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平成19年４月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 
 平成18年９月14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）5842－3600 

 

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 

 四半期連結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19年４月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年５月１日 ～ 平成18年７月31日） 

(1）連結経営成績の進捗状況                                 (百万円未満切捨) 

 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19年４月期第１四半期 416 10.0 70 △16.6 70 △16.6 40 △16.2 

平成18年４月期第１四半期 378 - 84 - 84 - 48 - 

（参考）平成18年４月期 1,706 - 414 - 405 - 224 -

 

 
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19年４月期第１四半期 1,093 96 953 31  

平成18年４月期第１四半期 1,542 27 －

（参考）平成18年４月期 6,732 50 5,589 41  

（注）１．各期の１株当たり情報の基礎となった期中平均株式数（連結）は下記のとおりです。 

平成19年４月期第１四半期    36,857株 

平成18年４月期第１四半期    31,200株 

      平成18年４月期         33,289株 

     当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の株式分割を行いましたが１株当たり当期純利益は、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。 

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、当社グループは平成18年４月期第１四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、平成18年４

月期第１四半期の増減率は記載しておりません。 

３．平成18年４月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高は有

りますが、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 
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［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

平成19年４月期第１四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。しかしながら長年

続いたゼロ金利の解除も実施され、企業収益の圧迫懸念が払拭されない等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、連結売上高は前第１四半期比10.0％増 

の416百万円となりました。 

一方、今後の業容拡大を見込み人員の強化・育成及び本社事務所の移転・拡充等を実施したことにより当第１四半

期において発生した一般管理費の増加及びセルサイエンス事業において「マジコール」に係るイニシャル・ロイヤリ

ティ売上が前第１四半期には計上されていたこと等の諸要因により、当第１四半期は前第１四半期比減益の経常利益

70百万円、四半期純利益40百万円となりました。 

 

(2）連結財政状態の変動状況                                （百万円未満切捨） 

 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

平成19年４月期第１四半期 2,245  2,012  89.6  54,073 86  

平成18年４月期第１四半期 610 400 65.6 12,840 11

（参考）平成18年４月期 2,431 1,951  80.3 53,989 99

（注）１．期末発行済株式数は次のとおりです。   

平成19年４月期第１四半期    37,215株 

平成18年４月期第１四半期    31,200株 

      平成18年４月期         36,150株 

なお、当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の株式分割を行っております。 

   ２．平成18年４月期第１四半期及び平成18年４月期の純資産の額は、従来の算定方法による株主資本の額を記載し

ております。 

   ３．平成18年４月期第１四半期及び平成18年４月期の１株当たり純資産の額は、従来の算定方法による１株当たり

株主資本の額を記載しております。 

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況                             （百万円未満切捨） 

 
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19年４月期第１四半期 △320  △58  20   1,255  

平成18年４月期第１四半期 7 △21 -  266 

（参考）平成18年４月期 45 △72 1,360  1,613 

 

 

［連結財政状態ならびに連結キャッシュ・フローの変動状況に関する定性的情報等］ 

   資産合計は、前連結会計年度末比185百万円減の2,245百万円となりました。現金及び預金358百万円の減少、受取

手形及び売掛金86百万円の増加及びたな卸資産31百万円の増加等を主な要因に、流動資産は前連結会計年度末比239

百万円減の2,047百万円となりました。また、本社移転に伴い有形固定資産が28百万円増加したこと及び非上場会社

の株式取得により有価証券が16百万円増加したことを主な要因に、固定資産は前連結会計年度末比53百万円増加の

198百万円となりました。 

   負債合計は、前連結会計年度末比246百万円減の233百万円となりました。これは、法人税の支払等により未払法人

税等が150百万円減少したことが主な要因であります。 
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   純資産合計は、前連結会計年度末比60百万円増の2,012百万円となりました。これは利益剰余金が前連結会計年度

末比40百万円増加したこと等によります。 

   （注）純資産の部は、前連結会計年度末の資本合計との対比で記載しています。 

 

当第１四半期連結会計期間のおけるキャッシュ・フローは、営業活動の結果使用した資金は320百万円、投資活動

の結果使用した資金は58百万円、財務活動の結果得られた資金は20百万円でした。この結果、当第１四半期連結会計

期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,255百万円となり、前連結会計年度末から358百

万円減少しております。 

   当第１四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320百万円となりました。これは主に、税金等調整前第１四半期純利益が70百万円

生じたものの、売上債権86百万円の増加、仕入債務46百万円の減少及び法人税等の支払176百万円等により資金を使

用したことによるものです。 

 

（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58百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得41百万円及び投資有価証

券の取得16百万円によるものです。 

 

（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20百万円となりました。これは新株予約権の行使に伴う株式発行によるものです。 

 

３．平成19年４月期の連結業績予想（平成18年５月１日 ～ 平成19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

中 間 期 915 176 100 

通   期 2,235 551 315 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 8,551円21銭 

