――― 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額の関係 

※１ 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の関係 

（平成18年１月31日現在） （平成17年４月30日現在）

 現金及び預金勘定          1,578,481千円 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △50,000千円

 現金及び現金同等物                 1,528,481千円 

 現金及び預金勘定           329,950千円 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △50,000千円

 現金及び現金同等物                   279,950千円 
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（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30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 

（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

び四半期末残高相当額 

（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） 

四半期末

残高 

相当額 

（千円） 

 工具器具備品 22,435 7,997 14,438 

 ソフトウェア 1,834 1,069 764 

 合計 24,269 9,067 15,202 
 

  

 

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） 

 工具器具備品 7,165 2,388 4,777 

 ソフトウェア 1,834 611 1,222 

 合計 8,999 2,999 5,999 
 

（２）未経過リース料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          8,131千円 

   １年超          8,156千円 

    合計         16,288千円 

   １年内         2,997千円 

   １年超         3,412千円 

    合計         6,409千円 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 （３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

   支払リース料       6,094千円 

   減価償却費相当額     6,067千円 

   支払利息相当額       702千円 

   支払リース料      2,967千円 

   減価償却費相当額    2,999千円 

   支払利息相当額      377千円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 （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。 

     同左 

（５）利息相当額の算定方法 （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。 

     同左 

 

   （有価証券関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成18年１月31日）及び前連結会計年度末（平成17年４月30日）において、該当

事項はありません。 

 

   （デリバティブ関係） 

当社グループは、当第３四半期連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成18年１月31日）及び前連結会計年度

（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日）において、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項は

ありません。 
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（セグメント情報） 

 

［事業の種類別セグメント情報］ 

 

第３四半期連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成18年１月31日） 

 
ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 
（千円） 

ｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄ 
事業 
（千円） 

ｾﾙｻｲｴﾝｽ 
事業 
（千円） 

計 
 

（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連結 
 

（千円） 

売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 1,048,775 12,872 96,681 1,158,328 - 1,152,328

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

- 17,484 - 17,484 △17,484 -

計 1,048,775 30,357 96,681 1,175,813 △17,484 1,158,328

営業費用 589,182 41,056 68,691 698,929 156,155 855,084

営業利益又は営業損失(△) 459,593 △10,699 27,990 476,884 △173,639 303,244

 （注）１．事業区分の方法 

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

(1) エビデンスソリューション事業 … 臨床試験実施管理システム「CapTool」を用いた医療用医薬品の臨

床試験の支援 

(2) サイトサポート事業 … 大規模臨床研究等における申請資料の作成・実施の支援 

(3) セルサイエンス事業 … 過冷却保存装置等の医療関連機器の企画･開発･販売 

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の金額は190,296千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日） 

 
ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 
（千円） 

ｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄ 
事業 
（千円） 

ｾﾙｻｲｴﾝｽ 
事業 
（千円） 

計 
 

（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連結 
 

（千円） 

売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 732,406 52,251 47,619 832,276 - 832,276

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

- 8,263 - 8,263 △8,263 -

計 732,406 60,515 47,619 840,540 △8,263 832,276

営業費用 517,638 47,836 31,928 597,403 128,802 726,206

営業利益 214,767 12,678 15,690 243,136 △137,066 106,070

 （注）１．事業区分の方法 

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

(1) エビデンスソリューション事業 … 臨床試験実施管理システム「CapTool」を用いた医療用医薬品の臨

床試験の支援 

(2) サイトサポート事業 … 大規模臨床研究等における申請資料の作成・実施の支援 

(3) セルサイエンス事業 … 過冷却保存装置等の医療関連機器の企画･開発･販売 
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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の金額は148,869千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

［所在地別セグメント情報］ 

 

   当第３四半期連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成18年１月31日）及び前連結会計年度（自平成16年５月

１日 至平成17年４月30日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、

該当事項はありません。 

 

［海外売上高］ 

 

   当第３四半期連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成18年１月31日）及び前連結会計年度（自平成16年５月

１日 至平成17年４月30日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 

１  

１ 4,

潜

１
4,

１ 3

１ 6

株当たり純資産額  52,813.02円

株当たり四半期純利益金額 913.44円 

在株式調整後 

株当たり四半期純利益金額 
047.50円 

  

 

