
(財)財務会計基準機構会員  

平成20年４月期　第１四半期財務・業績の概況
   平成19年９月13日

上場会社名 メビックス株式会社 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 3780 ＵＲＬ　http://www.mebix.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）大社　聡

問合せ先責任者　（役職名）取締役コーポレート本部長 （氏名）岡　昭宏 ＴＥＬ　（03）5842－3600

（百万円未満切捨て）

１．平成20年４月期第１四半期の連結業績（平成19年５月１日　～　平成19年７月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年４月期第１四半期 748 79.7 219 211.4 219 211.6 116 189.8

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

19年４月期 2,274 － 387 － 390 － 222 －

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

20年４月期第１四半期 3,008 21 2,789 30

19年４月期第１四半期 1,093 96 953 31

19年４月期 5,907 54 5,275 00

(2）連結財政状態  

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

20年４月期第１四半期 2,887 2,354 80.4 59,664 74

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

19年４月期 2,692 2,233 81.7 56,765 31

(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

20年４月期第１四半期 △146 △8 5 1,153

19年４月期第１四半期 △320 △58 20 1,255

19年４月期 △264 △72 26 1,302

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年４月期 －  －  －  －  0 00

20年４月期 －  －  －  －  
1,250 00

20年４月期（予想） －  －  －  1,250 00

３．平成20年４月期の連結業績予想（平成19年５月１日　～　平成20年４月30日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,480 51.8 300 60.0 305 60.8 170 55.3 4,316 91

通期 3,050 34.1 598 54.1 600 53.5 345 55.1 8,760 79
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 －社  除外 －社  

(2）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

(3）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

(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。

５．個別業績の概要（平成19年５月１日　～　平成19年７月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年４月期第１四半期 710 74.1 218 222.2 221 220.0 116 195.6

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

19年４月期 2,185 － 359 － 367 － 209 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年４月期第１四半期 3,006 25

19年４月期第１四半期 1,071 89

19年４月期 5,556 86

(2）個別財政状態  

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

20年４月期第１四半期 2,789 2,299 82.4 59,069 65

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

19年４月期 2,594 2,177 83.9 56,169 55

６．平成20年４月期の個別業績予想（平成19年５月１日　～　平成20年４月30日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,400 46.5 295 62.4 300 62.5 170 60.9 4,316 91

通期 2,800 28.1 550 52.9 560 52.5 320 52.9 8,125 95

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期における我が国経済は、米国の景気減速及びサブプライム問題、金利上昇、為替変動等の不安要素を抱

えているものの、期を通しては引き続き景気指標の改善傾向が顕著化してきており、経済は回復傾向で推移いたしまし

た。

　また医薬品業界においては、ＥＢＭ（Evidence-Based　Medicine；科学的根拠に基づく医療)の重要性に関する認識の

高まりとともに、国内でのエビデンス構築を目的に、学会や研究会、医師などが主体となった大規模臨床研究や疫学研

究が引き続き盛んに実施されております。

　このような経営環境において、当社は積極的な受注活動を推進するとともに、自社開発のＥＤＣ基幹ソフトである

「CapTool」の機能追加や、業容拡大に備えた人員増強の実施などによる競争力の強化に努めてまいりました。また、国

内外企業との業務提携を推進するなど、提供するサービスの幅と質の向上に注力いたしました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は748百万円（前第１四半期連結会計期間比79.7％増）と順調に推移

