
 (財)財務会計基準機構会員  

平成19年４月期　第３四半期財務・業績の概況（連結）

 平成19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）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　　　　　　　　：　有

④　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３四半期財務・業績の概況（平成18年５月１日～平成19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19年４月期第３四半期 1,573 35.9 267 △11.7 269 △7.5 154 △3.1

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

（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３四半期 4,138 21 3,656 95

平成18年４月期第３四半期 4,913 44 4,047 50

（参考）平成18年４月期 6,732 50 5,589 41

 　(注) １. 期中平均株式数　平成19年４月期第３四半期　37,308株　平成18年４月期第３四半期　32,422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株の割合で株式分割を行いましたが、平成18年４月期第３四半期１株当たり四半期純

　　　　　　利益及び１株当たり純利益は、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。

　　　　　　但し、当社グループは平成18年４月期第３四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３四半期の増減

　　　　　　率は記載しておりません。

［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の継続や個人消費の伸び悩み等不安材料を抱

えてはいるものの、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。

一方で、所得税の増加等に加え金利上昇の影響等の不安材料もあり、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「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、当第３四半期の連結売上高は前年同期比415百万円増加の1,573

百万円となりました。
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　一方、利益面においては、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・拡充等の先行投資を実施

したこと及びセルサイエンス事業の利益が大幅に減少したこと等の諸要因により、当第３四半期は前年同期比減益の経常

利益269百万円、四半期純利益154百万円となりました。

(2）連結財政状態の変動状況

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３四半期 2,463 2,164 87.9 55,024 66

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

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

（注）１．発行済期末株式数　平成19年４月期第３四半期　38,745株　　平成18年４月期第３四半期　35,700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３四半期及び平成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３四半期及び平成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

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３四半期 △235 △71 25 1,332

平成18年４月期第３四半期 △79 △31 1,360 1,528

（参考）平成18年４月期 45 △72 1,360 1,613

［連結財政状態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31百万円増の2,463百万円となりました。現金及び預金281百万円の減少、受取手形

及び売掛金194百万円の増加及びたな卸資産35百万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49百万円減

の2,237百万円となりました。また、本社移転及び増床等に伴い有形固定資産が39百万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80百万円増加の226百万

円となりました。

　負債合計は、前連結会計年度末比180百万円減の299百万円となりました。これは、法人税の支払等により未払法人税

等が160百万円減少したことが主な要因であります。

　純資産合計は、前連結会計年度末比212百万円増の2,164百万円となりました。これは利益剰余金が前連結会計年度末

比154百万円増加したこと及び連結子会社株式取得に伴い少数株主持分を32百万円計上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３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるものが△235百万円、投資活動によるもの

が△71百万円、財務活動によるものが25百万円でした。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、1,332百万円となり、前連結会計年度末から281百万円減少しております。

　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235百万円となりました。これは主に、売上債権の増加によるものです。

（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71百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得及び保証金の差入による

支出並びに連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入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、25百万円となりました。これは、株式の発行によるものです。
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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

通期 2,290 561 321

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　8,603円90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３四半期期中平均株式数37,308株に基づいて計算しております。

［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、当中間連結会

計期間末の受注残高は3,165百万円を確保しております。

　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よる受注残

高の拡大に努めて参ります。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2,290百万円、連結経常利益561百万円、連結当期純利益321百万円を

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19年１月31日）
前第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   1,382,360   1,578,481   1,663,403  

２　受取手形及び売掛金   707,750   392,090   513,571  

３　たな卸資産   67,933   101,356   32,840  

４　その他   79,110   49,414   76,551  

流動資産合計   2,237,155 90.8  2,121,342 95.8  2,286,366 94.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１  67,759   12,381   28,147  

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア  69,539   52,273   59,788   

(2）その他  － 69,539  12,900 65,173  － 59,788  

３　投資その他の資産   88,932   16,374   57,427  

固定資産合計   226,232 9.2  93,928 4.2  145,362 6.0

資産合計   2,463,387 100.0  2,215,271 100.0  2,431,729 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   174,489   94,413   126,655  

