
  

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 中国財務局長 

【提出日】 平成18年2月24日 

【中間会計期間】 第９期中(自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日) 

【会社名】 株式会社エムビーエス 

【英訳名】 mbs,inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山 本 貴 士 

【本店の所在の場所】 山口県宇部市神原町二丁目７番15号 

【電話番号】 0836-37-6585 

【事務連絡者氏名】 管理部長  徳 永 昌 裕 

【最寄りの連絡場所】 山口県宇部市神原町二丁目７番15号 

【電話番号】 0836-37-6585 

【事務連絡者氏名】 管理部長  徳 永 昌 裕 

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所 

  (福岡市中央区天神二丁目14番２号) 



第一部 【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

    ３ 第8期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第７期及び第８期中間会計期間は、新株予約権の残高はありま

すが、当社株式は非上場・非登録のため、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

５ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

６ 臨時雇用者数は、従業員の100分の10未満であるため記載しておりません。 

７ 当社は平成16年11月30日で株式１株につき３株の分割を行っております。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自 平成15年 
  ６月１日 
至 平成15年 
  11月30日 

自 平成16年
  ６月１日 
至 平成16年 
  11月30日 

自 平成17年
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日 

自 平成15年 
  ６月１日 
至 平成16年 
  ５月31日 

自 平成16年
  ６月１日 
至 平成17年 
  ５月31日 

売上高 (千円) ― 167,001 230,254 233,276 377,043

経常利益 (千円) ― 20,170 18,066 11,020 41,330

中間(当期)純利益 (千円) ― 19,746 8,626 14,822 37,159

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― 91,625 110,665 36,000 110,665

発行済株式総数 (株) ― 4,545 5,245 720 5,245

純資産額 (千円) ― 121,033 198,033 △8,712 189,406

総資産額 (千円) ― 253,842 281,262 91,644 270,745

１株当たり純資産額 (円) ― 26,629.96 37,756.59 △12,101.26 36,111.80

１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

(円) ― 8,854.42 1,644.78 20,586.65 10,755.24

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

(円) ― ― 1,636.04 ― 10,745.91

１株当たり 
中間(年間)配当額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 47.7 70.4 △9.5 70.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △35,313 11,584 2,172 2,347

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 14,117 △6,170 △21,979 12,306

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 125,620 △15,093 21,703 116,885

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) ― 113,100 131,623 8,676 140,215

従業員数 (人) ― 19 23 14 21



２ 【事業の内容】 

    当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更

はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年11月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員は含まれておりますが、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派

遣、季節工を含みます。)は含まれておりません。 

２ 臨時雇用者数は、従業員の100分の10未満であるため記載しておりません。 

    ３ 従業員が当中間会計期間において2名増加しておりますが、これは事業規模の拡大に伴う人員増強によるものでありま

す。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(人) 23 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当社の中間会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や社会保険料の負担増、又今後予定されている定