し、営業利益は219百万円（同211.4％増）、経常利益は219百万円（同211.6％増）、当期純利益は116百万円（同

189.8％増）となりました。

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

①　エビデンスソリューション事業

　主に「CapTool」を用いて臨床研究支援を行うエビデンスソリューション事業は当社の中核となる事業であり、学会

や研究会、医師などが主体となった大規模臨床研究支援業務の新規案件の獲得及び受託済案件の着実な試験運用ができ

る環境を整備することに注力してまいりました。

　この結果、エビデンスソリューション事業の売上高は707百万円（前第１四半期連結会計期間比79.4％増）、営業利

益340百万円（同122.2％増）となりました。

②　サイトサポート事業

　サイトサポート事業では、大規模臨床研究や大規模疫学研究及び治験等の臨床試験における治験審査委員会の事務局

支援業務、治験並びに臨床試験を実施する医療機関のコンサルタント業務、実施に係わる支援業務の獲得に注力してま

いりました。

　この結果、サイトサポート事業の売上高は12百万円（前第１四半期連結会計期間比45.1％増）、営業利益0百万円（同

74.6％減）となりました。

③　セルサイエンス事業

　セルサイエンス事業では、主に過冷却装置「マジコール」等の販売に注力しましたが、海外での販路構築が遅れてい

ること及び国内における自社販売が計画比低調に推移いたしました。

　この結果、セルサイエンス事業の売上高は2百万円（前第１四半期連結会計期間比78.9％減）、営業損失3百万円（前

第１四半期連結会計期間は6百万円の営業損失）となりました。

④　ヘルスケアコミュニケーション事業

　平成18年９月に、「ヘルスケアコミュニケーション事業」参入への足がかりとしてオムロンヘルスケア株式会社が

49％を出資するクリノグラフィ株式会社を連結子会社化し、ヘルスケアコミュニケーション事業を立ち上げました。当

該事業においては、生活習慣病の予防及び進展抑制に対するサービスの構築を行うとともに、医療機器及び情報通信機

器の販売等を行いましたが、主要顧客との契約の遅延等を起因として営業損失に至りました。

　この結果、ヘルスケアコミュニケーション事業の売上高は25百万円、営業損失3百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　資産につきましては、前連結会計年度末より、売掛金が309百万円増加した一方、現金及び預金が149百万円減少した

こと等により、流動資産は前連結会計年度末比210百万円増加し、2,689百万円となりました。また、当第１四半期連結

会計期間において投資有価証券の減損による評価損計上等に伴い投資その他の資産が16百万円減少し、固定資産は前連

結会計年度末比14百万円減少し、197百万円となりました。

　負債につきましては、買掛金が34百万円、未払法人税等が28百万円が増加こと等を主因として、流動負債は前連結会

計年度末比73百万円増加し、533百万円となりました。

　純資産につきましては、当期純利益を116百万円獲得等を主因として、純資産合計は前連結会計年度末に対し121百万

円増加し、2,354百万円となりました。
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３．業績予想に関する定性的情報

当第１四半期につきましては、概ね当初の予想どおりに推移しております。特に中核事業のエビデンスソリューショ

ン事業においては、事業規模の拡大や前期に受注した案件の開始などより大幅に売上高および営業利益を伸ばしました。

第２四半期におきましても、現状においては当初計画通りに推移する見通しであることから、平成19年６月14日発表の

中間期及び通期の業績予想に変更はありません。なお、予想には発表日現在の情報に基づく予測が含まれており、実際

の業績についてはさまざまの要因により、予想数値と異なる可能性があります。

 

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第１四半期連結会計期間末

（平成18年７月31日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年７月31日）
増減

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成19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）

増減率
（％）

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   1,203,077     1,352,155  

２　売掛金   600,314   1,293,815     983,892  

３　たな卸資産   63,943   66,842     33,396  

４　その他   77,639   125,855     110,141  

流動資産合計   2,047,042 91.2  2,689,591 93.1 642,548 31.4  2,479,585 92.1

Ⅱ　固定資産             

１　有形固定資産 ※１  56,930 2.5  62,495 2.2    61,736 2.3

２　無形固定資産             

(1）ソフトウェア  68,158   60,063     64,245   

(2）その他  - 68,158 3.0 5,470 65,533 2.3   － 64,245 2.4

３　投資その他の資産   73,621 3.3  69,756 2.4    86,668 3.2

固定資産合計   198,710 8.8  197,785 6.9 △924 △0.5  212,649 7.9

資産合計   2,245,753 100.0  2,887,377 100.0 641,624 28.6  2,692,235 100.0

             