２　未払金   36,378   17,112   51,655  

３　未払法人税等   22,384   111,941   182,946  

４　前受金   50,462   71,290   63,156  

５　その他   15,457   35,088   55,576  

流動負債合計   299,172 12.1  329,846 14.9  479,991 19.7

負債合計   299,172 12.1  329,846 14.9  479,991 19.7
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当第３四半期連結会計期間末

（平成19年１月31日）
前第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   － －  773,050 34.9  773,800 31.8

Ⅱ　資本剰余金   － －  937,175 42.3  937,925 38.6

Ⅲ　利益剰余金   － －  175,199 7.9  240,012 9.9

資本合計   － －  1,885,424 85.1  1,951,738 80.3

負債資本合計   － －  2,215,271 100.0  2,431,729 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　1　資本金   786,701 32.0  － －  － －

　2　資本剰余金   950,825 38.6  － －  － －

　3　利益剰余金   394,404 16.0  － －  － －

株主資本合計   2,131,930 86.6  － －  － －

 
Ⅱ　少数株主持分

  32,284 1.3  － －  － －

純資産合計   2,164,215 87.9  － －  － －

負債純資産合計   2,463,387 100.0  － －  － －
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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18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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   1,573,761 100.0  1,158,328 100.0  1,706,793 100.0

Ⅱ　売上原価   862,555 54.8  501,855 43.3  813,529 47.7

売上総利益   711,205 45.2  656,472 56.7  893,263 52.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  443,502 28.2  353,228 30.5  478,946 28.0

営業利益   267,703 17.0  303,244 26.2  414,316 24.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  131   21   46   

２. 負ののれん償却額  1,915   －   －   

３．受取補償金  －   1,763   4,250   

４. 消費税免税益  －   －   992   

５．雑収入  113 2,160 0.1 215 2,000 0.2 41 5,329 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．新株発行費  － －  13,377 13,377 1.2 14,623 14,623 0.9

経常利益   269,864 17.1  291,867 25.2  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  －   4,860   7,100   

３．臨時償却費 ※３ － － － 2,602 7,462 0.6 2,602 13,402 0.8

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  269,864 17.1  284,405 24.6  391,619 22.9

法人税、住民税及び
事業税

※４ 113,852   125,097   195,932   

法人税等調整額 ※４ － 113,852 7.2 － 125,097 10.8 △28,433 167,499 9.8

少数株主利益   1,620 0.1  － －  － －

四半期（当期）純利
益

  154,391 9.8  159,307 13.8  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３四半期連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 240,012 1,951,738 － 1,951,738

当第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 12,901 12,900 － 25,801 － 25,801

四半期純利益 － － 154,391 154,391 － 154,391

株主資本以外の項目の当第3四半期会計期
間中の変動額(純額)

－ － － － 32,284 32,284

当第３四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

12,901 12,900 154,391 180,192 32,284 212,477

平成19年１月31日残高
（千円）

786,701 950,825 394,404 2,131,930 32,284 2,164,215

四半期連結剰余金計算書

  
前第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　資本剰余金増加額      

増資による新株の発行  799,875 799,875 800,625 800,625

Ⅲ　資本剰余金四半期末（期末）残高   937,175  937,925

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   23,892  23,892

Ⅱ　利益剰余金増加額      

四半期（当期）純利益  159,307 159,307 224,120 224,120

Ⅲ　利益剰余金減少高      

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   175,199  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３四半期