率減税の縮小による影響等はありますが、株価の大幅な上昇や企業収益の改善に伴い、雇用環境の改善、設備投資

の増加等によりゆるやかな景気回復を示しました。 

また、リフォーム業界につきましては、住宅・マンションの耐震性問題、建造物の改修・補修等に伴うアスベス

トによる健康被害の問題、悪徳業者・訪問販売の問題、更には建造物の外壁コンクリートのヘアークラックや爆裂

等への対応等が、緊急性を要する重要課題となっております。 

このことから、生活者は建築に関して安全性や安心性を求めるようになってきており、消費者のリフォームに関

する選択肢は、ますます厳しくなってきております。 

   こうした状況の中、当社はこれまで以上に既存パートナー・既存加盟店との受注構造を強化すると共に、事業の

広域展開を図るために新規パートナーの開拓および当社加盟店の新規開拓に注力し、又建築工事もわずかですが受

注実績もあり今後建築工事の受注拡大も図る所存であります。 

当社の受注形態は社会で問題となっている訪問販売は行わず、地域の優良な元請業者（ゼネコン、工務店、ハウ

スメーカー等）や設計事務所等を当社のパートナー企業と位置づけており、このパートナー企業群との提携ネット

ワークが当社の受注基盤となっております。 

   当中間期におきましては、既存パートナーからの安定受注・新規パートナーからの受注及び紹介や口コミによる

施主からの直接受注案件も増加傾向となり、完成工事売上高は226,570千円（前年同期比48.0％増）と順調に推移し

ました。 

   加盟店関連売上高におきましては、既存加盟店に対する材料売上が発生したこと等により3,684千円（前年同期比

73.5％減）となりました。 

   この結果、当中間会計期間につきましては、売上高は230,254千円（前年同期比37.9％増）、営業利益は今後の事

業拡大に備えて社員の採用、原材料の円安、原油価格の高騰により仕入コストの増加等の影響をうけ13,322千円（前

年同期比41.6％減）となりました。経常利益は、通貨スワップ取引を導入したことにより営業外収益として円安の影

響を受け為替差益、デリバティブ評価益を計上したことにより18,066千円（前年同期比10.4％減）となり、また中間

純利益は8,626千円（前年同期比56.3％減）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により得られた資金11,584千

円、投資活動に使用した資金6,170千円、財務活動に使用した資金15,093千円となり、前事業年度に比べ8,551千円減

少し131,663千円となりました。各キャッシュ・フローの状況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) 

当中間会計期間の営業活動の結果、得られた資金は11,584千円（前中間会計期間は35,313千円の使用）となりまし

た。これは税引前中間純利益18,033千円に対し、売上債権の増加額35,696千円、棚卸資産の減少額22,541千円、仕入

債務の増加額9,910千円等によるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における投資活動の結果、使用した資金は6,170千円（前中間会計期間で得られた資金は14,117千

円）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5,402千円、保険積立金の増加による支出717千円等によ

るものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

    当中間会計期間における財務活動の結果、使用した資金は15,093千円（前中間会計期間で得られた資金は125,620千

円）となりました。これは長期借入金の返済による支出14,678千円、割賦債務の支払による支出415千円によるもので

あります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 
(単位：千円) 

(注) １ 上記の金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ その他の区分(加盟金、塗料、その他)は、生産を伴わないため生産実績は記載しておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 
(単位：千円) 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の区分(加盟金、塗料、その他)は、受注形態をとっていないため受注実績は記載しておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 
(単位：千円) 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 販売実績の100分の10を超える主要な販売先はありません。 

  

  

区分 
第９期中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前年同期比(％) 

完成工事高 226,570 +48.0 

合計 226,570 +48.0 

区分 

第９期中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比(％)

完成工事高 340,584 +93.5 172,126 +107.9 

合計 340,584 +93.5 172,126 +107.9 

区分 
第９期中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前年同期比(％) 

完成工事高 226,570 +48.0 

加盟店関連 3,684 △73.5 

合計 230,254 +37.9 



３ 【対処すべき課題】 

現在、建築業界においては、住宅・マンションの耐震性問題、構造計算書偽造問題、アスベスト等による地球環

境問題、悪徳業者・訪問販売等の問題が起こっており、リフォーム業界全体への消費者の不信を招いております。

こうした状況の中で当社と致しましては、耐震性やアスベスト対策に適う施工技術の開発や施主様へ信頼及び満足

していただける施工体制を再認識して行うとともに、今後の企業成長や規模拡大に向け「ホームメイキャップ」ブ

ランドの浸透、人材の確保及び能力開発が最重要課題であると認識しております。 

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

材料の受入に関する契約 

  

 注 平成18年1月より当社を日本におけるLPL社の総代理店としての契約を締結致しました。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社の中間会計期間における研究開発活動につきましては、建造物の外壁補修用に開発した「ホームメイキャッ

プ」のカラーコーティング技術の「構造力学特性」により長期に渡って耐久性を保持する、高性能防災材料の開発と

施工技術の向上を図ることを目的として行っております。 

また、マット工法処理技術を活用して、他社に差別化を図る高耐久な施工ノウハウの確立を図り、今後は大手のリフ

ォーム（内、外装）及び土木建築業者との事業連携も視野に入れ技術開発を進めてまいります。 

当中間期における研究開発費の金額は、2,095千円であります。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