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１　買掛金   80,359   310,865     276,036  

２　未払法人税等   32,530   91,741     63,621  

３　未払金   60,789   61,451     34,616  

４　前受金   47,294   40,297     49,557  

５　その他   12,420   28,681     35,355  

流動負債合計   233,394 10.4  533,037 18.5 299,643 128.4  459,189 17.1

負債合計   233,394 10.4  533,037 18.5 299,643 128.4  459,189 17.1

             

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

　１　資本金   783,950 34.9  789,696 27.4 5,745 0.7  786,826 29.2

　２　資本剰余金   948,074 42.2  953,820 33.0 5,745 0.6  950,950 35.3

　３　利益剰余金   280,333 12.5  579,291 20.0 298,958 106.6  462,446 17.2

株主資本合計   2,012,358 89.6  2,322,807 80.4 310,449 15.4  2,200,223 81.7

Ⅱ　少数株主持分   - -  31,531 1.1 31,531 -  32,823 1.2

純資産合計   2,012,358 89.6  2,354,339 81.5 341,981 17.0  2,233,046 82.9

負債純資産合計   2,245,753 100.0  2,887,377 100.0 641,642 28.6  2,692,235 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

増減

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19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）

増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   416,719 100.0  748,992 100.0 332,273 79.7  2,274,354 100.0

Ⅱ　売上原価   203,864 48.9  347,403 46.4 143,539 70.4  1,298,295 57.1

売上総利益   212,855 51.1  401,589 53.6 188,734 88.7  976,059 42.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  142,399 34.2  182,216 24.3 39,816 28.0  588,114 25.8

営業利益   70,455 16.9  219,372 29.3 148,917 211.4  387,944 17.1

Ⅳ　営業外収益             

１．受取利息  4   1     787   

２．負ののれん償却額  -   -     1,915   

３．雑収入  17 21 0.0 197 199 0.0 177 830.3 113 2,816 0.1

経常利益   70,476 16.9  219,571 29.3 149,094 211.6  390,760 17.2

Ⅴ　特別損失             

１．固定資産除却損 ※２ -   -     393   

２．投資有価証券評価損  - - - 15,999 15,999 2.1 15,999 - - 393 0.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  70,476 16.9  203,571 27.2 133,094 188.9  390,367 17.2

法人税、住民税及び事
業税

※３ 30,156   88,018     153,375   

法人税等調整額 ※３ - 30,156 7.2 - 88,018 11.8 57,862 191.9 12,398 165,774 7.3

少数株主利益（損失）   - -  △1,291 △0.2 △1,291 -  2,159 0.1

四半期（当期）純利益   40,320 9.7  116,844 15.6 76,524 189.8  222,433 9.8
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第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）

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

第１四半期連結会計期間中の変動額

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

第１四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

10,150 10,149 40,320 60,620 - 60,620

平成18年７月31日残高
（千円）

783,950 948,074 280,333 2,012,358 - 2,012,358

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７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19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 462,446 2,200,223 32,823 2,233,046

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 2,870 2,869  5,740  5,740

四半期純利益   116,844 116,844  116,844

株主資本以外の項目の第1四半期連結会計
期間中の変動額(純額)

   - △1,291 △1,291

第１四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

2,870 2,869 116,844 122,584 △1,291 121,293

平成19年７月31日残高
（千円）

789,696 953,820 579,291 2,322,807 31,531 2,354,339

前連結会計年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 13,026 13,025  26,051  26,051

当期純利益   222,433 222,433  222,433

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額(純額)

   - 32,823 32,823

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

13,026 13,025 222,433 248,485 32,823 281,308

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 462,446 2,200,223 32,823 2,233,046
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第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）

当第１四半期

連結会計期間

（自　平成19年5月1日

至　平成19年7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18年５月１日

至　平成19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  70,476 203,571 390,367