連結会計期間

（自　平成18年5月1日

至　平成19年1月31日）

前第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
 269,864 284,405 391,619

減価償却費  29,798 16,500 23,743

臨時償却費  － 2,602 2,602

本社移転費用  － 4,860 7,100

新株発行費  － 13,377 14,623

受取利息  △131 △21 △46

支払利息  － － －

固定資産除却損  － － 3,699

売上債権の増加額  △190,009 △301,061 △422,542

たな卸資産の増減額（△：増

加）
 △32,778 △36,181 32,334

仕入債務の増減額（△：減少）  46,689 93,363 125,605

未払金の増減額（△：減少）  3,285 △13,541 △752

前受金の増減額（△：減少）  △36,781 △64,898 △73,032

役員賞与の支払額  － △8,000 △8,000

その他  △49,747 △7,633 10,733

小計  40,188 △16,228 107,689

利息の受取額  146 21 46

法人税等支払額  △276,054 △63,650 △62,530

営業活動によるキャッシュ・フロー  △235,719 △79,857 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 △50,000

定期預金の払出による収入  50,000 50,000 50,000

有形固定資産の取得による支出  △75,559 △4,742 △5,346

無形固定資産の取得による支出  △24,191 △26,909 △26,909

貸付による支出  － △1,000 －

貸付金の回収による収入  － 325 －

投資有価証券の取得による支出  △16,000 － △1,500

保証金の差入による支出  △27,769 － △38,360

連結の範囲の変更を伴う子会社

株式取得による収入
 59,914 － －

その他  12,480 466 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー  △71,124 △31,859 △72,200

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  － － －

短期借入金の返済による支出  － － －

長期借入れによる収入  － － －

長期借入金の返済による支出  － － －

株式の発行による収入  25,801 1,360,247 1,360,448

財務活動によるキャッシュ・フロー  25,801 1,360,247 1,360,448

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△：

減少）
 △281,042 1,248,530 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 1,332,360 1,528,481 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３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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17年５月１日
至　平成18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　　２社

連結子会社の名称

クリニカルポーター株式会社

クリノグラフィ株式会社

　上記のうち、クリノグラフィ

株式会社については、当第３四

半期連結会計期間において新た

に株式を取得したため、連結の

範囲に含めております。

(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

(1）連結子会社の数　　１社

連結子会社の名称

同左

 (2）非連結子会社

　該当する会社はありません。

(2）非連結子会社

　　　　　　同左

(2）非連結子会社

同左

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用関連会社数

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

対象から除いても四半期連結財

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) 持分法適用関連会社　 

　　　　　　同左

(1) 持分法適用関連会社数

　　　　　　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（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうちクリノグラフィ

株式会社の第３四半期決算は、12月

31日であります。

　四半期連結財務諸表の作成に当っ

ては、12月31日現在の財務諸表を使

用しております。但し、当第３四半

期までの期間に発生した重要な取引

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）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1）有価証券

①　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

①　商品

　主に移動平均法による原価法

によっております。

(1）　――――

 

　

 

 

(2）たな卸資産

①　商品

　移動平均法による原価法に

よっております。

(1）　――――

 

 

 

　

(2）たな卸資産

①　商品

　　　　　同左

 ②　原材料

　総平均法による原価法によっ

ております。

②　原材料

　　　　　同左

②　原材料

同左

 ③　仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

③　仕掛品

 　　　　 同左

③　仕掛品

   同左　 

(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。

(1）有形固定資産

　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。

(1）有形固定資産

　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

建物　　　　　　　　　50年

工具器具備品　　　３～６年

建物　　　　　　　　　２年

工具器具備品　　　２～６年
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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17年５月１日
至　平成18年４月30日）

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。な、

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。

(2）無形固定資産

　　　　　　同左

(2）無形固定資産

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 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
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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18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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。

（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３四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)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,131,930千円です。

 　　　　　　――――――――  　　　　　　――――――――

(役員賞与に関する会計基準)

　当第３四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３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日

至　平成19年１月31日）

前第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）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動におけるキャッシュ・フローの「貸付金の回収による収入」

は、当中間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、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「貸付金の

回収による収入」は550千円であります。

────────────
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年１月31日）

前第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18年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

24,315千円

※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

11,810千円

（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18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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17年５月１日
至　平成18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。

