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U（再訂正・数値データ訂正あり）「平成22年３月期第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成22年4月21日に「当社子会社メビックス株式会社の過去決算に係る調査結果について」においてお知らせいた

しましたように、当社子会社であるメビックス株式会社にて売上の前倒し計上等の不適切な会計処理が行われてい

ました。このたび、当該不適切な会計処理を発端として買収価格に与えたであろう影響を精査した結果、メビック

スの将来キャッシュ・フローへの影響はないものの、買収時に使用したメビックスの財務情報が不適切であったた

めに買収価格算定の前提が覆り、取得対価が過大であったと認識しました。これを受けて、当社は取得対価の内、

過大であった部分を株式取得時点の特別損失として計上し、過年度の決算を訂正することとしました。併せて、の

れんの償却期間を7年（訂正前は16年）へ修正すると共に、のれん償却費の修正を行なうこととしました。 

この方針に基づき、平成22年4月27日に一部訂正を行った「平成22年３月期第２四半期決算短信」を再度訂正いた

しましたのでお知らせいたします。 

 

なお、訂正箇所については、訂正前及び訂正後をそれぞれ記載の上、訂正箇所には＿＿を付して表示しておりま

す。 

 

以 上 

 



平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月23日

（百万円未満切捨）

上場会社名 エムスリー株式会社 上場取引所 東 
コード番号 2413 URL http://corporate.m3.com/
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 谷村 格
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 永田 朋之 TEL 03-5408-0800
四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 5,030 22.9 2,059 10.8 2,040 3.6 1,125 5.9
21年3月期第2四半期 4,094 ― 1,858 ― 1,970 ― 1,063 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 4,300.11 4,276.10
21年3月期第2四半期 4,072.51 4,017.00

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

22年3月期第2四半期 14,165 10,514 72.2 39,084.44
21年3月期 12,542 10,214 80.0 38,331.94

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,228百万円 21年3月期  10,030百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
(注) 現時点において、平成22年３月期の配当予想額は未定です。今後の資金需要動向とキャッシュ・フローの状況とを勘案し、株主配当の水準を決定す
る予定です。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 3,300.00 3,300.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
(注) １株当たり予想当期純利益については、平成22年３月期第２四半期連結累計期間期中平均株式数261,678株に基づいて算出しています。 

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

通期 11,500 34.7 4,800 20.3 4,800 15.1 2,700 14.2 10,318.02

[訂正前]　サマリ情報　1ページ
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平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月23日

（百万円未満切捨）

上場会社名 エムスリー株式会社 上場取引所 東 
コード番号 2413 URL http://corporate.m3.com/
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 谷村 格
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 永田 朋之 TEL 03-5408-0800
四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 5,030 22.9 2,056 10.7 2,038 3.4 113 △89.4
21年3月期第2四半期 4,094 ― 1,858 ― 1,970 ― 1,063 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 431.98 429.57
21年3月期第2四半期 4,072.51 4,017.00

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

22年3月期第2四半期 13,153 9,502 70.1 35,216.48
21年3月期 12,542 10,214 80.0 38,331.94

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,215百万円 21年3月期  10,030百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
(注) 現時点において、平成22年３月期の配当予想額は未定です。今後の資金需要動向とキャッシュ・フローの状況とを勘案し、株主配当の水準を決定す
る予定です。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 3,300.00 3,300.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
(注) １株当たり予想当期純利益については、平成22年３月期第２四半期連結累計期間期中平均株式数261,678株に基づいて算出しています。 

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

通期 11,500 34.7 4,800 20.3 4,800 15.1 2,700 14.2 10,318.02

[訂正後]
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（省略） 

３ページ 

（訂正前） 

（当期の業績）                                   （単位：百万円）

  

（事業の種類別セグメントの業績）                          （単位：百万円）

  

  

（訂正後） 

（当期の業績）                                   （単位：百万円）

  

（事業の種類別セグメントの業績）                          （単位：百万円）

   

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

  

平成21年３月期 

第２四半期累計 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

平成22年３月期 

第２四半期累計 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日)

比較増減 

（参考） 

平成21年３月期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

売上高 4,094 5,030 ＋935 ＋22.9％ 8,534 

営業利益 1,858 2,059 ＋200 ＋10.8％ 3,990 

経常利益 1,970 2,040 ＋70 ＋3.6％ 4,170 

四半期（当期）純利益 1,063 1,125 ＋62 ＋5.9％ 2,363 

  

平成21年３月期 

第２四半期累計 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

平成22年３月期 

第２四半期累計 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

比較増減  

（参考） 

平成21年３月期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

医療 

ポータル 

医療関連会社マーケ
ティング支援 2,841 3,044 ＋202 ＋7.1％ 5,812 
調査 504  604 ＋99 ＋19.8％ 1,052 
その他 748 942 ＋193 ＋25.8％ 1,669 