     なお、１株当たり予想当期純利益（通期）については、平成19年４月期第１四半期期中平均株式数36,857株に

基づき算出しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

   当社グループのコアカテゴリーである「CapTool－EBM ソリューション」における大規模臨床試験市場は、医療界

でのＥＢＭ（科学的根拠に基づく医療）への関心が追い風となり急速に拡大しております。このような状況下、前連

結会計年度末の受注残高は3,363百万円を確保しております。 

   当社グループでは基幹ソフトである「CapTool」の更なる顧客満足度の向上を図るとともに重点育成カテゴリーで

ある「CapTool－PMS ソリューション」の認知度向上による受注活動の強化を実践し、引き続き事業拡大に邁進して

まいります。 

   連結通期の業績見通しにつきましては、連結売上高2,235百万円、連結経常利益551百万円、連結当期純利益315百

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。 
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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１四半期連結会計期間末

（平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間末

（平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

（平成18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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 1 現金及び預金   1,305,145 316,842  1,663,403

 2 受取手形及び売掛金   600,314 161,448  513,571

  3 たな卸資産   63,943 9,840  32,840

  4 その他   77,639 21,948  76,551

   流動資産合計   2,047,042 91.2 510,081 83.6  2,286,366 94.0

Ⅱ  固定資産    

 1 有形固定資産 ※１  56,930 2.5 18,129 3.0  28,147 1.1

 2 無形固定資産    

 （1）ソフトウェア  68,158 51,772 59,788 

 （2）その他  － 68,158 3.0 13,100 64,872 10.6 － 59,788 2.5

 3 投資その他の資産   73,621 3.3 17,323 2.8  57,427 2.4

  固定資産合計   198,710 8.8 100,324 16.4  145,362 6.0

  資産合計   2,245,753 100.0 610,405 100.0  2,431,729 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 1 買掛金   80,359 6,877  126,655

 2 未払法人税等   32,530 39,677  182,946

  3 未払金   60,789 39,502  51,655

  4 前受金   47,294 95,727  63,156

  5 その他   12,420 28,009  55,576

   流動負債合計   233,394 10.4 209,794 34.4  479,991 19.7

   負債合計   233,394 10.4 209,794 34.4  479,991 19.7
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当第１四半期連結会計期間末

（平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間末

（平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

（平成18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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   － － 199,300 32.6  773,800 31.8

Ⅱ 資本剰余金   － － 137,300 22.5  937,925 38.6

Ⅲ 利益剰余金   － － 64,011 10.5  240,012 9.9

  資本合計   － － 400,611 65.6  1,951,738 80.3

 負債資本合計   － － 610,405 100.0  2,431,729 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 1 資本金   783,950 34.9 － －  － －

  2 資本剰余金   948,074 42.2 － －  － －

 3 利益剰余金   280,333 12.5 － －  － －

  株主資本合計   2,012,358 89.6 － －  － －

  純資産合計   2,012,358 89.6 － －  － －

 負債純資産合計   2,245,753 100.0 － －  － －
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（２）四半期連結損益計算書 

 

 

 
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18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 

（％） 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   416,719 100.0 378,668 100.0  1,706,793 100.0

Ⅱ 売上原価   203,864 48.9 187,741 49.6  813,529 47.7

   売上総利益   212,855 51.1 190,926 50.4  893,263 52.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  142,399 34.2 106,415 28.1  478,946 28.0

   営業利益   70,455 16.9 84,511 22.3  414,316 24.3

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  4 6  46 

 ２．受取補償金  － －  4,250 

 ３．消費税免税益  － －  992 

 ４．雑収入  17 21 0.0 － 6 0.0 41 5,329 0.3

Ⅴ 営業外費用     

 １．新株発行費  － － － － － － 14,623 14,623 0.9

   経常利益   70,476 16.9 84,517 22.3  405,021 23.7

Ⅵ 特別損失     

 １．固定資産除却損 ※２ － －  3,699 

 ２．本社移転費用  － －  7,100 

 ３．臨時償却費 ※４ － － － － － － 2,602 13,402 0.8

   税金等調整前 

四半期（当期）純利益 
  70,476 16.9 84,517 22.3  391,619 22.9

   法人税、住民税及び事業税 ※３ 30,156 36,398  195,932 

   法人税等調整額 ※３ － 30,156 7.2 － 36,398 9.6 △28,433 167,499 9.8

   四半期（当期）純利益   40,320 9.7 48,118 12.7  224,120 13.1
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書及び四半期連結剰余金計算書 

四半期連結株主資本等変動計算書 

  当第１四半期連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日 ） 

（単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
純資産合計 

平成18年４月30日残高 773,800 937,925 240,012 1,951,738  1,951,738 

当四半期中の変動額    

 新株の発行 10,150 10,149 － 20,300 20,300

 四半期純利益 － － 40,320 40,320 40,320

当四半期中の変動額合計 10,150 10,149 40,320 60,620 60,620

平成18年７月31日残高 783,950 948,074 280,333 2,012,358 2,012,358

 

 

四半期連結剰余金計算書 

 

 前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18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  137,300

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．増資による新株の発行  － － 800,625 800,625

Ⅲ 資本剰余金四半期末（期末）残高  137,300  937,925

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  23,892  23,892

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．四半期（当期）純利益  48,118 48,118 224,120 224,120

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．役員賞与  8,000 8,000 8,000 8,000

Ⅳ 利益剰余金四半期末（期末）残高  64,011  240,012
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年５月１日

