
 
 
 

平成18年 7月 25日 

各 位 

本社所在地 東京都文京区小石川一丁目3番 25号

小石川大国ビル

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）

代表者 代表取締役社長      大社 聡

問合せ先 取締役コーポレート本部長 岡 昭宏

電話番号 03‐5842‐3600 

 

 

（訂正）平成 18年４月期決算短信（連結）等の一部訂正について 

 

平成 18年６月 15日に開示いたしました「平成 18年４月期決算短信（連結）」及び添付資料なら

びに「平成18年４月期個別財務諸表の概要」及び添付資料におきまして、一部誤りがありましたの

で、以下のとおり訂正いたします。 

 

記 
 
【訂正内容】（訂正箇所には下線を付しております） 
Ⅰ 平成 18年４月期決算短信（連結） 
ⅰ）１ページ  

(2) 連結財政状態 

１株当たり株主資本  

＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

     円      銭     円      銭 

平成 18年４月期  58,989     99  53,989     99 

 

ⅱ）８ページ 

 (2) 財政状態 ① 当連結会計期間末の資産、負債、資本の概況の５段落目 

 ＜訂正前＞ 

   資本の部では、平成17年 11月に実施した公募増資及び新株や予約権の行使による増資等により

資本金が574百万円、資本剰余金が800百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末

比1,591 百万円増の1,820 百万円となりました。 

 

＜訂正後＞ 

   資本の部では、平成17年 11月に実施した公募増資及び新株予約権の行使による増資等により資

本金が574百万円、資本剰余金が800百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末比

1,591 百万円増の1,951 百万円となりました。 

 

ⅲ）20ページ 

(2) 連結損益計算書の区分及び注記番号の一部 

区分 ＜訂正前＞ ＜訂正後＞ ＜訂正後加筆＞ 

Ⅳ 営業外収益 ３．消費税免除益 ３．消費税免税益  

Ⅵ 特別損失 ３．臨時償却 ３．臨時償却費 注記番号に※４．を加筆 

 



 
  
 
 
 

ⅳ）22ページ 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書の区分の一部 

区分 ＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 臨時償却 臨時償却費

 

ⅴ）27ページ 

 注記事項 （連結損益計算書関係）に加筆 

 ＜加筆内容＞ 

前連結会計年度      当連結会計年度 

（自 平成 16年５月 １日） （自 平成 17年５月 １日） 

（至 平成 17年４月 30日） （至 平成 18年４月 30日） 

※４．   ―――――――― ※４．臨時償却費は本社移転に伴い、旧社屋の

建物備品等の臨時償却を行ったものでありま

す。

 

ⅵ）34ページ 

(2) 子会社等 

属性 会社等の名称 取引金額（千円） 

  ＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

関連会社 株式会社プリカーサ 109,510  47,400 

 

ⅶ）38ページ 

(2) 受注状況 

  ＜訂正前＞ 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 16年５月 １日) (自 平成17年５月 １日) 

(至 平成17年４月30日) (至 平成18年４月30日) 

増減 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

事業の種類別 

セグメントの名称 

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

エビデンスソリューション事業 1,462,908 1,107,786 3,808,441 3,336,362 2,345,533 2,228,575

サイトサポート事業 39,120 12,525 38,249 15,547 △871 3,022

セルサイエンス事業 95,238 47,619 56,041 11,960 △39,196 △35,659

合計 1,597,266 1,167,931 3,902,791 3,363,869 2,305,525 2,195,938

 

＜訂正後＞ 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 16年５月 １日) (自 平成17年５月 １日) 

(至 平成17年４月30日) (至 平成18年４月30日) 

増減 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

事業の種類別 

セグメントの名称 

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

エビデンスソリューション事業 1,462,908 1,107,786 3,809,491 3,337,412 2,346,583 2,229,626

サイトサポート事業 39,120 12,525 38,249 15,547 △871 3,022

セルサイエンス事業 95,238 47,619 56,041 11,960 △39,196 △35,659

合計 1,597,266 1,167,931 3,903,781 3,364,919 2,306,515 2,196,988

 

 

 



 
  
 
 
 

Ⅱ 平成 18年４月期個別財務諸表の概要 
 ⅰ）２ページ 

(1) 貸借対照表 

注記番号  

＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

Ⅰ 流動資産   

11．その他 ※１ ＜削除＞ 

 
 ⅱ）３ページ 

(1) 貸借対照表 

注記番号  

＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 ＜記載無＞ ※１

 
 ⅲ）4ページ 

(2)損益計算書の区分及び注記番号の一部 

区分 ＜訂正前＞ ＜訂正後＞ ＜訂正後加筆＞ 

Ⅵ 特別損失 ３．臨時償却 ３．臨時償却費 注記番号に※５．を加筆 

 
 ⅳ）９ページ 

注記事項 （貸借対照表関係） 

 ＜修正前＞ 

前事業年度      当事業年度 

（自 平成 16年５月 １日） （自 平成 17年５月 １日） 

（至 平成 17年４月 30日） （至 平成 18年４月 30日） 

※１．関係会社に対する資産は次のとおりです。※１．   ――――――――

      未収入金          16,432 千円  

 
＜修正後＞ 

前事業年度      当事業年度 

（自 平成 16年５月 １日） （自 平成 17年５月 １日） 

（至 平成 17年４月 30日） （至 平成 18年４月 30日） 

※１．関係会社に対する資産は次のとおりです。※１．関係会社に対する負債は次のとおりです。

      未収入金          16,432 千円       買掛金           34,020 千円

 
注記事項 （損益計算書関係）に加筆 

 ＜加筆内容＞ 

前事業年度      当事業年度 

（自 平成 16年５月 １日） （自 平成 17年５月 １日） 

（至 平成 17年４月 30日） （至 平成 18年４月 30日） 

※５．   ―――――――― ※５．臨時償却費は本社移転に伴い、旧社屋の

建物備品等の臨時償却を行ったものでありま

す。

 
以 上  