株当たり純資産額 3,893.50円 

株当たり当期純利益金額 ,213.74円 

  

 

 

 

 

 

当社は、平成17年７月29日付で株式１株につき３株の株式分割

を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりです。 

１  

１ 2,

１  

１ 2

株当たり純資産額  11,297.83円

株当たり当期純利益金額 071.24円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため、期中平均株価が把握できないため、記

載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株

予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ

店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できないた

め、記載しておりません。 

 

当社は、平成16年９月22日付で株式１株につき５株の株式分

割を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報

については、以下のとおりです。 

株当たり純資産額  20,559.19円

株当たり当期純損失金額 19.96円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株

予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ

店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できないた

め、記載しておりません。 

 

 （注）１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年５月１日    

 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日) 

１株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益金額 （千円） 159,307 70,300 

普通株式に帰属しない金額   （千円） - 8,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （    - ） （  8,000） 

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額    

（千円） 
159,307 62,300 

期中平均株式数（株） 32,422 10,026 

   

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額 
  

 四半期（当期）純利益調整額  （千円） - - 

 普通株式増加数 （株） 6,936 - 

  （うち新株予約権） （6,936） - 
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当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年５月１日   

 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

－ ①平成14年12月１日開催の臨時株主

総会で承認され、平成14年12月３

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数200個） 

②平成16年４月28日開催の臨時株主

総会で承認され、平成16年４月30

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数120個） 

③平成16年４月28日開催の臨時株主

総会で承認され、平成17年３月31

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数80個） 

④平成17年４月16日開催の臨時株主

総会で承認され、平成17年４月30

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数50個） 

⑤平成17年４月16日開催の臨時株主

総会で承認され、平成17年４月30

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数168個） 

⑥平成17年４月16日開催の臨時株主

総会で承認され、平成17年７月22

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数182個） 

 

 

（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

１ 平成17年７月５日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

 （１）平成17年７月29日付をもって普通株式１株に 

つき３株に分割します。 

   ① 分割により増加する株式数 

      普通株式     20,800株 

   ② 分割方法 

      平成17年７月29日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき３株の割合をもって

分割します。 

 （２）配当起算日 

    平成17年５月１日 

 

 

 

－ 15 － 

 



当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した

場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりになります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

6,853.06円 

１株当たり当期純損失金

額 

    73.32円 

潜在株式調整後１株当た

り当期純損失金額 

    -円 

１株当たり純資産額 

11,297.83円 

１株当たり当期純利益金

額 

2,071.24円 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

-円 

 

２ 平成17年４月16日開催の臨時株主総会及び平成17年７月

14日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年７月22日

付けで、当社取締役、監査役及び従業員並びに関係者に

対して、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

き新株予約権を付与しております。当該新株予約権の詳

細は次のとおりです。 

 

 新株予約権の数（注２） 

   182個 

 新株予約権の目的となる株式の種類 

   普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数（注２） 

   546株 

 新株予約権の行使時の払込金額（注１） 

   （１個当たり）   220,002円 

   （１株当たり）    73,334円 

 新株予約権の行使期間 

   平成19年４月17日 

          ～平成27年４月15日 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額 

      (１個当たり） 発行価格   220,002円 

                  資本組入額  110,001円 

      (１株当たり） 発行価格    73,334円 

             資本組入額   36,667円 

 新株予約権の譲渡に関する事項 

   新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められな

いものとする。 
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当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 

 

 新株予約権行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないものとする。新株

予約権の割当てを受けた時に当社の取締役、監査役、も

しくは従業員であった者は、権利行使時においても、当

社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを

要す。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な

理由のある場合にはこの限りではない。割当てを受けた

者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は１名

に限り権利を承継することができる。 

ただし、再承継はできない。 

 

（注） 

 １ 発行価額は、権利付与後に当社が払込金額を下回る払込

金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を

発行する場合を除く）または自己株式の処分を行うとき

は、上記払込金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もの

とします。 

   調整後    調整前 

   払込金額 ＝ 払込金額 × 

 

          新規発行株式数×１株当り払込金額 

  既発行株式数＋――――――――――――――――――  

調整前払込金額 

―――――――――――――――――――――――――――

        既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

  

２ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う

場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ次の

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ものとする。 

 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

 

                １ 

            ―――――――― 

            分割・併合の比率 
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平成18年４月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 
 平成18年３月15日