LIQUID PLASTICS 

Limited 
英国 塗料全般 

当社を日本におけるLPL社の
代理店として定め、材料の
受入を認めるもの 
（注） 

平成14年9月27日契約 

自平成14年9月27日 

至平成18年12月31日 

以降５年ごとの自動更新 

（注） 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。 

また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 18,180 

計 18,180 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年11月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年２月 日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 5,245 5,245
福岡証券取引所
(Ｑ－Ｂｏａｒｄ 

市場) 
― 

計 5,245 5,245 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  

平成16年５月29日臨時株主総会決議(第２回新株予約権) 

  

(注) 平成16年11月12日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月30日をもって１株を３株に分割いたしました。これにより、

新株予約権の数並びに新株予約権の目的となる株式の数、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年11月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年１月31日) 

新株予約権の数 30個(注) 30個(注) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 30株(注) 30株(注) 

新株予約権の行使時の払込金額 25,000円(注) 25,000円(注) 

新株予約権の行使期間 
平成16年５月30日から
平成26年５月28日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  25,000円
資本組入額 12,500円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利付与時において当社の
取締役、監査役もしくは従業
員の地位にある者が新株予約
権の割当を受けた場合は、権
利行使時においても、当社の
取締役、監査役もしくは従業
員の地位にあることを要す。
ただし、当社の取締役もしく
は監査役を任期満了により退
任した場合、定年退職その他
正当な理由のある場合にはこ
の限りではない。 
  

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その
他の処分は認めない。 

同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

自 平成16年６月１日～ 
至 平成17年11月30日 

  
― 5,245 ― 110,665 ― 91,295



(4) 【大株主の状況】 

平成17年11月30日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

山本 貴士 山口県宇部市大字小串170番地の28 1,800 34.32

やまぐちドリームファンド投資事業 
有限責任組合 
山口キャピタル株式会社 

山口県山口市中市町1番10号 300 5.72

井野口 房雄 山口県防府市華城中央二丁目14-13 210 4.01

ひろぎんベンチャー投資事業組合 
ひろぎんキャピタル株式会社 広島市中区紙屋町一丁目3番8号 150 2.86

山本 朋子 山口県宇部市大字小串170番地の28 130 2.48

原 真也 兵庫県明石市大久保町大窪467-12 120 2.29

松岡 弘晃 山口県宇部市大字西岐波4409-1-203 90 1.72

伊藤 尚毅 東京都江東区新砂3-4-3-1205号室 60 1.14

嶋本 達家 山口県小野田市松浜町641-1 60 1.14

田中 栄 横浜市港北区新吉田町3415-11 60 1.14

計 ― 2,980 56.82



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年11月30日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成17年11月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式  5,245 5,245
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 5,245 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,245 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成17年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高(円) 554,000 509,000 425,000 395,000 310,000 539,000

最低(円) 391,000 405,000 386,000 266,000 266,000 341,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年6月1日から平成16年11月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書き

により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年６月１日から平成16年11月30日まで)及

び当中間会計期間(平成17年６月１日から平成17年11月30日まで)の中間財務諸表について、三優監査法人による中間

監査を受けております。 

なお、前中間会計期間(平成16年６月１日から平成16年11月30日まで)に係る中間監査報告書は、平成17年３月24日

提出の有価証券届出書にとじ込まれたものによっております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  

  

1【中間連結財務諸表等】 

  

（１）【中間連結財務諸表】 

   該当事項はありません。 

  

（２）【その他】 

   該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年５月31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   113,100   131,663 140,215   

２ 受取手形   2,639   6,795 8,568   

３ 完成工事未収入金   82,117   79,998 42,269   

４ 売掛金   698   874 1,133   

５ たな卸資産   37,355   36,828 59,370   

６ その他   6,637   8,213 5,729   

貸倒引当金   △3,594   △4,160 △2,570   

流動資産合計    238,953 94.1 260,213 92.5   254,716 94.1

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 機械装置   5,057   4,999 5,352   

(2) 車輌運搬具   1,354   2,919 891   

(3) その他   611   2,829 806   

有形固定資産合計   7,024   10,748 7,050   

２ 無形固定資産   236   196 216   

３ 投資その他の資産          

(1) 長期前払費用   1,608   2,052 1,689   

(2) 保険積立金   4,780   6,214 5,497   

(3) 敷金保証金   1,228   1,220 1,169   

(4) その他   3,513   2,416 2,017   

貸倒引当金   △3,503   △1,799 △1,611   

投資その他の資産 
合計   7,627   10,102 8,761   

固定資産合計    14,888 5.9 21,048 7.5   16,029 5.9

資産合計    253,842 100.0 281,262 100.0   270,745 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年５月31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
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 工事未払金   21,305   30,341 10,156   