至 平成18年７月31日)

前第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成17年５月１日

至 平成18年４月30日)

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前四半期（当期）純利益  70,476 84,517  391,619 

  減価償却費  8,275 4,859  23,743 

  臨時償却費  － －  2,602 

  受取利息  △4 △6  △46 

  固定資産除却損  － －  3,699 

  新株発行費  － －  14,623 

  本社移転費用  － －  7,100 

  売上債権の増加額  △86,742 △70,419  △422,542 

  たな卸資産の増減額（△：増加）  △31,102 55,334  32,334 

  仕入債務の増減額（△：減少）  △46,296 5,827  125,605 

  未払金の増減額（△：減少）  5,200 6,282  △752 

  前受金の増減額（△：減少）  △15,862 △40,461  △73,032 

  役員賞与の支払額  － △8,000  △8,000 

  その他  △47,952 12,897  10,733 

    小計  △144,008 50,831  107,689 

  利息の受取額  4 6  46 

  法人税等の支払額  △176,330 △42,886  △62,530 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △320,334 7,951  45,205 

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  △41,682 △2,080  △5,346 

  無形固定資産の取得による支出  － △18,330  △26,909 

  貸付けによる支出  －  △1,000  － 

  貸付金の回収による収入  － 80  － 

  投資有価証券の取得による支出  △16,000 －  △1,500 

  その他  △540 270  △38,444 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △58,223 △21,060  △72,200 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  株式の発行による収入  20,300 －  1,360,448 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  20,300 －  1,360,448 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少）  △358,257 △13,108  1,333,452 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,613,403 279,950  279,950 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 ※１ 1,255,145 266,842  1,613,403 
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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１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

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

事項   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 

  連結子会社の名称 

          同左 

 （2）非連結子会社 （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        同左 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

（1）持分法適用の関連会社数 

該当する会社はありません。 

（2）持分法を適用していない関連

会社である株式会社プリカー

サは、四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。 

（1）持分法適用の関連会社数 

同左 

（1）持分法適用の関連会社数 

          同左 

（2）持分法を適用していない関連

会社である株式会社プリカー

サは、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。 

３ 連結子会社の四半期

決算日等（事業年度

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。 

同左 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）有価証券 （1）――――― （1）――――― （1）重要な資産の評価基

準及び評価方法  ①その他有価証券 

   移動平均法による原価法に

よっております。 

（2）たな卸資産 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 

 ①商品  ①商品  ①商品 

  移動平均法による原価法に

よっております。 

           同左            同左 

 

 ②原材料  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          同左 

  ③仕掛品  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        同左 

（1）有形固定資産 （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      ８～50年 

工具器具備品  ３～15年 

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 

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        ２年 

工具器具備品  ２～６年 

 （2）無形固定資産 （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           同左 
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項目 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

（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    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 

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    同左 

 

 

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１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

――――――――――――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四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。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用していま

す。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当す

る金額は2,012,358千円です。 

――――――――――――― ――――――――――――― 

（株主資本等変動計算書に関する会計基

準） 

当第１四半期連結会計期間より「株主

資本等変動計算書に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第６号）及び「株主資

本等変動計算書に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針第９

号）を適用しています。 

――――――――――――― ――――――――――――― 
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当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

（企業結合及び事業分離等に関する会計

基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「企業

結合に係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準第７

号）ならびに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10号）を適

用しています。 

――――――――――――― ――――――――――――― 

（ストック・オプション等に関する会計

基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「ス

トック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準適用指針

第11号）を適用しています。 

――――――――――――― ――――――――――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）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。 

――――――――――――― ――――――――――――― 

 

 

表示方法の変更 
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付金の回収による収

入」は、当第１四半期連結会計期間において、金額的重要性が乏

しくなったため「その他」に含めております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「貸付金の回収による収入」は、125千円であります。 

――――――――― 
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注記事項 
（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成17年７月31日） 

前連結会計年度末 

（平成18年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            15,790千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            10,027千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            11,810千円 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりです。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりです。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりです。 

   役員報酬          22,750千円 

   給料手当          35,457千円  

   役員報酬          13,221千円 

   給料手当          24,983千円 

   役員報酬         85,280千円 

   給料手当         99,597千円  

※２    ――――― ※２    ――――― ※２ 固定資産除却損の内容は次のとお

りです。 

   建物              292千円 

   工具器具備品         2,107千円 

      特許権               1,300千円 

※３ 当第１四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      同左 ※３    ――――― 

※４    ――――― ※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。 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

  当第１四半期連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項                          （単位：株） 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 

当第１四半期 

連結会計期間 

増加株式数 

当第１四半期 

連結会計期間 

減少株式数 

当第１四半期 

連結会計期間末 

株式数 

摘要 

 発行済株式    

  普通株式 36,150 1,065 － 37,215 （注） 

合  計 36,150 1,065 － 37,215  

（注）普通株式の発行済株式総数の増加1,065株は、新株予約権の権利行使による新株の発行です。 

  

２．新株予約権等に関する事項                                 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 
前連結会 