上場会社名 メビックス株式会社 （コード番号：3780  東証マザーズ） 

ＵＲＬ    http://www.mebix.co.jp/   

問合せ先   代表者役職・氏名  代表取締役社長      大社 聡 

       責任者役職・氏名  取締役コーポレート本部長 岡 昭宏  ＴＥＬ：（03）3518－6861 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

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

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無    ： 無 

③ 会計監査人の関与                  ： 有 

 平成18年４月期第３四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明の

ための手続きを受けております。 

 

２．平成18年４月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年５月１日 ～ 平成18年１月31日） 

(1）経営成績の進捗状況 

 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 ％

平成18年４月期第３四半期 1,145 - 297 - 299 - 165 -

平成17年４月期第３四半期 - - - - - - - -

（参考）平成17年４月期 780 - 81 - 93 - 63 -

 

 
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

平成18年４月期第３四半期 5,113 27 4,212 12 

平成17年４月期第３四半期 - - 

（参考）平成17年４月期 5,577 23 -  

（注）１．期中平均株式数    18年４月期第３四半期    32,422株 

                17年４月期         10,026株 

     当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが１株当たり四半期純利益は、期

首に株式分割が行われたものとして計算しております。また、平成17年11月18日に公募により4,500株の新株式

の発行を行っております。 

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

  ただし、平成17年４月期第３四半期につきましては四半期財務諸表を作成していないため記載を省略しており

ます。 

(2）財政状態の変動状況 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年４月期第３四半期 2,215 1,886 85.2 52,843 69 

平成17年４月期第３四半期 - - - - 

（参考）平成17年４月期 598 355  59.3 33,375 77 
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３．平成18年４月期の業績予想（平成17年５月１日 ～ 平成18年４月30日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通期 1,661 328 186 － 0 00 0 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 5,736円69銭 

     なお、１株当たり予想当期純利益（通期）については、平成18年４月期第３四半期期中平均株式数32,422株に

基づいて計算しております。 

 

 （注）当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが１株当たり予想当期純利益（通

期）は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 

     

  （注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性がありますので、本業績予想のみ

に全面的に依拠して投資判断を下すことは控えられるようお願い致します。 
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４．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

  当第３四半期会計期間末 

（平成18年１月31日） 

前事業年度要約貸借対照表 

（平成17年４月30日） 

 

区分 

注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 1 現金及び預金  1,576,839 308,479 

 2 売掛金  387,421 81,544 

  3 たな卸資産  101,356 60,992 

  4 その他  47,968 48,994 

   流動資産合計  2,113,586 95.4  500,011 83.5

Ⅱ  固定資産   

 1 有形固定資産 ※１ 11,376 16,410 

 2 無形固定資産   

 （1）ソフトウェア  52,273 54,598 

 （2）その他  12,900 1,300 

  無形固定資産合計  65,173 55,898 

 3 投資その他の資産  24,950 26,400 

  固定資産合計  101,500 4.6  98,709 16.5

  資産合計  2,215,086 100.0  598,720 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 1 買掛金  94,413 9,450 

 2 未払金  16,674 30,228 

  3 未払法人税等  111,867 41,200 

  4 前受金  71,082 136,188 

  5 その他 ※２ 34,528 26,545 

   流動負債合計  328,566 14.8  243,612 40.7

   負債合計  328,566 14.8  243,612 40.7

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  773,050 34.9  199,300 33.3

Ⅱ 資本剰余金   

 1 資本準備金  937,175 137,300 

  資本剰余金合計  937,175 42.3  137,300 22.9

Ⅲ 利益剰余金   

 1 四半期（当期）未処分利益  176,294 18,508 

  利益剰余金合計  176,294 8.0  18,508 3.1

  資本合計  1,886,519 85.2  355,108 59.3

 負債資本合計  2,215,086 100.0  598,720 100.0
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（２）四半期損益計算書 

  当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度要約損益計算書 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 

区分 

注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  1,145,456 100.0  780,025 100.0

Ⅱ 売上原価  504,813 44.1  391,940 50.2

   売上総利益  640,642 55.9  388,084 49.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  343,356 30.0  306,495 39.3

   営業利益  297,286 25.9  81,588 10.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 15,285 1.3  15,075 1.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 13,377 1.1  3,125 0.4