２ 買掛金   ―   790 11,065   

３ 短期借入金   27,400   ― ―   

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金   17,268   8,004 12,000   

５ その他 ※２ 10,167   21,562 14,488   

流動負債合計    76,140 30.0 60,698 21.6   47,710 17.6

Ⅱ 固定負債          

１ 社債   10,000   ― ―   

２ 長期借入金   40,996   17,985 28,667   

３ その他   5,672   4,545 4,961   

固定負債合計    56,668 22.3 22,530 8.0   33,628 12.4

負債合計    132,809 52.3 83,228 29.6   81,339 30.0

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    91,625 36.1 110,665 39.3   110,665 40.9

Ⅱ 資本剰余金          

資本準備金   59,375   91,295 91,295   

資本剰余金合計    59,375 23.4 91,295 32.5   91,295 33.7

Ⅲ 利益剰余金          

中間(当期)未処理 
損失   29,966   3,926 12,553   

利益剰余金合計    △29,966 △11.8 △3,926 △1.4   △12,553 △4.6

資本合計    121,033 47.7 198,033 70.4   189,406 70.0

負債・資本合計    253,842 100.0 281,262 100.0   270,745 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31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    167,001 100.0 230,254 100.0   377,043 100.0

Ⅱ 売上原価    94,601 56.6 152,445 66.2   225,207 59.7

売上総利益    72,400 43.4 77,809 33.8   151,836 40.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    49,595 29.7 64,487 28.0   108,523 28.8

営業利益    22,804 13.7 13,322 5.8   43,313 11.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  256 0.1 5,442 2.3   6,247 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,891 1.7 698 0.3   8,229 2.2

経常利益    20,170 12.1 18,066 7.8   41,330 10.9

Ⅵ 特別利益    ― ―   ― 

Ⅶ 特別損失    117 0.1 33 0.0   117 0.0

税引前中間(当期) 
純利益    20,052 12.0 18,033 7.8   41,213 10.9

法人税、住民税 
及び事業税   306   10,379 1,252   

法人税等調整額   ― 306 0.2 △973 9,406 4.1 2,801 4,054 1.1

中間(当期)純利益    19,746 11.8 8,626 3.7   37,159 9.8

前期繰越損失    49,712 12,553   49,712 

中間(当期)未処理 
損失    29,966 3,926   12,553 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  

  

  
  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年６月１
日 

至 平成17年11月30
日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31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 

  

１ 税引前中間(当期)純利益 20,052 18,033 41,213 

２ 減価償却費 793 1,690 1,940 

３ 貸倒引当金の増加額 
（△は減少） 

2,703 1,778 △212 

４ 受取利息及び受取配当金 △2 △1 △2 

５ 支払利息及び社債利息 1,270 549 2,318 

６ 為替差益 ― △1,127 ― 

７ 新株予約権発行費及び社債
発行費及び新株発行費 

1,355 ― 5,342 

８ 固定資産の除却損 117 33 117 

９ 売上債権の減少額 
  (△は増加) 

△66,958 △35,696 △33,475 

10 たな卸資産の減少額 
  (△は増加) 

△7,452 22,541 △29,466 

11 前払費用の減少額 
  (△は増加) 

△503 △389 △579 

12 破産更生債権等の減少額 
  (△は増加) 

190 100 1,793 

13 長期前払費用の減少額 
  (△は増加) 

△995 △363 △1,076 

14 その他流動資産の減少額 
  (△は増加) 

189 △1,653 △1,724 

15 仕入債務の増加額 9,787 9,910 9,704 

16 未払金の増加額 
  (△は減少) 

1,260 △947 2,082 

17 未払費用の増加額 
  (△は減少) 

205 238 299 

18 預り保証金の増加額 
  (△は減少) 

4,000 ― 4,000 

19 その他流動負債の増加額 
  (△は減少) 