計年度末 
増加 減少 

当第１四半

期連結会計 

期間末 

当第１四半

期連結会計 

期間末残高

（千円） 

平成14年12月 

第１回新株予約権 
普通株式 2,550 － － 2,550 －

平成16年４月 

第２回新株予約権 
普通株式 1,800 － 735 1,065 －

平成17年３月 

第３回新株予約権 
普通株式 1,200 － 780 420 －

平成17年４月 

第４回新株予約権 
普通株式 150 － 45 105 －

平成17年４月 

第５回新株予約権 
普通株式 501 － 9 492 －

提出会社 

（親会社） 

平成17年７月 

第６回新株予約権 
普通株式 546 － － 546 －

合計   6,747 － 1,569 5,178 －

   （注）１．平成16年４月第２回新株予約権の当第１四半期連結会計期間における減少は、新株予約権の行使及び償却によるものであ

ります。 



－ 連－13 － 

 

      ２．平成17年３月第３回新株予約権の当第１四半期連結会計期間における減少は、新株予約権の行使及び償却によるものであ

ります。 

      ３．平成17年４月第４回新株予約権の当第１四半期連結会計期間における減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

      ４．平成17年４月第５回新株予約権の当第１四半期連結会計期間における減少は、新株予約権の償却によるものであります。 

      ５．平成17年４月第５回新株予約権及び平成17年７月第６回新株予約権を除く新株予約権については権利行使可能であります。 

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18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７月31日現在） （平成18年７月31日現在） （平成18年４月30日現在）

 現金及び預金勘定   1,305,145千円 

 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    1,255,145千円 

 現金及び預金勘定     316,842千円

 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      266,842千円

 現金及び預金勘定    1,663,403千円 

 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    1,613,403千円 
   

 

（リース取引関係） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18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 

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 11,736 10,699 

 

 ソフト

ウェア 
1,834 1,375 458 

 

 合計 24,269 13,112 11,157  
 

  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 4,258 18,177

 

 ソフト

ウェア
1,834 764 1,069

 

 合計 24,269 5,022 19,247  
 

 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 
22,435 9,866 12,568

 

ソフト

ウェア 
1,834 1,222 611

 

合計 24,269 11,089 13,180  
 

（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          7,787千円 

   １年超          4,483千円 

    合計         12,271千円 

   １年内          7,939千円

   １年超          12,271千円

    合計         20,210千円

   １年内         8,229千円

   １年超         6,062千円

    合計         14,291千円

（３）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

   支払リース料      2,184千円 

   減価償却費相当額    2,022千円 

   支払利息相当額      163千円 

   支払リース料      1,726千円

   減価償却費相当額    2,022千円

   支払利息相当額      256千円

   支払リース料      8,278千円

   減価償却費相当額    8,089千円

   支払利息相当額      890千円

（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 （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      同左 

（５）利息相当額の算定方法 （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      同左 
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   （有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年７月31日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円）

 関係会社株式  

     非上場株式 1,500  

 その他有価証券  

     非上場株式 16,000  

 

前第１四半期連結会計期間末（平成17年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（平成18年４月30日） 

重要性が乏しいため注記を省略しております。 

 

   （デリバティブ関係） 

当社グループは、当第１四半期連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年７月31日）、前第１四半期連結

会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年７月31日）及び前連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日） 

 

１．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、規模 

種類 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

取締役会決議年月日 平成14年11月15日 平成16年４月30日 平成17年３月31日 

付与対象者の区分及び人数 

取締役       ４名 

（元取締役２名を含む）

監査役       １名 

取締役       １名 

従業員       11名 

（元従業員３名を含む） 

元取締役       １名

従業員        12名

（元従業員２名を含む）

社外協力者      ６名

株式の種類及び付与数 普通株式    3,000株 普通株式    1,800株 普通株式    1,200株 

付与日 平成14年12月３日 平成16年４月30日 平成17年３月31日 

権利確定条件 

新株予約権の割当てを受け

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。 

同左 同左 

権利行使期間 
自 平成16年12月３日 

 至 平成21年12月２日 

自 平成18年５月１日 

 至 平成26年４月30日 

自 平成18年５月１日 

 至 平成26年４月30日 

権利行使価格 
（１株当たり） 

       3,334円 

（１株当たり） 

       16,667円  

（１株当たり） 

       16,667円 
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種類 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

取締役会決議年月日 平成17年４月30日 平成17年４月30日 平成17年７月22日 

付与対象者の区分及び人数 

社外協力者     １名 取締役       １名 

監査役       １名 

従業員       31名 

（元従業員３名を含む） 

社外協力者     18名 

取締役       １名 

監査役       １名 

社外協力者     ５名 

株式の種類及び付与数 普通株式     150株 普通株式     504株 普通株式     546株 

付与日 平成17年４月30日 平成17年４月30日 平成17年７月22日 

権利確定条件 

新株予約権の割当てを受け

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。 

同左 同左 

権利行使期間 
自 平成18年４月17日 

 至 平成27年４月15日 

自 平成19年４月17日 

 至 平成27年４月15日 

自 平成19年４月17日 

 至 平成27年４月15日 

権利行使価格 
（１株当たり） 

       73,334円 

（１株当たり） 

       73,334円  

（１株当たり） 

       73,334円 

 