減価償却費  8,275 10,103 41,783

受取利息  △4 △1 △787

投資有価証券評価損  - 15,999 -

固定資産除却損  - - 393

売上債権の増減額（△：増加）  △86,742 △309,923 △466,151

たな卸資産の増減額（△：増加）  △31,102 △33,445 1,757

仕入債務の増減額（△：減少）  △46,296 34,828 148,237

未払金の増減額（△：減少）  5,200 24,157 1,487

前受金の増減額（△：減少）  △15,862 △9,259 △37,686

その他  △47,952 △25,611 △68,810

小計  △144,008 △89,581 10,591

利息の受取額  4 1 764

法人税等の支払額  △176,330 △56,653 △276,179

営業活動によるキャッシュ・フロー  △320,334 △146,233 △264,823

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  △41,682 △5,352 △76,585

無形固定資産の取得による支出  - △4,121 △24,191

投資有価証券の取得による支出  △16,000 - △16,500

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

保証金の差入による支出  - - △27,999

その他  △540 890 12,885

投資活動によるキャッシュ・フロー  △58,223 △8,584 △72,475

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 5,740 26,051

財務活動によるキャッシュ・フロー  20,300 5,740 26,051

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△：減少）  △358,257 △149,078 △311,247

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,613,403 1,302,155 1,613,403

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 ※１ 1,255,145 1,153,077 1,302,155
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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
前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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

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　　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

(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、当連結会

計年度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。

 (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　 

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数

　　　　　　同左

 (2) 　　　　　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。

　連結子会社のうちクリノグラフィ

株式会社の第１四半期決算日は、６

月30日であります。

　四半期連結財務諸表の作成に当っ

ては、連結子会社の第１四半期決算

日現在の財務諸表を使用しておりま

す。但し、第１四半期連結決算日ま

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。

　連結子会社のうちクリノグラフィ

株式会社の決算日は、３月31日であ

ります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

連結子会社の決算日現在の財務諸表

を使用しております。但し、連結決

算日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。

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

　移動平均法による原価法に

よっております。

(1) 有価証券

①　その他有価証券

　　　　　同左

 

 

(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) 有価証券

①　その他有価証券

　　　　　同左

 

　

(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　 
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項目
前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

(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

　　　　　　同左

　

 

 

 

(1) 有形固定資産

　　　　　　同左

　

 

 

 建物　　　　　　　 ８～50年

工具、器具及び備品 ３～15年

 

 

 

 

 (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

メビックス株式会社（3780）平成 20 年４月期第１四半期財務・業績の概況

－ 10 －



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

前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（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)を適用しております。

　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。

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当連結会計年度より「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、

2,200,223千円です。

（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。

―――――――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より「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

前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日

至　平成19年７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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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年７月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年７月31日）

前連結会計年度末
（平成19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

32,844千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

30,693千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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 36,240千円

給料手当 43,784千円

不動産賃借料 21,422千円

役員報酬 107,400千円

給料手当 124,558千円

不動産賃借料 71,797千円

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

建物 184千円 

工具、器具及び備品 208千円 

※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　　　　　　――――――

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

　前第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)

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は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。

　当第１四半期連結会計期間(自　平成19年５月１日　至　平成19年７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 38,760 171 - 38,931 （注）

合計 38,760 171 - 38,931  

 (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。
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　前連結会計年度(自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30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
当連結会計年度増

加株式数
当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

摘要 

発行済株式

普通株式 36,150 2,610 - 38,760  (注)

合計 36,150 2,610 - 38,760  

 (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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19年７月31日現在） （平成19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 1,203,077千円

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 1,153,077千円

現金及び預金勘定 1,352,155千円

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 1,302,155千円

（リース取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（デリバティブ関係）

　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）

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］

前第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 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。

当第１四半期連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成19年７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 707,951 12,318 2,862 25,861 748,992 - 748,992

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- 573 - 2,845 3,418 △3,418 -