売上高 4,094 4,590 ＋496 ＋12.1％ 8,534 

営業利益 1,858 2,439 ＋581 ＋31.3％ 3,990 

エビデン
スソリュ
ーション 

売上高 ― 439 ― ― ― 

営業利益 ― △178 ― ― ― 

  

平成21年３月期 

第２四半期累計 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

平成22年３月期 

第２四半期累計 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日)

比較増減 

（参考） 

平成21年３月期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

売上高 4,094 5,030 ＋935 ＋22.9％ 8,534 

営業利益 1,858 2,056 ＋198 ＋10.7％ 3,990 

経常利益 1,970 2,038 ＋67 ＋3.4％ 4,170 

四半期（当期）純利益 1,063 113 △949 △89.4％ 2,363 

  

平成21年３月期 

第２四半期累計 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

平成22年３月期 

第２四半期累計 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

比較増減  

（参考） 

平成21年３月期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

医療 

ポータル 

医療関連会社マーケ
ティング支援 2,841 3,044 ＋202 ＋7.1％ 5,812 
調査 504  604 ＋99 ＋19.8％ 1,052 
その他 748 942 ＋193 ＋25.8％ 1,669 

売上高 4,094 4,590 ＋496 ＋12.1％ 8,534 

営業利益 1,858 2,439 ＋581 ＋31.3％ 3,990 

エビデン
スソリュ
ーション 

売上高 ― 439 ― ― ― 

営業利益 ― △180 ― ― ― 

エムスリー株式会社（2413）平成22年３月期 第２四半期決算短信（訂正）
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（省略） 

 ４ページ 

（訂正前） 

販売費及び一般管理費については、メビックスの新規連結による影響（210百万円増加）の他、医療ポータルセ

グメントにおける業容拡大に伴う人件費や会員向けポイント関連費用の増加等の要因により、1,592百万円（前年

同期比23.4％増）となりました。 

これらの結果、営業利益は2,059百万円（前年同期比10.8％増）、経常利益は2,040百万円（同3.6％増）、四半

期純利益は1,125百万円（同5.9％増）となりました。 

また、医療ポータルセグメントは営業利益2,439百万円、エビデンスソリューションセグメントは営業損失178百

万円を計上しました。 

  

（訂正後） 

販売費及び一般管理費については、メビックスの新規連結による影響（210百万円増加）の他、医療ポータルセ

グメントにおける業容拡大に伴う人件費や会員向けポイント関連費用の増加等の要因により、1,594百万円（前年

同期比23.6％増）となりました。 

これらの結果、営業利益は2,056百万円（前年同期比10.7％増）、経常利益は2,038百万円（同3.4％増）となり

ました。 

なお、メビックスの不適切な会計処理を発端として買収価格に与えたであろう影響を精査した結果、買収時に使

用したメビックスの財務情報が不適切であったために買収価格算定の前提が覆り、取得対価のうち過大であった部

分を、特別損失にのれん一時償却額として1,009百万円計上しました。この結果、四半期純利益は113百万円（同

89.4％減）となりました。 

また、医療ポータルセグメントは営業利益2,439百万円、エビデンスソリューションセグメントは営業損失180百

万円を計上しました。 

  

  

（所在地別セグメントの業績） ４ページ 

(1) 日本 

（訂正前） 

国内は、医療関連会社マーケティング支援分野、調査分野、その他分野とも好調に推移したほか、メビックス

の新規連結の影響により、売上高4,627百万円（前年同期比23.9％増）、営業利益2,313百万円（同11.1％増）と

なりました。 

（訂正後） 

国内は、医療関連会社マーケティング支援分野、調査分野、その他分野とも好調に推移したほか、メビックス

の新規連結の影響により、売上高4,627百万円（前年同期比23.9％増）、営業利益2,311百万円（同11.0％増）と

なりました。 

   

エムスリー株式会社（2413）平成22年３月期 第２四半期決算短信（訂正）
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（資産、負債及び純資産の状況） ５ページ 

（訂正前） 

資産合計は、前連結会計年度末比1,622百万円増の14,165百万円となりました。メビックス株式会社（以下「メ

ビックス」という）に対する公開買付けの実施等により現金及び預金が1,467百万円減少し、メビックスの新規連

結の影響等により売掛金が375百万円増加したものの、流動資産は前連結会計年度末比742百万円減の9,346百万円

となりました。またメビックスの子会社化に伴いのれんを1,912百万円計上したことを主な要因に、固定資産は前

連結会計年度末比2,364百万円増の4,818百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末比1,323百万円増の3,651百万円となりました。メビックスの新規連結の影響等で