   経常利益  299,195 26.1  93,539 12.0

Ⅵ 特別損失 ※３ 7,002 0.6  4,017 0.5

   税引前四半期（当期）純利益  292,192 25.5  89,521 11.5

   法人税、住民税及び事業税 ※４ 126,405 38,959 

   法人税等調整額 ※４ - 126,405 11.0 △13,356 25,602 3.3

   四半期（当期）純利益  165,786 14.5  63,918 8.2

   前期繰越利益又は前期繰越損失

（△） 
 10,508  △45,410

   第３四半期（当期）未処分利益  176,294  18,508
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

（1）有価証券 （1）有価証券 １ 資産の評価基準及び 

  評価方法 子会社株式 子会社株式 

 
移動平均法による原価法によっており

ます。 

    同左 

 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 

   商品    ―――― 

 
移動平均法による原価法によっており

ます。 

 

   原材料   原材料 

 
総平均法による原価法によっておりま

す。 

    同左 

   仕掛品   仕掛品 

 
個別法による原価法によっておりま

す。 

    同左 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 ２ 固定資産の減価償却の 

方法 定率法によっております。 

但し建物（附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物        50年 

工具器具備品   3～6年 

    同左 

 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 

 

定額法によっております。なお、自社

利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。 

    同左 

３ 繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費 

 
  発生時に全額費用として処理しておりま

す。 

      ――――― 

４ 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。 

    同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ５ その他四半期財務諸表（財務

諸表）作成のための基本とな

る重要な事項 

  税抜方式によっております。     同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）を適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。 

 

 

 

追加情報 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

――――――――――――― （外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後に

開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴

い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年２

月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法

人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が2,242千円増加し、営業利

益、経常利益、税引前当期純利益が2,242千円減少しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 6 － 

 



注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年１月31日） 

前事業年度末 

（平成17年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             16,983千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             7,946千円 

※２ 消費税等の取扱い ※２      ―――――― 

   仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、流動負債の

「その他」として表示しております。 

   

 

（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息             21千円 

   経営指導料          13,500千円 

   受取補償金          1,763千円 

   受取利息            110千円 

   経営指導料          14,960千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

      新株発行費                   13,377千円       支払利息                      3,125千円 

※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの 

      本社移転費用                  4,400千円 

      臨時償却費                    2,602千円 

   固定資産除却損        2,357千円 

   本社移転費用         1,660千円 

※４ 当第３四半期会計期間における税金費用については、簡

便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調

整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上し

ております。 

※４      ―――――― 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産         6,434千円 

   無形固定資産         9,634千円 

   有形固定資産         6,350千円 

   無形固定資産         6,709千円 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30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 

（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

び四半期末残高相当額 

（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） 

四半期末

残高 

相当額 

（千円） 

 工具器具備品 22,435 7,997 14,438 

 ソフトウェア 1,834 1,069 764 

 合計 24,269 9,067 15,202 
 

  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） 

 工具器具備品 7,165 2,388 4,777 

 ソフトウェア 1,834 611 1,222 

 合計 8,999 2,999 5,999 
 

（２）未経過リース料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          8,131千円 

   １年超          8,156千円 

    合計         16,288千円 

   １年内         2,997千円 

   １年超         3,412千円 

    合計         6,409千円 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 （３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

   支払リース料      6,094千円 

   減価償却費相当額    6,067千円 

   支払利息相当額      702千円 

   支払リース料      2,967千円 

   減価償却費相当額    2,999千円 

   支払利息相当額      377千円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 （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。 

     同左 

（５）利息相当額の算定方法 （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。 

     同左 

 

   （有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末（平成18年１月31日）及び前事業年度末（平成17年４月30日）において、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。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 

１ 52

１ 5,

潜

１
4,

１ 33

１ 5,

株当たり純資産額 ,843.69円 

株当たり四半期純利益金額 113.27円 

在株式調整後 

株当たり四半期純利益金額 
212.12円 

  

 

株当たり純資産額 ,375.77円 

株当たり当期純利益金額 577.23円 

  

 

 

 

 

 

当社は、平成17年７月29日付で株式１株につき３株の株式分割

を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりです。 

１ 11

１ 1,

１ 20

１ 12

株当たり純資産額 ,125.25円 

株当たり当期純利益金額 859.07円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため、期中平均株価が把握できないため、記