計 707,951 12,891 2,862 28,706 752,411 △3,418 748,992

営業費用 367,884 12,547 5,961 31,994 418,388 111,232 529,620

営業利益又は営業損失（△） 340,066 344 △3,099 △3,287 334,023 △114,650 219,372

　（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　　
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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117,350千円であり、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18年５月１日　至平成19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）

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 2,158,785 49,142 24,965 41,460 2,274,354 － 2,274,354

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 3,107 3,107 △3,107 －

計 2,158,785 49,142 24,965 44,567 2,277,462 △3,107 2,274,354

営業費用 1,451,029 33,120 69,317 36,928 1,590,396 296,014 1,886,410

営業利益又は営業損失（△） 707,755 16,022 △44,351 7,639 687,065 △299,121 387,944

　（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）本事業は当連結会計年度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、

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305,719千円であり、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］

　前第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）、当第１四半期連結会計期間(自平成19

年５月１日　至平成19年７月31日)及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19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］

　前第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）、当第１四半期連結会計期間(自平成19

年５月１日　至平成19年７月31日)及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19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）

前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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 59,664.74円

１株当たり四半期純利益金額 3,008.21円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
2,789.30円

１株当たり純資産額 56,765.31円

１株当たり当期純利益金額 5,907.54円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
5,275.00円

　（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。

 
前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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） 40,320 116,844 222,433

普通株主に帰属しない金額（千円） - - -

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額

（千円）
40,320 116,844 222,433

期中平均株式数（千株） 36 38 37

    

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（千株） 5 3 4

（うち新株予約権） (5) (3) (4)

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

該当事項はありません。 同左 同左

（重要な後発事象）

前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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。

　該当事項はありません。 同左 
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前第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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

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

（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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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年７月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年７月31日）

増減
前事業年度

要約貸借対照表
（平成19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）

増減率
（％）

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   1,118,216     1,233,536   

２　売掛金  591,449   1,255,963     970,772   

３　たな卸資産  63,943   53,314     30,890   

４　その他  78,363   125,780     108,784   

流動資産合計   2,026,410 90.8  2,553,274 91.5 526,863 26.0  2,343,982 90.3

Ⅱ　固定資産             

１　有形固定資産 ※１ 55,992   61,227     60,474   

２　無形固定資産             

(1）ソフトウェア  68,158   60,063     64,245   

(2）その他  -   5,470     -   

　　無形固定資産合計  68,158   65,533     64,245   

３　投資その他の資産  82,187   109,756     126,248   

固定資産合計   206,337 9.2  236,517 8.5 30,179 14.6  250,968 9.7

資産合計   2,232,748 100.0  2,789,791 100.0 557,043 24.9  2,594,951 100.0

             

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１　買掛金  80,359   294,304     273,744   

２　未払法人税等  31,913   91,504     51,120   

３　未払金  59,515   55,947     32,507   

４　前受金  46,727   19,956     27,600   

５　その他  12,574   28,438     32,845   

流動負債合計   231,090 10.3  490,151 17.6 259,060 112.1  417,819 16.1

負債合計   231,090 10.3  490,151 17.6 259,060 112.1  417,819 16.1

             

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

　１　資本金   783,950 35.1  789,696 28.3 5,745 0.7  786,826 30.3

　２　資本剰余金             

(1）資本準備金  948,074   953,820     950,950   

　　資本剰余金合計   948,074 42.5  953,820 34.2 5,745 0.6  950,950 36.7

　３　利益剰余金             

　(1）その他利益剰余金             

繰越利益剰余金  269,631   556,123     439,354   

　　利益剰余金合計   269,631 12.1  556,123 19.9 286,491 106.3  439,354 16.9

　株主資本合計   2,001,657 89.7  2,299,640 82.4 297,982 14.9  2,177,131 83.9

　純資産合計   2,001,657 89.7  2,299,640 82.4 297,982 14.9  2,177,131 83.9

負債純資産合計   2,232,748 100.0  2,789,791 100.0 557,043 24.9  2,594,951 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