買掛金が449百万円増加したこと等により、流動負債は前連結会計年度末比1,237百万円増の3,248百万円となりま

した。固定負債は、米国SmartestDoc事業の買収に伴う将来債務の公正価値を計上したことを主な要因に、前連結

会計年度末比85百万円増の402百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末比299百万円増の10,514百万円となりました。剰余金配当863百万円を行った一

方、四半期純利益1,125百万円を計上したことにより利益剰余金が261百万円増加したことが主な要因です。 

  

（訂正後） 

資産合計は、前連結会計年度末比610百万円増の13,153百万円となりました。メビックス株式会社（以下「メビ

ックス」という）に対する公開買付けの実施等により現金及び預金が1,467百万円減少し、メビックスの新規連結

の影響等により売掛金が375百万円増加したものの、流動資産は前連結会計年度末比742百万円減の9,346百万円と

なりました。またメビックスの子会社化に伴いのれんを902百万円計上したことを主な要因に、固定資産は前連結

会計年度末比1,352百万円増の3,806百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末比1,323百万円増の3,651百万円となりました。メビックスの新規連結の影響等で

買掛金が449百万円増加したこと等により、流動負債は前連結会計年度末比1,237百万円増の3,248百万円となりま

した。固定負債は、米国SmartestDoc事業の買収に伴う将来債務の公正価値を計上したことを主な要因に、前連結

会計年度末比85百万円増の402百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末比712百万円減の9,502百万円となりました。四半期純利益113百万円を計上し

た一方、剰余金配当863百万円を行ったことにより利益剰余金が750百万円減少したことが主な要因です。 

  

    

（キャッシュ・フローの状況） ５ページ 

（訂正前） 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より1,537百万円減

少し、6,464百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,220百万円の収入（前年同期比577百万円の収入増）となりました。収

入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益2,054百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額932百万円

です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,940百万円の支出（前年同期比1,821百万円の支出増）となりました。

メビックスの子会社化における、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,653百万円が発生してい

ます。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、806百万円の支出（前年同期比41百万円の支出増）となりました。支出

の主な内訳は、配当金の支払828百万円です。 

  

（訂正後） 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より1,537百万円減

少し、6,464百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,220百万円の収入（前年同期比577百万円の収入増）となりました。収

入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,042百万円及びメビックスの取得に関連して発生したのれんに対す

るのれん一時償却額1,009百万円の計上であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額932百万円です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,940百万円の支出（前年同期比1,821百万円の支出増）となりました。

メビックスの子会社化における、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,653百万円が発生してい

ます。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、806百万円の支出（前年同期比41百万円の支出増）となりました。支出

の主な内訳は、配当金の支払828百万円です。  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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   （訂正前）  

（単位：千円）

  

(1) 四半期連結貸借対照表 ７ページ

  
当第２四半期連結会計期間末 

（平成21年９月30日）  

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成21年３月31日）  

資産の部     

 流動資産      

  現金及び預金   6,723,714   8,191,260

  売掛金   1,825,301   1,449,350

  商品   6,264   2,025

  仕掛品   121,738   41,505

  その他   671,988   405,586

  貸倒引当金   △2,284   △781

  流動資産合計   9,346,722   10,088,948

 固定資産     

  有形固定資産 ※1     188,243 ※1     65,988

  無形固定資産     

   のれん   2,781,391   783,665

   その他   305,389   195,557

   無形固定資産合計   3,086,780   979,223

  投資その他の資産     

   投資有価証券   1,025,904   1,173,613

   その他  517,677   234,808

   投資その他の資産合計   1,543,581   1,408,422

  固定資産合計   4,818,605   2,453,634

 資産合計   14,165,328   12,542,583

負債の部     

 流動負債     

  買掛金   560,471   110,967

  未払法人税等   963,278   934,442

  ポイント引当金   369,604   314,961

  その他の引当金   54,749   47,648

  その他   1,300,716   603,085

  流動負債合計   3,248,819   2,011,105

 固定負債     

  退職給付引当金   6,824   4,426

  繰延税金負債   262,286   311,137

  その他   133,078   1,085

  固定負債合計   402,190   316,650

 負債合計   3,651,009   2,327,755

純資産の部     

 株主資本     

  資本金   1,189,651   1,187,576

  資本剰余金   1,418,046   1,415,971

  利益剰余金   7,278,741   7,016,995

  株主資本合計   9,886,439   9,620,543

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金   420,826   497,481

  為替換算調整勘定   △79,259   △87,859

  評価・換算差額等合計   341,566   409,622

 新株予約権   23,310   12,901

 少数株主持分   263,001   171,759

 純資産合計   10,514,318   10,214,827

負債純資産合計   14,165,328   12,542,583
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   （訂正後） 