    （２）ストック・オプションの変動状況 

種類 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

取締役会決議年月日 平成14年11月15日 平成16年４月30日 平成17年３月31日 

 権利確定前    （株）   

  期首 － 1,800 1,200

  付与 － － － 

  失効 － － － 

  権利確定 － 1,800 1,200

  未確定残 － － － 

 権利確定後    （株）   

  期首 2,550 － －

  権利確定 － 1,800  1,200

  権利行使 － 480  540

  失効 － 255  240

  未行使残 2,550 1,065  420

 

種類 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

取締役会決議年月日 平成17年４月30日 平成17年４月30日 平成17年７月22日 

 権利確定前    （株）   

  期首 150 501 546

  付与 － － － 

  失効 － 9 － 

  権利確定 150 － －

  未確定残 － 492 546

 権利確定後    （株）   

  期首 － － －

  権利確定 150 － －

  権利行使 45 － －

  失効 － － －

  未行使残 105 － －
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（セグメント情報） 

 

［事業の種類別セグメント情報］ 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年７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 394,654 8,491 13,573 416,719 － 416,719

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － －

計 394,654 8,491 13,573 416,719 － 416,719

営業費用 241,630 7,135 20,503 269,269 76,995 346,264

営業利益又は営業損失(△) 153,024 1,355 △6,930 147,450 △76,995 70,455

 （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78,345千円であり、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。 

 

 

前第１四半期連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年７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 314,539 4,598 59,530 378,668 － 378,668

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ 10,770 － 10,770 △10,770 －

計 314,539 15,368 59,530 389,438 △10,770 378,668

営業費用 214,548 20,472 22,751 257,772 36,384 294,156

営業利益又は営業損失(△) 99,991 △5,103 36,778 131,666 △47,155 84,511

 （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 
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(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54,812千円であり、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17年５月１日 至平成18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 1,579,865 35,227 91,700 1,706,793 - 1,706,793

(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 1,579,865 52,711 91,700 1,724,277 △17,484 1,706,793

営業費用 949,580 48,914 77,500 1,075,995 216,481 1,292,476

営業利益又は営業損失(△) 630,284 3,797 14,199 648,282 △233,965 414,316

 （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252,122千円であり、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１四半期連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年７月31日）、前第１四半期連結会計期間（自平成

17年５月１日 至平成17年７月31日）及び前連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18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１四半期連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年７月31日）、前第１四半期連結会計期間（自平成

17年５月１日 至平成17年７月31日）及び前連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18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１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

１株当たり純資産額    54,073.86円 

１株当たり四半期純利益金額 1,093.96円 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額 
953.31円 

 

１株当たり純資産額    12,840.11円 

１株当たり四半期純利益金額 1,542.27円 

  

 

１株当たり純資産額 53,989.99円 

１株当たり当期純利益金額 6,732.50円 

 潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額      5,589.41円

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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株当たり四半期純利益金額

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１四半期連結会計期間 

(自 平成18年５月１日   

 至 平成18年７月31日) 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年５月１日   

 至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 

至 平成18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） 40,320 48,118 224,120 

普通株式に帰属しない金額   （千円） - - - 

（うち利益処分による役員賞与金） （   - ） （   - ） （    -） 

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額 

（千円） 
40,320 48,118 224,120 

期中平均株式数（株） 36,857 31,200 33,289 

    

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） 5,438 - 6,808 

  （うち新株予約権） （5,438） （    -）   (6,808) 

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） 

 ――――― 
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当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年５月１日   

 至 平成18年７月31日) 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年５月１日   

 至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日) 

  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１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18年４月30日） 

クリノグラフィ株式会社(以下、クリノグ

ラフィ)の株式取得による子会社化に関す

る基本合意締結 

 

１．株式取得の理由 

今回の株式譲受け対象会社であるクリノ

グラフィは、主に医療機器及び情報通信機

器の販売、ならびにインターネットを駆使

した健康情報管理サービスを行っておりま

す。 

当社は、「CapTool」を大規模臨床試験

市場におけるデファクトスタンダードとす

べく事業展開を図っておりますが、クリノ

グラフィの医療機器を用いた健康情報管理

サービスと「CapTool」の連携を強化する

ことで、より効率的且つ高品質な大規模臨

床試験支援サービスの展開が見込めると判

断し、株式会社ジェイ・エム・エス（以

下、ＪＭＳ）宛保有株式の譲受けの申し入

れをし、ＪＭＳの応諾を得たものでありま

す。 

今後、クリノグラフィの株式490株を保

有するオムロンヘルスケア株式会社と協議

を行い、大規模臨床試験のみならず、生活

習慣病の予防や進展抑制等のヘルスケア領

域に有用な製品やサービスの提供を通し、

当社グループの事業拡大を図っていくこと

が、株式取得の目的です。 

 
２．株式取得の相手方の名称 

（1）商   号 

    株式会社ジェイ・エム・エス 

（2）代 表 者 

代表取締役社長  木村 創 

（3）本店所在地 

     広島県広島市中区加古町12番17号 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成17年７月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18年４月30日） 

(4）主な事業内容 

医療機器、医薬品及び医薬部外品の製

造・販売 

（5）当社との関係 

資本関係、人的関係、取引関係はあり

ません 

 