※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 78,750千円

給料手当 94,564千円

家賃 49,513千円

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 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　　　　　 ――――――  ※３　　　　　 ―――――― ※３　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。

※４　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。

※４　　　　　　　同左 ※４　　　　　　――――――

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

　当第３四半期連結会計期間(自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日)

　　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３四半期
連結会計期間
増加株式数

当第３四半期
連結会計期間
減少株式数

当第３四半期
連結会計期間
末株式数

摘要 

発行済株式

普通株式 36,150 2,595 － 38,745  (注)

合計 36,150 2,595 － 38,745  

 (注)普通株式の発行済株式総数の増加2,595株は、新株予約権の権利行使による新株の発行です。

（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18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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19年１月31日現在） （平成18年１月31日現在） （平成18年４月30日現在）

現金及び預金勘定 1,382,360千円

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 1,332,360千円

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 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
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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18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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

(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

　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

　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 15,475 6,959

ソフトウェア 1,834 1,681 152

合計 24,269 17,157 7,112

 

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 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 6,341千円

１年超 1,814千円

合計 8,156千円

１年内 8,131千円

１年超 8,156千円

合計 16,288千円

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 6,552千円

減価償却費相当額 6,067千円

支払利息相当額 417千円

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 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

　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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　 同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　　 同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成19年１月31日）

１.時価評価されていない主な有価証券の内容

 第３四半期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３四半期連結会計期間末（平成18年１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）

　当第３四半期連結会計期間末（平成19年１月31日）、前第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18年４月30日）において、当社グループはデリバティブ取引を全く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３四半期連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）において、当社グループは該当事項

はありません。

－ 13 －



（セグメント情報）

［事業の種類別セグメント情報］

当第３四半期連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成19年１月31日）

 

エビデン
スソ
リュー
ション事

業
（千円）

サイトサ
ポート事

業
（千円）

セルサイ
エンス事

業
（千円）

ヘルスケア
コミュニ
ケーション

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 1,490,116 34,883 22,754 26,007 1,573,761 － 1,573,761

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 2,088 2,088 △2,088 －

計 1,490,116 34,883 22,754 28,096 1,575,850 △2,088 1,573,761

営業費用 980,830 24,157 50,793 22,181 1,077,963 228,093 1,306,057

営業利益又は営業損失（△） 509,286 10,725 △28,039 5,914 497,886 △230,182 267,703

　（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

(4) ヘルスケアコミュニケーション事業　…　医療機器及び情報通信機器の販売、並びに当該機器とインター

ネットを活用した健康情報管理サービスの提供　　

（注）本事業は当第３四半期連結会計期間においてクリノグラフィ株式会社の株式を取得し連結子会社化した

ことに伴い、当第３四半期連結会計期間より新たに追加したセグメントであります。

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の金額は234,782千円であり、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）

 

エビデンス
ソリュー
ション事業
（千円）

サイトサ
ポート事業
（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。
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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）　

 

エビデンス
ソリュー
ション事業
（千円）

サイトサ
ポート事業
（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３四半期連結会計期間(自平成18年５月１日　至平成19年１月31日)、前第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３四半期連結会計期間(自平成18年５月１日　至平成19年１月31日)、前第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３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額 55,024.66円

１株当たり四半期純利益金額 4,138.21円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
3,656.95円

１株当たり純資産額 52,813.02円

１株当たり四半期純利益金額 4,913.44円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
4,047.50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

　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。

　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

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。

　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は、以下の通りです。

 
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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） 154,391 159,307 224,120

普通株式に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額

（千円）
154,391 159,307 224,120

期中平均株式数（株） 37,308 32,422 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） 4,910 6,936 6,808

（うち新株予約権） (4,910) (6,936) (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

―――― ―――― ――――

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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17年５月１日
至　平成18年４月30日）

　該当事項はありません。

 

同左 

 