（単位：千円）

   

  

  
当第２四半期連結会計期間末 

（平成21年９月30日）  

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成21年３月31日）  

資産の部     

 流動資産      

  現金及び預金   6,723,714   8,191,260

  売掛金   1,825,301   1,449,350

  商品   6,264   2,025

  仕掛品   121,738   41,505

  その他   671,988   405,586

  貸倒引当金   △2,284   △781

  流動資産合計   9,346,722   10,088,948

 固定資産     

  有形固定資産 ※1     188,243 ※1     65,988

  無形固定資産     

   のれん   1,769,186   783,665

   その他   305,389   195,557

   無形固定資産合計   2,074,576   979,223

  投資その他の資産     

   投資有価証券   1,025,904   1,173,613

   その他  517,677   234,808

   投資その他の資産合計   1,543,581   1,408,422

  固定資産合計   3,806,401   2,453,634

 資産合計   13,153,123   12,542,583

負債の部     

 流動負債     

  買掛金   560,471   110,967

  未払法人税等   963,278   934,442

  ポイント引当金   369,604   314,961

  その他の引当金   54,749   47,648

  その他   1,300,716   603,085

  流動負債合計   3,248,819   2,011,105

 固定負債     

  退職給付引当金   6,824   4,426

  繰延税金負債  262,286   311,137

  その他   133,078   1,085

  固定負債合計   402,190   316,650

 負債合計   3,651,009   2,327,755

純資産の部     

 株主資本     

  資本金   1,189,651   1,187,576

  資本剰余金   1,418,046   1,415,971

  利益剰余金   6,266,537   7,016,995

  株主資本合計   8,874,235   9,620,543

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金   420,826   497,481

  為替換算調整勘定   △79,259   △87,859

  評価・換算差額等合計   341,566   409,622

 新株予約権   23,310   12,901

 少数株主持分   263,001   171,759

 純資産合計   9,502,114   10,214,827

負債純資産合計   13,153,123   12,542,583
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  （訂正前） 

（単位：千円）

  

  

(2) 四半期連結損益計算書

（第２四半期連結累計期間） ８ページ

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

売上高   4,094,841   5,030,819

売上原価   946,144   1,379,244

売上総利益   3,148,697   3,651,574

販売費及び一般管理費 ※1     1,289,936 ※1     1,592,365

営業利益   1,858,760   2,059,209

営業外収益     

 受取利息   25,110   10,705

 投資有価証券売却益   75,576   6,226

 その他   18,123   5,645

 営業外収益合計   118,810   22,577

営業外費用     

 為替差損  －   29,783

 持分法による投資損失   5,119   －

 投資事業組合運用損   1,878   －

 その他   161   11,559

 営業外費用合計   7,159   41,343

経常利益   1,970,412   2,040,443

特別利益     

 持分変動利益  －   19,993

 特別利益合計  －   19,993

特別損失     

 持分変動損失   －  6,130

 減損損失   12,309   －

 特別損失合計   12,309   6,130

税金等調整前四半期純利益   1,958,103   2,054,307

法人税、住民税及び事業税   841,741   956,200

法人税等調整額   43,624  △18,920

法人税等合計   885,366  937,279

少数株主利益又は少数株主損失（△）   9,702   △8,215

四半期純利益   1,063,034   1,125,243
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  （訂正後） 

（単位：千円）

  

  

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

売上高   4,094,841   5,030,819

売上原価   946,144   1,379,244

売上総利益   3,148,697   3,651,574

販売費及び一般管理費 ※1     1,289,936 ※1     1,594,661

営業利益   1,858,760   2,056,913

営業外収益     

 受取利息   25,110   10,705

 投資有価証券売却益   75,576   6,226

 その他   18,123   5,645

 営業外収益合計   118,810   22,577

営業外費用     

 為替差損  －   29,783

 持分法による投資損失   5,119   －

 投資事業組合運用損   1,878   －

 その他   161   11,559

 営業外費用合計   7,159   41,343

経常利益   1,970,412   2,038,148

特別利益     

 持分変動利益  －   19,993

 特別利益合計  －   19,993

特別損失     

 持分変動損失   －  6,130

 減損損失  12,309  －

 のれん一時償却額   － ※2     1,009,908

 特別損失合計   12,309   1,016,038

税金等調整前四半期純利益   1,958,103   1,042,103

法人税、住民税及び事業税   841,741   956,200

法人税等調整額   43,624  △18,920

法人税等合計   885,366   937,279

少数株主利益又は少数株主損失（△）   9,702   △8,215

四半期純利益   1,063,034   113,039
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  （訂正前） 