３．買収する会社の名称、事業内容、規模 

（1） 商   号 

クリノグラフィ株式会社 

（2） 代 表 者 

代表取締役 中川 芳則 

（3） 本店所在地 

東京都中央区八丁堀三丁目23番６号 

（4） 設立年月日 

平成16年３月９日 

（5） 主な事業内容 

情報通信機器の製造・販売・賃貸 

（6） 決 算 日 

３月31日 

（7） 資 本 金 

5,000万円 

（8） 発行済株式数 

1,000株 

 

４．株式取得の時期 

 平成18年９月28日（予定） 

 

５．取得する株式の数、取得価額及び取得

後の持分比率 

（1） 取得する株式の数 510株 

（2） 取得価額     30百万円 

（3） 取得後の株主及び所有割合 

メビックス株式会社 

510株（51.0％） 

オムロンヘルスケア株式会社 

490株（49.0％） 

 

６．その他に関する事項 

 該当事項はありません。 
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平成19年４月期 第１四半期財務・業績の概況（個別） 
 平成18年９月14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）5842－3600 

 

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 

 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19年４月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年５月１日 ～ 平成18年７月31日） 

(1）経営成績の進捗状況                                  （百万円未満切捨） 

 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19年４月期第１四半期 408 9.1 67 △17.3 69 △20.1 39 △19.5

平成18年４月期第１四半期 374 - 81 - 86 - 49 -

（参考）平成18年４月期 1,671 - 392 - 397 - 219 -

 

 
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19年４月期第１四半期 1,071 89 934 07 

平成18年４月期第１四半期 1,572 34 - 

（参考）平成18年４月期 6,597 22 5,477 10 

（注）１．期中平均株式数は次のとおりです。   

平成19年４月期第１四半期    36,857株 

平成18年４月期第１四半期    31,200株 

      平成18年４月期         33,289株 

     当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の株式分割を行いましたが１株当たり当期純利益は、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。 

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、当社は平成18年４月期第１四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、平成18年４月期第１

四半期の増減率は記載しておりません。 

３．平成18年４月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高は有

りますが、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 
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(2）財政状態の変動状況                                  （百万円未満切捨） 

 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

平成19年４月期第１四半期 2,232 2,001 89.7 53,786 31 

平成18年４月期第１四半期 615 396 64.4 12,697 60 

（参考）平成18年４月期 2,418 1,941  80.3 53,716 47 

（注）１．期末発行済株式数は次のとおりです。   

平成19年４月期第１四半期    37,215株 

平成18年４月期第１四半期    31,200株 

      平成18年４月期         36,150株 

なお、当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の株式分割を行っております。 

   ２．平成18年４月期第１四半期及び平成18年４月期の純資産の額は、従来の算定方法による株主資本の額を記載し

ております。 

   ３．平成18年４月期第１四半期及び平成18年４月期の１株当たり純資産の額は、従来の算定方法による１株当たり

株主資本の額を記載しております。 

 

３．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日 ～ 平成19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

中 間 期 900   177   101   

通   期 2,200   550   314   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 8,535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19年４月期第１四半期期中平均株式数36,857株に

基づき算出しております。 

          

  （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。 

 

４．配当状況 

 １株当たり配当金（円） 

現金配当 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

平成18年４月期 0  0 0 0 0  0 

平成19年４月期（実績） 0  - - - -  

平成19年４月期（予想） -  0 0 0 0  
-  
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５．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

  当第１四半期会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間末 

（平成17年７月31日） 

前事業年度要約貸借対照表 

（平成18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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 1 現金及び預金  1,292,653 310,435 1,658,959 

 2 受取手形  － － 5,489 

 3 売掛金  591,449 150,334 491,091 

  4 たな卸資産  63,943 9,840 32,840 

  5 その他  78,363 36,833 77,017 

   流動資産合計   2,026,410 90.8 507,444 82.5 2,265,398 93.7

Ⅱ  固定資産   

 1 有形固定資産 ※１ 55,992 16,806 27,322 

 2 無形固定資産   

 （1）ソフトウェア  68,158 51,772 59,788 

 （2）その他  － 13,100 － 

  無形固定資産合計  68,158 64,872 59,788 

 3 投資その他の資産  82,187 25,899 65,992 

  固定資産合計   206,337 9.2 107,578 17.5 153,103 6.3

  資産合計   2,232,748 100.0 615,022 100.0 2,418,501 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 1 買掛金  80,359 6,877 126,655 

  2 未払法人税等  31,913 39,551 181,617 

 3 未払金  59,515 49,600 50,678 

  4 前受金  46,727 95,160 63,156 

  5 その他 ※２ 12,574 27,667 54,541 

   流動負債合計   231,090 10.3 218,857 35.6 476,651 19.7

   負債合計   231,090 10.3 218,857 35.6 476,651 19.7
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  当第１四半期会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間末 

（平成17年７月31日） 

前事業年度要約貸借対照表 

（平成18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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   － － 199,300 32.4  773,800 32.0