112 △1,345 2,437 

小計 △33,872 13,350 4,711 

20 利息及び配当金の受取額 2 1 2 

21 利息の支払額 △1,245 △514 △2,169 

22 法人税等の支払額 △197 △1,252 △197 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

△35,313 11,584 2,347 

    
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  



  

１ 定期預金の払い戻しによる 
収入 

 20,000 ― 20,000

２ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △5,436 △5,402 △6,589

３ 保険積立金の積立による 
支出 

 △616 △717 △1,333

４ その他  170 △50 229

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 14,117 △6,170 12,306

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入れによる収入  32,400 ― 32,400

２ 短期借入金の返済による 
支出 

 △36,800 ― △64,200

３ 長期借入れによる収入  30,000 ― 30,000

４ 長期借入金の返済による 
支出 

 △8,134 △14,678 △25,731

５ 割賦債務の返済による支出  △489 △415 △1,200

６ 社債の償還による支出  ― ― △10,000

７ 新株の発行による収入  108,644 ― 155,617

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 125,620 △15,093 116,885

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 ― 1,127 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  （△は減少） 

 104,424 △8,551 131,539

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 8,676 140,215 8,676

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※ 113,100 131,663 140,215

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

(１)    ― 

  

  

(２) たな卸資産 

①原材料 

移動平均法による原価

法 

 (会計処理の変更) 

原材料の評価方法は、従

来、先入先出法による原

価法によっておりました

が、当中間会計期間よ

り、移動平均法による原

価法に変更しました。こ

の変更は、取扱原材料の

種類が増加したことか

ら、業務の効率化を図る

ことを目的とするもので

あります。 

な お、こ の 変 更 に よ

り、中間財務諸表にあた

える影響は軽微でありま

す。 

(１) デリバティブ 

時価法によっております。 

  

(２) たな卸資産 

① 原材料 

移動平均法による原価

法 

  

  

(１)   ―  

  

  

(２) たな卸資産 

① 原材料 

移動平均法による原価

法 

(会計処理の変更) 

原材料の評価方法は、従

来、先入先出法による原

価法によっておりました

が、当事業年度より、移

動平均法による原価法に

変更しました。この変更

は、取扱原材料の種類が

増加したことから、業務

の効率化を図ることを目

的とするものでありま

す。 

なお、この 変更によ

り、財務諸表にあたえる

影響は軽微であります。 

  ② 未成工事支出金 

個別法による原価法に

よっております。 

② 未成工事支出金 

同左 

② 未成工事支出金 

同左 

  ③     ― 

  

③ 貯蔵品 

移動平均法による原価法 

③ 貯蔵品 

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。ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建

物（建物附属設備は除

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

のとおりであります。 

建物 16年 

機械装置 ７年 

車輌運搬具 ２～５年

器具備品 ４～８年

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 16年 

機械装置 ７～10年

車輌運搬具 ２～５年

器具備品 ２～20年

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 16年 

機械装置 ７～10年 

車輌運搬具 ２～５年 

器具備品 ４～20年 

  (2) ソフトウェア 

社内における利用可能

期間(５年)に基づき定額

法によっております。 

(2) ソフトウェア 

同左 

(2) ソフトウェア 

同左 

  (3) 長期前払費用 

定額法によっておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 



  

  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備える

ため、一般債権について

は、貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債

権については個別の回収

可能性を勘案して回収不

能見込額を計上しており

ます。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

― 外貨建金銭債権債務は、

中間期末決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。 

― 

５ 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 

６ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。 

同左 同左 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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

基準委員会 平成15年10月31日 適

用指針第６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。 

― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年11月30日) 

前事業年度末 
(平成17年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,235千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

14,836千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,362千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮受消費税等と仮払消費税等

は相殺のうえ金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２      ― 

     

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

―  

   

※１ 営業外収益の主要項目 

デリバティブ評価益 3,772千円

為替差益 1,477千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取助成金 5,930千円

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 1,107千円

新株発行費 1,355千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 549千円

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,035千円

新株発行費 5,342千円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 773千円

無形固定資産 20千円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,670千円

無形固定資産 20千円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,900千円

無形固定資産 40千円

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成16年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 113,100千円