（単位：千円）

  

  

（第２四半期連結会計期間）９ページ

  
前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

売上高   2,128,275  2,831,420

売上原価   491,934  901,444

売上総利益   1,636,340  1,929,975

販売費及び一般管理費 ※1     695,565 ※1     935,018

営業利益   940,774   994,957

営業外収益     

 受取利息   －   4,616

 投資有価証券売却益   75,576   2,831

 その他   15,519   2,914

 営業外収益合計   91,095   10,363

営業外費用     

 為替差損  8,412   24,993

 持分法による投資損失   3,998  10,234

 その他   2,032   7,306

 営業外費用合計   14,444   42,534

経常利益   1,017,425   962,785

特別利益     

 持分変動利益   －   19,993

 特別利益合計   －   19,993

特別損失     

 持分変動損失   －  6,130

 減損損失   12,309  －

 特別損失合計   12,309   6,130

税金等調整前四半期純利益   1,005,116   976,649

法人税、住民税及び事業税   510,469   551,932

法人税等調整額   △50,085  △72,829

法人税等合計   460,384  479,103

少数株主利益又は少数株主損失（△）   6,961   △13,346

四半期純利益   537,770   510,892
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  （訂正後） 

（単位：千円）

   

  

  
前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

売上高   2,128,275  2,831,420

売上原価   491,934  901,444

売上総利益   1,636,340  1,929,975

販売費及び一般管理費 ※1     695,565 ※1     937,314

営業利益   940,774   992,661

営業外収益     

 受取利息   －   4,616

 投資有価証券売却益   75,576   2,831

 その他   15,519   2,914

 営業外収益合計   91,095   10,363

営業外費用     

 為替差損  8,412   24,993

 持分法による投資損失   3,998  10,234

 その他   2,032   7,306

 営業外費用合計   14,444   42,534

経常利益   1,017,425   960,490

特別利益     

 持分変動利益   －   19,993

 特別利益合計   －   19,993

特別損失     

 持分変動損失   －  6,130

 減損損失  12,309  －

 のれん一時償却額   － ※2     145,595

 特別損失合計   12,309   151,725

税金等調整前四半期純利益   1,005,116   828,758

法人税、住民税及び事業税   510,469   551,932

法人税等調整額   △50,085  △72,829

法人税等合計   460,384   479,103

少数株主利益又は少数株主損失（△）   6,961   △13,346

四半期純利益   537,770   363,001
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  （訂正前） 

（単位：千円）

  

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 10ページ

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税金等調整前四半期純利益   1,958,103  2,054,307

 減価償却費   36,201   57,152

 減損損失   12,309  －

 のれん償却額   34,928   52,412

 投資有価証券売却損益（△は益）   △75,576   △6,226

 投資事業組合運用損益（△は益）   1,878   1,723

 貸倒引当金の増減額（△は減少）   △551   1,556

 ポイント引当金の増減額（△は減少）   29,912   55,065

 退職給付引当金の増減額（△は減少）   1,259  2,015

 その他の引当金の増減額（△は減少）   18,487   8,270

 受取利息及び受取配当金   △33,018   △12,834

 為替差損益（△は益） ―    29,783

 持分法による投資損益（△は益）   5,119   3,774

 持分変動損益（△は益） ―   △13,863

 売上債権の増減額（△は増加）   △72,212  120,810

 たな卸資産の増減額（△は増加）   △19,325   41,266

 その他の流動資産の増減額（△は増加）   2,322   39,391

 仕入債務の増減額（△は減少）   △21,382   47,824

 その他の流動負債の増減額（△は減少）   △217,605   △356,284

 その他   △8,702   13,137

 小計   1,652,147   2,139,283

 利息及び配当金の受取額   33,018   14,229

 法人税等の支払額   △1,041,786   △932,898

 営業活動によるキャッシュ・フロー   643,379   1,220,614

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   △28,827   △9,127

 定期預金の払戻による収入 ―   4,662

 有形固定資産の取得による支出   △8,323   △3,522

 無形固定資産の取得による支出   △40,057   △80,850

 敷金及び保証金の差入による支出   △6,765   △76,775

 敷金及び保証金の回収による収入   289   3,954

 投資有価証券の取得による支出   △57,403   △25,000

 投資有価証券の売却による収入   110,476   12,879

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

  △88,466   △1,653,964

 貸付けによる支出 ―   △112,579

 その他 ―   75

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △119,078   △1,940,249

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   18,347   4,150

 配当金の支払額   △782,784   △828,097

 少数株主への配当金の支払額 ―   △14,700

 少数株主からの払込みによる収入 ―   32,250

 財務活動によるキャッシュ・フロー   △764,436   △806,396

現金及び現金同等物に係る換算差額   △39,484   △11,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △279,618   △1,537,301

