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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】

 

回次
第12期

第１四半期
連結累計期間

第13期
第１四半期
連結累計期間

第12期

会計期間
自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日

自 平成26年６月１日
至 平成26年８月31日

自 平成25年６月１日
至 平成26年５月31日

売上高 (千円) 674,674 1,195,091 4,233,903

経常利益 (千円) 132,686 185,227 785,058

四半期(当期)純利益 (千円) 80,912 112,080 493,493

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 80,790 113,794 499,157

純資産額 (千円) 1,667,621 3,361,647 3,355,584

総資産額 (千円) 2,777,758 5,170,127 5,085,902

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 3.85 4.84 22.49

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 3.82 4.84 22.39

自己資本比率 (％) 60.0 64.5 65.5
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．当社は、平成26年８月１日付で、普通株式１株につき普通株式４株の株式分割を行っております。当該株式

分割が第12期の期首に行われたと仮定して、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)純利益金額を算定しております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済財政政策や日銀による金融緩和策を背景とし

て、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、消費税増税に伴う個人消費の反動減や円安による原材料等の上

昇など、実態経済の先行きに不透明感も残りました。

このような状況のなか、当社グループは新商品開発、既存のアナログ無線の使用期限が迫っているタクシー無線

の買替需要獲得、沖縄本島IC乗車券システムの開発などを進めてまいりました。タクシー配車システムの導入案件

については、導入時期のずれ込みなどがありましたが、沖縄本島IC乗車券システムについては開発に注力し、モノ

レール事業者による先行運用が本年10月下旬に決定いたしました。

当社グループは、システム販売時における収入であるフロービジネス（売上区分：アプライアンス）だけでな

く、販売したシステムの継続的なサービス提供による利用料等を収受するストックビジネス（売上区分：モバイル

ネットワーク及びカスタマサービス）を拡充することで安定的な収益確保と業績の向上に努めております。

このような取り組みの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,195,091千円（前年同期比77.1％増

加）、営業利益は185,442千円（同37.1％増加）、経常利益は185,227千円（同39.6％増加）、四半期純利益は

112,080千円（同38.5％増加）となりました。

なお、当社グループは、移動体通信事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません

が、売上区分別の売上高は、次のとおりであります。

売上区分
当第１四半期
連結累計期間
売上高(千円)

前年同期比（％）

アプライアンス 894,273 ＋98.1

モバイルネットワーク 235,513 ＋38.4

カスタマサービス 65,304 ＋23.0

合計 1,195,091 ＋77.1
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は5,170,127千円となり、前連結会計年度末と比べ84,224千円増加しまし

た。これは主に現金及び預金が666,796千円減少したものの、受取手形及び売掛金が632,414千円増加したこと及び

たな卸資産が73,919千円増加したことによるものであります。

負債合計は、1,808,479千円となり、前連結会計年度末と比べ78,160千円増加しました。これは主に未払法人税等

が150,407千円減少したこと及び流動負債その他が62,898千円減少したものの、買掛金が298,622千円増加したこと

によるものであります。

純資産合計は、3,361,647千円となり、前連結会計年度末と比べ6,063千円増加しました。これは主に配当金の支

払いにより利益剰余金が115,780千円減少したものの、四半期純利益計上により利益剰余金が112,080千円増加した

こと並びに新株予約権が6,863千円増加したことによるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題についての重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は8,629千円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【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】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年８月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年10月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,157,600 23,157,600
東京証券取引所
（市場第一部）
福岡証券取引所

１単元の株式数は100株
であります。完全議決権
株式であり、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であ
ります。

計 23,157,600 23,157,600 ― ―
 

(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成26年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

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)

平成26年８月１日
(注)１

17,367,000 23,156,000 ― 1,004,085 ― 994,085

平成26年８月27日
(注)２

1,600 23,157,600 592 1,004,678 592 994,678

 

　（注）１．当社は、平成26年８月１日付で、普通株式１株につき普通株式４株の株式分割を行っております。

　　　　２．新株予約権の行使による増加であります。

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    平成26年８月31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 5,788,200 57,882 ―

単元未満株式 普通株式 800 ― ―

発行済株式総数  5,789,000 ― ―

総株主の議決権 ― 57,882 ―
 

(注)　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成26年５月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

なお、平成26年８月１日付で、普通株式１株につき普通株式４株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割

の影響は考慮しておりません。

 