同左 
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 (財)財務会計基準機構会員  

平成19年４月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）

 平成19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）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３四半期財務・業績の概況（平成18年５月１日～平成19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19年４月期第３四半期 1,512 32.1 246 △17.1 251 △16.0 143 △13.2
平成18年４月期第３四半期 1,145 － 297 － 299 － 165 －

（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３四半期 3,857 65 3,409 01
平成18年４月期第３四半期 5,113 27 4,212 12

（参考）平成18年４月期 6,597 22 5,477 10
（注）１．期中平均株式数　平成19年４月期第３四半期　37,308株　　平成18年４月期第３四半期　32,422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株の割合で株式分割を行いましたが、平成18年４月期第３四半期１株当たり四半期純利益

及び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。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。

但し、当社は平成18年４月期第３四半期より四半期業績の概況の開示を行っているため、平成18年４月期第３四半期の増減率は記載

しておりません。

(2）財政状態の変動状況

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３四半期 2,372 2,111 89.0 54,499 30
平成18年４月期第３四半期 2,215 1,886 85.2 52,843 69

（参考）平成18年４月期 2,418 1,941 80.3 53,716 47
（注）１．発行済期末株式数　平成19年４月期第３四半期　38,745株　　平成18年４月期第３四半期　35,700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３四半期及び平成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３四半期及び平成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。
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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

通期 2,200 550 314

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 8,416円28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３四半期期中平均株式数37,308株に基づい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。

４．配当状況

・現金配当 1株当たり配当金（円）

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 0 0  －  －

 －

平成19年４月期（予想）  －  －  － 0 0
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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19年１月31日）

前第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  1,274,630   1,576,839   1,658,959   

２　受取手形  －   －   5,489   

３　売掛金  687,412   387,421   491,091   

４　たな卸資産  66,387   101,356   32,840   

５　その他  79,967   47,968   77,017   

流動資産合計   2,108,398 88.9  2,113,586 95.4  2,265,398 93.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 66,484   11,376   27,322   

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア  69,539   52,273   59,788   

(2）その他  －   12,900   －   

無形固定資産合計  69,539   65,173   59,788   

３　投資その他の資産  128,502   24,950   65,992   

固定資産合計   264,526 11.1  101,500 4.6  153,103 6.3

資産合計   2,372,925 100.0  2,215,086 100.0  2,418,501 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  173,790   94,413   126,655   

２　未払金  34,742   16,674   50,678   

３　未払法人税等  12,536   111,867   181,617   

４　前受金  27,771   71,082   63,156   

５　その他 ※２ 12,508   34,528   54,541   

流動負債合計   261,349 11.0  328,566 14.8  476,651 19.7

負債合計   261,349 11.0  328,566 14.8  476,651 19.7
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当第３四半期会計期間末
（平成19年１月31日）

前第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   － －  773,050 34.9  773,800 32.0

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  －   937,175   937,925   

資本剰余金合計   － －  937,175 42.3  937,925 38.8

Ⅲ　利益剰余金           

１　四半期（当期）未処
分利益

 －   176,294   230,125   

利益剰余金合計   － －  176,294 8.0  230,125 9.5

資本合計   － －  1,886,519 85.2  1,941,850 80.3

負債資本合計   － －  2,215,086 100.0  2,418,501 100.0

           

 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 　1　資本金   786,701 33.1  － －  － －

   2　資本剰余金           

 　(1)資本準備金  950,825   －   －   

    資本剰余金合計   950,825 40.1  － －  － －

 　3　利益剰余金           

 　(1)その他利益剰余金           

 　　 繰越利益剰余金  374,049   －   －   

 　利益剰余金合計   374,049 15.8  － －  － －

 　株主資本合計   2,111,575 89.0  － －  － －

 　純資産合計   2,111,575 89.0  － －  － －

 　負債純資産合計   2,372,925 100.0  － －  － －
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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18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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   1,512,870 100.0  1,145,456 100.0  1,671,566 100.0

Ⅱ　売上原価   842,837 55.7  504,813 44.1  812,851 48.6

売上総利益   670,033 44.3  640,642 55.9  858,714 51.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   423,569 28.0  343,356 30.0  466,352 27.9