現金及び現金同等物の期首残高   6,778,327   8,001,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1     6,498,709 ※1     6,464,675
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  （訂正後） 

（単位：千円）

  

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税金等調整前四半期純利益   1,958,103  1,042,103

 減価償却費   36,201   57,152

 減損損失   12,309  －

 のれん償却額   34,928  54,708

 のれん一時償却額  －  1,009,908

 投資有価証券売却損益（△は益）   △75,576   △6,226

 投資事業組合運用損益（△は益）   1,878   1,723

 貸倒引当金の増減額（△は減少）   △551   1,556

 ポイント引当金の増減額（△は減少）   29,912   55,065

 退職給付引当金の増減額（△は減少）   1,259  2,015

 その他の引当金の増減額（△は減少）   18,487   8,270

 受取利息及び受取配当金   △33,018   △12,834

 為替差損益（△は益） ―    29,783

 持分法による投資損益（△は益）   5,119   3,774

 持分変動損益（△は益） ―   △13,863

 売上債権の増減額（△は増加）   △72,212  120,810

 たな卸資産の増減額（△は増加）   △19,325   41,266

 その他の流動資産の増減額（△は増加）   2,322   39,391

 仕入債務の増減額（△は減少）   △21,382   47,824

 その他の流動負債の増減額（△は減少）   △217,605   △356,284

 その他   △8,702   13,137

 小計   1,652,147   2,139,283

 利息及び配当金の受取額   33,018   14,229

 法人税等の支払額   △1,041,786   △932,898

 営業活動によるキャッシュ・フロー   643,379   1,220,614

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   △28,827   △9,127

 定期預金の払戻による収入 ―   4,662

 有形固定資産の取得による支出   △8,323   △3,522

 無形固定資産の取得による支出   △40,057   △80,850

 敷金及び保証金の差入による支出   △6,765   △76,775

 敷金及び保証金の回収による収入   289   3,954

 投資有価証券の取得による支出   △57,403   △25,000

 投資有価証券の売却による収入   110,476   12,879

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

  △88,466   △1,653,964

 貸付けによる支出 ―   △112,579

 その他 ―   75

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △119,078   △1,940,249

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   18,347   4,150

 配当金の支払額   △782,784   △828,097

 少数株主への配当金の支払額 ―   △14,700

 少数株主からの払込みによる収入 ―   32,250

 財務活動によるキャッシュ・フロー   △764,436   △806,396

現金及び現金同等物に係る換算差額   △39,484   △11,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △279,618   △1,537,301

現金及び現金同等物の期首残高   6,778,327   8,001,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1     6,498,709 ※1     6,464,675
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）  

（訂正前） 

  

（訂正後） 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（訂正前） 

  

（訂正後） 

   

  

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕 11ページ

  
医療ポータル 
（千円） 

エビデンス 
ソリューション

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高 2,391,548 439,872 2,831,420  ─ 2,831,420

(2) セグメント間の内部売上高 

  または振替高 
─ ─ ─  ─ ─

計 2,391,548 439,872 2,831,420  ─ 2,831,420

営業利益（△損失） 1,271,730 △178,148 1,093,582  (98,625) 994,957

  
医療ポータル 
（千円） 

エビデンス 
ソリューション

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高 2,391,548 439,872 2,831,420  ─ 2,831,420

(2) セグメント間の内部売上高 

  または振替高 
─ ─ ─  ─ ─

計 2,391,548 439,872 2,831,420  ─ 2,831,420

営業利益（△損失） 1,271,730 △180,443 1,091,286  (98,625) 992,661

  
医療ポータル 
（千円） 

エビデンス 
ソリューション

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高 4,590,946 439,872 5,030,819  ─ 5,030,819

(2) セグメント間の内部売上高 

  または振替高 
─ ─ ─  ─ ─

計 4,590,946 439,872 5,030,819  ─ 5,030,819

営業利益（△損失） 2,439,881 △178,148 2,261,733  (202,524) 2,059,209

  
医療ポータル 
（千円） 

エビデンス 
ソリューション

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高 4,590,946 439,872 5,030,819  ─ 5,030,819

(2) セグメント間の内部売上高 

  または振替高 
─ ─ ─  ─ ─

計 4,590,946 439,872 5,030,819  ─ 5,030,819

営業利益（△損失） 2,439,881 △180,443 2,259,438  (202,524) 2,056,913
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