Ⅱ 資本剰余金    

 1 資本準備金  － 137,300 937,925 

  資本剰余金合計   － － 137,300 22.3  937,925 38.8

Ⅲ 利益剰余金    

 1 四半期（当期）未処分利益  － 59,565 230,125 

  利益剰余金合計   － － 59,565 9.7  230,125 9.5

  資本合計   － － 396,165 64.4  1,941,850 80.3

 負債資本合計   － － 615,022 100.0  2,418,501 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 1 資本金   783,950 35.1 － －  － －

  2 資本剰余金    

 (1) 資本準備金  948,074 － － 

  資本剰余金合計   948,074 42.5 － －  － －

 3 利益剰余金    

 (1) 繰越利益剰余金  269,631 － － 

  利益剰余金合計   269,631 12.1 － －  － －

  株主資本合計   2,001,657 89.7 － －  － －

  純資産合計   2,001,657 89.7 － －  － －

 負債純資産合計   2,232,748 100.0 － －  － －

   

 



－ 個－5 － 

 

（２）四半期損益計算書 

 

 

 当第１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

至 平成17年７月31日） 

前事業年度要約損益計算書 

（自 平成17年５月１日 

   至 平成18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 

（％） 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   408,228 100.0 374,070 100.0  1,671,566 100.0

Ⅱ 売上原価   201,984 49.5 189,039 50.5  812,851 48.6

   売上総利益   206,244 50.5 185,030 49.5  858,714 51.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   138,494 33.9 103,072 27.6  466,352 27.9

   営業利益   67,749 16.6 81,958 21.9  392,361 23.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,371 0.3 4,506 1.2  19,302 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  － － － －  14,623 0.9

   経常利益   69,120 16.9 86,464 23.1  397,040 23.8

Ⅵ 特別損失 ※３  － － － －  12,665 0.8

   税引前四半期（当期）純利益   69,120 16.9 86,464 23.1  384,374 23.0

   法人税、住民税及び事業税 ※４ 29,614 37,407  194,278 

   法人税等調整額 ※４ － 29,614 7.2 － 37,407 10.0 △29,521 164,757 9.9

   四半期（当期）純利益   39,506 9.7 49,057 13.1  219,617 13.1

   前期繰越利益   － 10,508   10,508

   四半期（当期）未処分利益   － 59,565   230,125

     

 

 

（３）四半期株主資本等変動計算書 

  当第１四半期会計期間（ 自 平成18年５月１日  至  平成18年７月31日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 繰越利益剰余金

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成18年４月30日残高 773,800 937,925 230,125 1,941,850 1,941,850

当四半期中の変動額   

 新株の発行 10,150 10,149 － 20,300 20,300

 四半期純利益 － － 39,506 39,506 39,506

当四半期中の変動額合計 10,150 10,149 39,506 59,807 59,807

平成18年７月31日残高 783,950 948,074 269,631 2,001,657 2,001,657
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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１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

（1）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券 １ 資産の評価基準及び 

  評価方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 
移動平均法による原価法に

よっております。 

移動平均法による原価法に

よっております。 

    同左 

  その他有価証券 ―――――― ―――――― 

   時価のないもの 

 
移動平均法による原価法に

よっております。 

  

 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 

  商品  商品  商品 

 
移動平均法による原価法に

よっております。 

     同左      同左 

  原材料  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     同左 

  仕掛品  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     同左 

（1）有形固定資産 （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      ８～50年 

工具器具備品  ３～15年 

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 

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        ２年 

工具器具備品  ２～６年 

 （2）無形固定資産 （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     同左 

３ 繰延資産の処理方法 ―――――――― ―――――――― 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     同左 

消費税等の会計処理 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     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１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

――――――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期会計期間より、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。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当第１四半期会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しています。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当する

金額は2,001,657千円です。 

――――――――――――― ――――――――――――― 

（株主資本等変動計算書に関する会計基

準） 

当第１四半期会計期間より「株主資本等

変動計算書に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第６号）及び「株主資本等変動計算書

に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第９号）を適用しています。 

――――――――――――― ――――――――――――― 

（ストック・オプション等に関する会計基

準） 

 当第１四半期会計期間より「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第８号）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第11号）を適用していま

す。 

――――――――――――― ――――――――――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当第１四半期会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）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。 

――――――――――――― ――――――――――――― 
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注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間末 

（平成17年７月31日） 

前事業年度末 

（平成18年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             14,812千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

              9,536千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            10,931千円 

※２ 消費税等の取扱い ※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。 

      同左    

 

 

（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18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 ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息        4千円 

   経営指導料     1,350千円 

    

   受取利息          6千円 

   経営指導料      4,500千円 

    

   受取利息        46千円 

      受取補償金          4,250千円 

   経営指導料     15,000千円 

※２ ―――――― ※２ ―――――― ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

                  新株発行費         14,623千円 

※３ ―――――― ※３ ―――――― ※３ 特別損失のうち主要なもの 

                 固定資産除却損   3,663千円 

   本社移転費用    6,400千円 

      臨時償却費          2,602千円 

※４ 当第１四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    同左 ※４      ―――――― 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産    3,880千円 

無形固定資産    4,296千円 

   有形固定資産    1,589千円 

   無形固定資産    3,156千円 

有形固定資産    9,447千円 

無形固定資産    13,719千円 

 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

    四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 



－ 個－9 － 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18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 