現金及び現金同等物 113,100千円

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成17年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 131,663千円

現金及び現金同等物 131,663千円

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

(平成17年５月31日現在) 

現金及び預金勘定 140,215千円

現金及び現金同等物 140,215千円



(リース取引関係) 

  

  

  

  

(有価証券関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

 内容の重要性が乏しく契約１件

当たりの金額が少額なリース取引

のため中間財務諸表等規則第５条

の３において準用する財務諸表等

規則第８条の６第６項の規定によ

り記載を省略しております。 

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中間期末残高相当

額 

２. 未経過リース料中間期末残高相当額 

1年以内      1,513千円 

1年超       8,199千円  

合計        9,712千円 

  

３. 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料      913千円 

減価償却費相当額    785千円 

支払利息相当額     117千円 

  

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。 

  

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。 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

  

   取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却 

累計額相 

当額 

（千円） 

中間期末

残高相当

額 

（千円） 

車輌運

搬具 
10,476 785 9,690 

       

 内容の重要性が乏しく契約１

件当たりの金額が少額なリース

取引のため財務諸表等規則第８

条の６第６項の規定により記載

を省略しております。 

前中間会計期間末 
（平成16年11月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年11月30日) 

前事業年度末 
(平成17年５月31日) 



  

(デリバティブ取引関係) 

 前中間会計期間末（平成16年11月30日） 

 当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

 当中間会計期間末（平成17年11月30日） 

  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）1.通貨スワップの時価は金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

     

  

 前事業年度末（平成17年5月31日） 

 当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

  

  

(持分法損益等) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 当社は有価証券を保有しておりま

せんので、該当事項はありません。 

同左 同左 

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 
時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 

通貨スワップ取引 

英ポンド（受取） 

日本円  （支払） 

  

 8,000千ポンド 

1,588,800千円 

  

990千ポンド 

188,080千円 

  

3,772 

  

3,772 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

 関連会社が存在しないため、該当

事項はありません。 

同左 同左 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１株当たり純資産額 26,629円96銭 １株当たり純資産額 37,756円59銭 １株当たり純資産額 36,111円80銭

１株当たり 
中間純利益金額 

8,854円42銭
１株当たり 
中間純利益金額 

1,644円78銭
１株当たり
当期純利益金額 

10,755円24銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、当社株式

は非上場かつ非登録であり、期中平

均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

潜在株式調整後
１株当たり 
中間純利益金額 

1,636円4銭
潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額 

10,745円91銭

  
前中間会計期間

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日)

中間(当期)純利益金額(千円) 19,746 8,626 37,159

普通株式に係る中間(当期)
純利益金額(千円) 

19,746 8,626 37,159

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

2,230 5,245 3,455

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額 

 

中間(当期)純利益調整額
(千円) 

― ― ― 

普通株式増加数(株) ― 
28

（うち新株予約権28）
3

(うち新株予約権3)

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類(新株
予約権の目的となる株
式の数30株)。新株予約
権の概要は「第４ 提出
会社の状況 １ 株式等
の状況 (2) 新株予約
権等の状況」に記載の
とおりであります。 

― ― 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

― ― １ 平成17年８月30日開催の定時株

主総会において、商法280条ノ

20及び商法280条ノ21の規定に

基づきストックオプションとし

て新株予約権を無償にて発行す

ることを決議致しました。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第８期) 

自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

  
平成17年８月30日 
中国財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年２月12日

株式会社 エムビーエス 

取 締 役 会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社エムビーエスの平成16年６月１日から平成17年５月31日までの第８期事業年度の中間会計期間(平成16年６月１日から

平成16年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社エムビーエスの平成16年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成16年６

月１日から平成16月11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

追記情報 

「中間財務諸表の基本となる重要な事項」に記載されているとおり、会社は原材料の評価基準及び評価方法を変更し

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

三優監査法人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  田     純  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  吉  川  秀  嗣  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

平成18年2月20日

株式会社 エムビーエス 

取 締 役 会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社エムビーエスの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第９期事業年度の中間会計期間(平成17年６月１日から

平成17年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社エムビーエスの平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成17年６

月１日から平成17月11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減

損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

三優監査法人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  田     純  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  吉  川  秀  嗣  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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