（訂正前）  

  

（訂正後） 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（訂正前）  

  

（訂正後） 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 12ページ

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他の地域
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 2,590,065 224,084 17,270  2,831,420  ─ 2,831,420

(2) セグメント間の内部売上高 

  または振替高 
30,896 ─ 1,782  32,678  (32,678) ─

計 2,620,962 224,084 19,052  2,864,099  (32,678) 2,831,420

営業利益（△損失） 1,102,068 △7,305 △1,403  1,093,359  (98,402) 994,957

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他の地域
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 2,590,065 224,084 17,270  2,831,420  ─ 2,831,420

(2) セグメント間の内部売上高 

  または振替高 
30,896 ─ 1,782  32,678  (32,678) ─

計 2,620,962 224,084 19,052  2,864,099  (32,678) 2,831,420

営業利益（△損失） 1,099,772 △7,305 △1,403  1,091,063  (98,402) 992,661

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他の地域
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 4,584,126 411,680 35,011  5,030,819  ─ 5,030,819

(2) セグメント間の内部売上高 

  または振替高 
43,510 ─ 1,782  45,292  (45,292) ─

計 4,627,637 411,680 36,793  5,076,111  (45,292) 5,030,819

営業利益（△損失） 2,313,773 △44,513 △5,879  2,263,380  (204,171) 2,059,209

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他の地域
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 4,584,126 411,680 35,011  5,030,819  ─ 5,030,819

(2) セグメント間の内部売上高 

  または振替高 
43,510 ─ 1,782  45,292  (45,292) ─

計 4,627,637 411,680 36,793  5,076,111  (45,292) 5,030,819

営業利益（△損失） 2,311,478 △44,513 △5,879  2,261,084  (204,171) 2,056,913
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  （訂正前）  

  

  

  （訂正後） 

  

   

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係） 15ページ

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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。 

報酬・給与 387,658千円

販売促進費 309,520千円

ポイント引当金繰入額 29,912千円

賞与引当金繰入額 26,112千円

※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。 

報酬・給与 499,896千円

販売促進費 307,522千円

ポイント引当金繰入額 55,068千円

賞与引当金繰入額 23,891千円

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９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。 

報酬・給与 205,262千円

販売促進費 140,909千円

ポイント引当金繰入額 39,335千円

賞与引当金繰入額 12,379千円

※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。 

報酬・給与 294,656千円

販売促進費 141,020千円

ポイント引当金繰入額 52,476千円

賞与引当金繰入額 8,364千円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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。 

報酬・給与 387,658千円

販売促進費 309,520千円

ポイント引当金繰入額 29,912千円

賞与引当金繰入額 26,112千円

※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。 

報酬・給与 499,896千円

販売促進費 307,522千円

ポイント引当金繰入額 55,068千円

賞与引当金繰入額 23,891千円

            ―― ※２ のれん一時償却額については、連結子会社メビック

ス株式会社が平成22年４月30日に実施した過年度決算

の訂正を発端として買収価格に与えたであろう影響を

精査した結果、買収時に使用したメビックスの財務情

報が不適切であったために買収価格算定の前提が覆

り、取得対価のうち過大であった部分を損失処理した

ものです。 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９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。 

報酬・給与 205,262千円

販売促進費 140,909千円

ポイント引当金繰入額 39,335千円

賞与引当金繰入額 12,379千円

※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。 

報酬・給与 294,656千円

販売促進費 141,020千円

ポイント引当金繰入額 52,476千円

賞与引当金繰入額 8,364千円

            ―― ※２ のれん一時償却額については、連結子会社メビック

ス株式会社が平成22年４月30日に実施した過年度決算

の訂正を発端として買収価格に与えたであろう影響を

精査した結果、買収時に使用したメビックスの財務情

報が不適切であったために買収価格算定の前提が覆

り、取得対価のうち過大であった部分を損失処理した

ものです。 
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 （省略）  

  

２ 共通支配下の取引等 

 （省略） 

  

（訂正前）  

(4) 発生したのれんの金額等 

  

（訂正後） 

(4) 発生したのれんの金額等 

   

（企業結合等関係） 18ページ

のれんの金額 261,192千円 

発生原因 メビックス株式会社の今後の事業展開によって期待される将来の収益力

に関連して発生したもの 

償却方法及び償却期間 のれんの金額については、16年間で均等償却しています。 

のれんの金額 261,192千円 

発生原因 メビックス株式会社の今後の事業展開によって期待される将来の収益力

に関連して発生したもの 

償却方法及び償却期間 

  

  

  

  

  

  