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 11,736 10,699 

 

 ソフト

ウェア 
1,834 1,375 458 

 

 合計 24,269 13,112 11,157  
 

  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 4,258 18,177

 

 ソフト

ウェア
1,834 764 1,069

 

 合計 24,269 5,022 19,247  
 

 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 
22,435 9,866 12,568

 

ソフト

ウェア 
1,834 1,222 611

 

合計 24,269 11,089 13,180  
 

（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         7,787千円 

   １年超         4,483千円 

    合計        12,271千円 

   １年内         7,939千円 

   １年超         12,271千円 

    合計        20,210千円 

   １年内        8,229千円 

   １年超        6,062千円 

    合計        14,291千円 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

   支払リース料     2,184千円 

   減価償却費相当額   2,022千円 

   支払利息相当額     163千円 

   支払リース料     1,726千円 

   減価償却費相当額   2,022千円 

   支払利息相当額     256千円 

   支払リース料     8,278千円 

   減価償却費相当額   8,089千円 

   支払利息相当額     890千円 

（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 （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      同左 

（５）利息相当額の算定方法 （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      同左 

 

 

   （有価証券関係） 

当第１四半期会計期間（自平成18年５月１日 至 平成18年７月31日）、前第１四半期会計期間（自平成17年５

月１日 至 平成17年７月31日）及び前事業年度（自平成17年５月１日 至 平成18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１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成18年４月30日） 

１株当たり純資産額    53,786.31円 

１株当たり四半期純利益金額 1,071.89円   

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額 
934.07円 

 

１株当たり純資産額    12,697.60円 

１株当たり四半期純利益金額 1,572.34円 

  

 

１株当たり純資産額 53,716.47円 

１株当たり当期純利益金額 6,597.22円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額      5,477.10円

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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株当たり四半期純利益金額

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１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日   

 至 平成18年７月31日) 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年５月１日   

 至 平成17年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月１日 

至 平成18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） 39,506 49,057 219,617 

普通株式に帰属しない金額   （千円） - - - 

（うち利益処分による役員賞与金） （   - ） （   - ） （    -） 

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額 

（千円） 
39,506 49,057 219,617 

期中平均株式数（株） 36,857 31,200 33,289 

    

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） 5,438 - 6,808 

  （うち新株予約権） （5,438） （    -）   (6,808) 

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） 

――――― 

 



－ 個－11 － 

 

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日   

 至 平成18年７月31日) 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年５月１日   

 至 平成17年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日) 

  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１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18年４月30日） 

クリノグラフィ株式会社(以下、クリノグ

ラフィ)の株式取得による子会社化に関す

る基本合意締結 

 

１．株式取得の理由 

今回の株式譲受け対象会社であるクリノ

グラフィは、主に医療機器及び情報通信機

器の販売、ならびにインターネットを駆使

した健康情報管理サービスを行っておりま

す。 

当社は、「CapTool」を大規模臨床試験

市場におけるデファクトスタンダードとす

べく事業展開を図っておりますが、クリノ

グラフィの医療機器を用いた健康情報管理

サービスと「CapTool」の連携を強化する

ことで、より効率的且つ高品質な大規模臨

床試験支援サービスの展開が見込めると判

断し、株式会社ジェイ・エム・エス（以

下、ＪＭＳ）宛保有株式の譲受けの申し入

れをし、ＪＭＳの応諾を得たものでありま

す。 

今後、クリノグラフィの株式490株を保

有するオムロンヘルスケア株式会社と協議

を行い、大規模臨床試験のみならず、生活

習慣病の予防や進展抑制等のヘルスケア領

域に有用な製品やサービスの提供を通し、

当社グループの事業拡大を図っていくこと

が、株式取得の目的です。 

 
２．株式取得の相手方の名称 

（1）商   号 

    株式会社ジェイ・エム・エス 

（2）代 表 者 

代表取締役社長  木村 創 

（3）本店所在地 

     広島県広島市中区加古町12番17号 

 

該当事項はありません。 同左 

 



－ 個－12 － 

 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

    至 平成18年７月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

    至 平成17年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18年４月30日） 

(4）主な事業内容 

医療機器、医薬品及び医薬部外品の製

造・販売 

（5）当社との関係 

資本関係、人的関係、取引関係はあり

ません 

 

３．買収する会社の名称、事業内容、規模 

（1） 商   号 

クリノグラフィ株式会社 

（2） 代 表 者 

代表取締役 中川 芳則 

（3） 本店所在地 

東京都中央区八丁堀三丁目23番６号 

（4） 設立年月日 

平成16年３月９日 

（5） 主な事業内容 

情報通信機器の製造・販売・賃貸 

（6） 決 算 日 

３月31日 

（7） 資 本 金 

5,000万円 

（8） 発行済株式数 

1,000株 

 

４．株式取得の時期 

 平成18年９月28日（予定） 

 

５．取得する株式の数、取得価額及び取得

後の持分比率 

（1） 取得する株式の数 510株 

（2） 取得価額     30百万円 

（3） 取得後の株主及び所有割合 

メビックス株式会社 

510株（51.0％） 

オムロンヘルスケア株式会社 

490株（49.0％） 

 

６．その他に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

 