増減

前会計年度
要約損益計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19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）

増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   408,228 100.0  710,913 100.0 302,684 74.1  2,185,751 100.0

Ⅱ　売上原価   201,984 49.5  326,284 45.9 124,300 61.5  1,269,021 58.1

売上総利益   206,244 50.5  384,628 54.1 178,383 86.5  916,729 41.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   138,494 33.9  166,311 23.4 27,816 20.1  557,045 25.4

営業利益   67,749 16.6  218,316 30.7 150,567 222.2  359,684 16.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,371 0.3  2,898 0.4 1,527 111.4  7,477 0.3

経常利益   69,120 16.9  221,215 31.1 152,094 220.0  367,162 16.8

Ⅴ　特別損失 ※２  - -  15,999 2.2 15,999 -  208 0.0

税引前四半期（当期）
純利益

  69,120 16.9  205,215 28.9 136,094 196.9  366,953 16.8

法人税、住民税及び事
業税

※３ 29,614   88,447     144,242   

法人税等調整額 ※３ - 29,614 7.2 - 88,447 12.5 58,832 198.7 13,481 157,723 7.2

四半期（当期）純利益   39,506 9.7  116,768 16.4 77,261 195.6  209,229 9.6
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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）

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

第１四半期会計期間中の変動額      

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

第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

10,150 10,149 39,506 59,807 59,807

平成18年７月31日残高
（千円）

783,950 948,074 269,631 2,001,657 2,001,657

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７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19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 439,354 2,177,131 2,177,131

第１四半期会計期間中の変動額      

新株の発行 2,870 2,869  5,740 5,740

四半期純利益   116,768 116,768 116,768

第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

2,870 2,869 116,768 122,508 122,508

平成19年７月31日残高
（千円）

789,696 953,820 556,123 2,299,640 2,299,640

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30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

事業年度中の変動額      

新株の発行 13,026 13,025  26,051 26,051

当期純利益   209,229 209,229 209,229

事業年度中の変動額合計
（千円）

13,026 13,025 209,229 235,281 235,281

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 439,354 2,177,131 2,177,131
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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
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券　　

①　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　　

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

(1) 有価証券　　

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

 　②　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　その他有価証券

時価のないもの

同左

　②　その他有価証券

時価のないもの

同左

 (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。

(2) たな卸資産

①　商品

同左

(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　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

　　　　　　同左

(1）有形固定資産

　　　　　　同左

 建物　　　　　　　 ８～50年

工具、器具及び備品 ３～15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　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

メビックス株式会社（3780）平成 20 年４月期第１四半期財務・業績の概況

－ 21 －



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

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（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)を適用しております。

　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。

 　　　　　――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度より「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、

2,177,131千円です。

（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。

 　　　　　――――――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より「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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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年７月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度末
（平成19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

31,622千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

29,340千円

※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）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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 1千円

経営指導料 2,700千円

受取利息 732千円

経営指導料 6,600千円

※２　　　　　　――――― ※２　特別損失のうち主要なもの ※２　特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 15,999千円 固定資産除却損 208千円

※３　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。

※３　　　同左 ※３　　　―――――――

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　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 4,635千円

無形固定資産 5,353千円

有形固定資産 21,547千円

無形固定資産 19,734千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

（リース取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（１株当たり情報）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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 59,069.65円

１株当たり四半期純利益金額 3,006.25円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
2,787.49円

１株当たり純資産額 56,169.55円

１株当たり当期純利益金額 5,556.86円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
4,961.87円

　（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。

 
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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） 39,506 116,768 209,229

普通株主に帰属しない金額（千円） - - -

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額

（千円）
39,506 116,768 209,229

期中平均株式数（千株） 36 38 37

    

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（千株） 5 3 4

（うち新株予約権） (5) (3) (4)

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

該当事項はありません。 同左 同左

（重要な後発事象）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19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。

　該当事項はありません。 同左  
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前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

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

（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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