メビックス株式会社が平成22年４月30日に実施した過年度決算の訂正を

発端として買収価格に与えたであろう影響を精査した結果、買収時に使

用したメビックスの財務情報が不適切であったために買収価格算定の前

提が覆り、取得対価のうち過大であった金額145,595千円については、発

生時に損失処理しています。 

上記損失処理後ののれんの金額については、７年間で均等償却していま

す。  
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１ １株当たり純資産額 19ページ 

（訂正前） 

 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

（訂正後） 

 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

   

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 39,084.44円 １株当たり純資産額 38,331.94円

  
当第２四半期連結会計期間末 

（平成21年９月30日） 
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  10,514,318  10,214,827

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  286,312  184,661

（うち新株予約権）  (23,310)  (12,901)

（うち少数株主持分）  (263,001)  (171,759)

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額（千円）  10,228,006  10,030,165

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

(期末)の普通株式の数（株） 
 261,690  261,666

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 35,216.48円 １株当たり純資産額 38,331.94円

  
当第２四半期連結会計期間末 

（平成21年９月30日） 
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  9,502,114  10,214,827

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  286,312  184,661

（うち新株予約権）  (23,310)  (12,901)

（うち少数株主持分）  (263,001)  (171,759)

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額（千円）  9,215,801  10,030,165

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

(期末)の普通株式の数（株） 
 261,690  261,666

エムスリー株式会社（2413）平成22年３月期 第２四半期決算短信（訂正）

― 18 ―



 ２ １株当たり四半期純利益金額等 19～20ページ 

（訂正前） 

 （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

です。 

  

 （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

です。 

  

  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 4,072.51円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
4,017.00円

１株当たり四半期純利益金額 4,300.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
4,276.10円

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  1,063,034  1,125,243

普通株主に帰属しない金額（千円）  ─  ─

普通株式に係る四半期純利益（千円）  1,063,034  1,125,243

期中平均株式数（株）  261,027  261,678

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益調整額（千円）  ─  ─

普通株式増加数（株）  3,607  1,469

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

─ ─ 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 2,059.44円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
2,032.03円

１株当たり四半期純利益金額 1,952.28円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
1,930.72円

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  537,770  510,892

普通株主に帰属しない金額（千円）  ─  ─

普通株式に係る四半期純利益（千円）  537,770  510,892

期中平均株式数（株）  261,125  261,690

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益調整額（千円）  ─  ─

普通株式増加数（株）  3,522  2,922

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

─ ─ 
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（訂正後） 

 （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

です。 

  

 （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

です。 

  

   

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 4,072.51円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
4,017.00円

１株当たり四半期純利益金額 431.98円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
429.57円

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  1,063,034  113,039

普通株主に帰属しない金額（千円）  ─  ─

普通株式に係る四半期純利益（千円）  1,063,034  113,039

期中平均株式数（株）  261,027  261,678

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益調整額（千円）  ─  ─

普通株式増加数（株）  3,607  1,469

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

─ ─ 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 2,059.44円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
2,032.03円

１株当たり四半期純利益金額 1,387.14円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
1,371.83円

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  537,770  363,001

普通株主に帰属しない金額（千円）  ─  ─

普通株式に係る四半期純利益（千円）  537,770  363,001

期中平均株式数（株）  261,125  261,690

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益調整額（千円）  ─  ─

普通株式増加数（株）  3,522  2,922

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

─ ─ 
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平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月23日

（百万円未満切捨）

上場会社名 エムスリー株式会社 上場取引所 東 
コード番号 2413 URL http://corporate.m3.com/
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 谷村 格
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 永田 朋之 TEL 03-5408-0800
四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 5,030 22.9 2,056 10.7 2,038 3.4 113 △89.4
21年3月期第2四半期 4,094 ― 1,858 ― 1,970 ― 1,063 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 431.98 429.57
21年3月期第2四半期 4,072.51 4,017.00

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

22年3月期第2四半期 13,153 9,502 70.1 35,216.48
21年3月期 12,542 10,214 80.0 38,331.94

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,215百万円 21年3月期  10,030百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
(注) 現時点において、平成22年３月期の配当予想額は未定です。今後の資金需要動向とキャッシュ・フローの状況とを勘案し、株主配当の水準を決定す
る予定です。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 3,300.00 3,300.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
(注) １株当たり予想当期純利益については、平成22年３月期第２四半期連結累計期間期中平均株式数261,678株に基づいて算出しています。 

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

通期 11,500 34.7 4,800 20.3 4,800 15.1 2,700 14.2 10,318.02
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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）  有  

(注) 詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
(注) 詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する事項は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 1社 （社名 メビックス株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 261,690株 21年3月期  261,666株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  0株 21年3月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 261,678株 21年3月期第2四半期 261,027株
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