営業利益   246,464 16.3  297,286 25.9  392,361 23.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,843 0.3  15,285 1.3  19,302 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  － －  13,377 1.1  14,623 0.9

経常利益   251,307 16.6  299,195 26.1  397,040 23.8

Ⅵ　特別損失 ※３  － －  7,002 0.6  12,665 0.8

税引前四半期（当
期）純利益

  251,307 16.6  292,192 25.5  384,374 23.0

法人税、住民税及び
事業税

※４ 107,383   126,405   194,278   

法人税等調整額 ※４ － 107,383 7.1 － 126,405 11.0 △29,521 164,757 9.9

四半期（当期）純利
益

  143,923 9.5  165,786 14.5  219,617 13.1

前期繰越利益又は前
期繰越損失（△）

     10,508   10,508  

第３四半期（当期）
未処分利益

     176,294   230,125  

           

(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 230,125 1,941,850 1,941,850

当第３四半期会計期間中の変動額      

新株の発行 12,901 12,900 － 25,801 25,801

四半期純利益 － － 143,923 143,923 143,923

当第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

12,901 12,900 143,923 169,725 169,725

平成19年１月31日残高
（千円）

786,701 950,825 374,049 2,111,575 2,111,575
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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18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

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。

(1）有価証券　　

子会社株式

　移動平均法による原価法によっ

ております。

(1）有価証券

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。

 　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

商品

　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

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

 原材料

　総平均法による原価法によって

おります。

原材料

　　　　　　同左

原材料

同左

 仕掛品

　個別法による原価法によってお

ります。

仕掛品

　　　　　　同左

仕掛品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　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。

(1）有形固定資産

　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。

(1）有形固定資産

　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

建物　　　　　　　　　50年

工具器具備品　　　３～６年

建物　　　　　　　　　２年

工具器具備品　　　２～６年

 (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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

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。

新株発行費

同左

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

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

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
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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18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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。

（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３四半期会計期間より「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)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,111,575千円です。

　なお、当第３四半期会計期間における四半期

貸借対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

 　　　　　―――――――――  　　　　　 ――――――――

 (役員賞与に関する会計基準)

　当第３四半期会計期間より「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３四半期会計期間末
（平成19年１月31日）

前第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18年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

23,092千円

※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

10,931千円

※２　消費税等の取扱い

　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。

※２　消費税等の取扱い

　　　　　　　同左

※２　――――

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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 130千円

経営指導料 4,600千円

  

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 46千円

経営指導料 15,000千円

受取補償金   4,250千円

※２　　　　　　――――― ※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 新株発行費 14,263千円

※３　　　　　　――――― ※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 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　　　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 15,015千円

無形固定資産 14,439千円

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 12,050千円

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３四半期会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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

(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

　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

　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 15,475 6,959

ソフトウェア 1,834 1,681 152

合計 24,269 17,157 7,112

 

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 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 6,341千円

１年超 1,814千円

合計 8,156千円

１年内 8,131千円

１年超 8,156千円

合計 16,288千円

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 6,552千円

減価償却費相当額 6,067千円

支払利息相当額 417千円

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 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

　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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　当第３四半期会計期間（自平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）、前第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）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３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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 54,499.30円

１株当たり四半期純利益金額 3,857.65円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
3,409.01円

１株当たり純資産額 52,843.69円

１株当たり四半期純利益金額 5,113.27円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
4,212.12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

　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。

　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

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。

　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は、以下の通りです。

 
当第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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） 143,923 165,786 219,617

普通株式に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額

（千円）
143,923 165,786 219,617

期中平均株式数（株） 37,308 32,422 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） 4,910 6,936 6,808

（うち新株予約権） (4,910) (6,936) (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

－ － －

（重要な後発事象）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

前第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17年５月１日
至　平成18年４月30日）

　該当事項はありません。

 

同左 

 

同左 
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