載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため、期中平均株価が把握できないため、記

載しておりません。 

 

当社は、平成16年９月22日付で株式１株につき５株の株式分割

を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりです。 

株当たり純資産額 ,658.93円 

株当たり当期純損失金額 0.22円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため、期中平均株価が把握できないため、記

載しておりません。 

 

（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年５月１日     

 至 平成18年１月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日) 

１株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益金額   （千円） 165,786 63,918 

普通株式に帰属しない金額   （千円） - 8,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （   - ） （  8,000） 

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額   

（千円） 
165,786 55,918 

期中平均株式数（株） 32,422 10,026 

   

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額 
  

 四半期（当期）純利益調整額  （千円） - - 

 普通株式増加数 （株） 6,936 - 

  （うち新株予約権） （6,936） - 
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当第３四半期会計期間 

(自 平成17年５月１日     

 至 平成18年１月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

－ ①平成14年12月１日開催の臨時株主

総会で承認され、平成14年12月3日

付与された新株予約権１種類（新

株予約権の数200個） 

②平成16年４月28日開催の臨時株主

総会で承認され、平成16年４月30

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数120個） 

③平成16年４月28日開催の臨時株主

総会で承認され、平成17年３月31

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数80個） 

④平成17年４月16日開催の臨時株主

総会で承認され、平成17年４月30

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数50個） 

⑤平成17年４月16日開催の臨時株主

総会で承認され、平成17年４月30

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数168個） 

⑥平成17年４月16日開催の臨時株主

総会で承認され、平成17年７月22

日付与された新株予約権１種類

（新株予約権の数182個） 

 

 

 

（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

 該当事項はありません｡ 

 

１ 平成17年７月５日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

 （１）平成17年７月29日付をもって普通株式１株に 

つき３株に分割します。 

   ① 分割により増加する株式数 

      普通株式     20,800株 

   ② 分割方法 

      平成17年７月29日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき３株の割合をもって

分割します。 

 （２）配当起算日 

    平成17年５月１日 
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当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

  

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した

場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりになります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

6,886.31円 

１株当たり当期純損失金

額 

      40.07円 

潜在株式調整後１株当た

り当期純損失金額 

 -円 

１株当たり純資産額 

11,125.25円 

１株当たり当期純利益金

額 

1,859.07円 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

-円 

 

２ 平成17年４月16日開催の臨時株主総会及び平成17年７

月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年７月22

日付けで、当社取締役、監査役及び従業員並びに関係者

に対して、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づき新株予約権を付与しております。当該新株予約権の

詳細は次のとおりです。 

 

  新株予約権の数（注２） 

   182個 

  新株予約権の目的となる株式の種類 

   普通株式 

  新株予約権の目的となる株式の数（注２） 

   546株 

新株予約権の行使時の払込金額（注１） 

   （１個当たり）   220,002円 

   （１株当たり）    73,334円 

新株予約権の行使期間 

   平成19年４月17日 

          ～平成27年４月15日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額 

      (１個当たり） 発行価格   220,002円 

                  資本組入額  110,001円 

      (１株当たり） 発行価格    73,334円 

                  資本組入額   36,667円 

  新株予約権の譲渡に関する事項 

    新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められ

ないものとする。 
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当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

至 平成17年４月30日） 

  

 

  新株予約権行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないものとする。新株

予約権の割当てを受けた時に当社の取締役、監査役、も

しくは従業員であった者は、権利行使時においても、当

社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを

要す。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な

理由のある場合にはこの限りではない。割当てを受けた

者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は１名

に限り権利を承継することができる。 

ただし、再承継はできない。 

 

   

（注） 

 １ 発行価額は、権利付与後に当社が払込金額を下回る払込

金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を

発行する場合を除く）または自己株式の処分を行うとき

は、上記払込金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もの

とします。 

   調整後    調整前 

   払込金額 ＝ 払込金額 × 

 

          新規発行株式数×１株当り払込金額 

  既発行株式数＋――――――――――――――――――  

調整前払込金額 

―――――――――――――――――――――――――――

        既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

  

２ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う

場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ次の

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ものとする。 

 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

 

                 １ 

             ―――――――― 

             分割・併合の比率 
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