② 【自己株式等】

  平成26年８月31日現在

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 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年６月１日から平成

26年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年６月１日から平成26年８月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年５月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,178,111 1,511,314

  受取手形及び売掛金 1,229,484 1,861,899

  たな卸資産 470,827 544,746

  その他 206,684 185,326

  貸倒引当金 △2,344 △2,572

  流動資産合計 4,082,763 4,100,713

 固定資産   

  有形固定資産 454,204 457,769

  無形固定資産 261,225 317,650

  投資その他の資産   

   その他 294,984 301,227

   貸倒引当金 △7,275 △7,234

   投資その他の資産合計 287,709 293,993

  固定資産合計 1,003,139 1,069,413

 資産合計 5,085,902 5,170,127

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 643,775 942,398

  1年内償還予定の社債 38,200 38,200

  1年内返済予定の長期借入金 45,456 45,456

  未払法人税等 210,820 60,413

  引当金 20,145 45,576

  その他 253,665 190,767

  流動負債合計 1,212,062 1,322,811

 固定負債   

  社債 296,300 277,200

  長期借入金 187,026 175,662

  退職給付に係る負債 3,972 4,381

  その他 30,957 28,423

  固定負債合計 518,256 485,667

 負債合計 1,730,318 1,808,479

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,004,085 1,004,678

  資本剰余金 994,085 994,678

  利益剰余金 1,324,845 1,321,145

  株主資本合計 3,323,016 3,320,501

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 10,525 12,240

  その他の包括利益累計額合計 10,525 12,240

 新株予約権 22,041 28,905

 純資産合計 3,355,584 3,361,647

負債純資産合計 5,085,902 5,170,127
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年８月31日)

売上高 674,674 1,195,091

売上原価 406,328 801,348

売上総利益 268,346 393,742

販売費及び一般管理費 133,042 208,299

営業利益 135,303 185,442

営業外収益   

 受取利息 59 1,058

 売電収入 - 606

 その他 164 550

 営業外収益合計 224 2,214

営業外費用   

 支払利息 2,798 2,428

 その他 43 1

 営業外費用合計 2,841 2,429

経常利益 132,686 185,227

税金等調整前四半期純利益 132,686 185,227

法人税、住民税及び事業税 35,401 61,171

法人税等調整額 16,371 11,975

法人税等合計 51,773 73,147

少数株主損益調整前四半期純利益 80,912 112,080

四半期純利益 80,912 112,080
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 80,912 112,080

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △122 1,714

 その他の包括利益合計 △122 1,714

四半期包括利益 80,790 113,794

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 80,790 113,794

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年８月31日)

減価償却費 44,386千円 43,026千円
 

 

(株主資本等関係)

　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年６月１日　至　平成25年８月31日）

　１　配当金支払額

該当事項はありません。

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年６月１日　至　平成26年８月31日）

　１　配当金支払額　

決議 株式の種類
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年８月26日
定時株主総会

普通株式 115,780 (注)20.00 平成26年５月31日 平成26円８月27日 利益剰余金

 

(注) １株当たり配当額20.00円は、記念配当であります。

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、報告セグメントがデジタル携帯通信網を利用した製品の開発・製造及び販売並びにこれらに付

随する通信・アプリケーションのサービス及び保守に関する業務等の「移動体通信事業」一つであるため、記載を

省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年８月31日)

（１）１株当たり四半期純利益金額 3円85銭 4円84銭

 　　(算定上の基礎)   

　　　四半期純利益金額(千円) 80,912 112,080

　　　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金額(千円) 80,912 112,080

　　　普通株式の期中平均株式数(株) 21,019,000 23,156,087

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 3円82銭 4円84銭

　　（算定上の基礎）   

　　　四半期純利益調整額(千円) ― ―

　　　普通株式増加数(株) 154,392 21,906

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

― ―

 

(注) 当社は、平成26年８月１日付で、普通株式１株につき普通株式４株の株式分割を行っております。当該株式分割

が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して、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

半期純利益金額を算定しております。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成26年10月10日
 

モバイルクリエイト株式会社

取締役会 御中
 

 

有限責任監査法人 トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   内　　藤　　真　　一　 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   野　　澤　　　 啓     ㊞

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているモバイルクリエ

イト株式会社の平成26年６月１日から平成27年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年６月１

日から平成26年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年６月１日から平成26年８月31日まで)に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、モバイルクリエイト株式会社及び連結子会社の平成26年８月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

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

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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