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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11期

第３四半期
連結累計期間

第12期
第３四半期
連結累計期間

第11期

会計期間
自 平成24年６月１日
至 平成25年２月28日

自 平成25年６月１日
至 平成26年２月28日

自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日

売上高 (千円) 1,909,235 2,979,363 2,828,474

経常利益 (千円) 281,637 538,817 514,782

四半期(当期)純利益 (千円) 168,223 326,211 314,123

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 173,918 330,322 320,720

純資産額 (千円) 1,426,528 3,178,512 1,573,631

総資産額 (千円) 2,567,604 4,570,133 2,768,530

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 38.23 60.61 68.16

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 37.76 60.29 67.30

自己資本比率 (％) 55.6 69.2 56.8
 

 

回次
第11期

第３四半期
連結会計期間

第12期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年12月１日
至 平成25年２月28日

自 平成25年12月１日
至 平成26年２月28日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 8.85 10.82
 

(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24年12月19日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、第11期第３四半期連結累計

期間及び第11期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、新規上場日から前第３四半期連結

会計期間末又は前連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

４．当社は、平成24年10月１日付で、普通株式１株につき普通株式200株の株式分割を行っております。また、

平成25年３月11日付で、普通株式１株につき普通株式５株の株式分割を行っております。当該株式分割が第

11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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や為替の円安基調を背景とし

て、大企業を中心に企業収益は改善し、雇用・所得環境にも改善が見られるなど、景気は緩やかな回復

が続いております。

このような状況のなか、当社グループは主力製品である「ボイスパケットトランシーバー」を中心と

した移動体通信網や移動体管理システムの拡販に努めるとともに、沖縄本島IC乗車券システムの開発に

注力してまいりました。

当第３四半期連結累計期間は、東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場への市場変更

並びに新株式発行及び株式売出しに係る関連費用を計上したものの、前年同期比にて増収増益を達成す

ることができました。

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３四半期連結累計期間における売上高は2,979,363千円（前年同期

比56.1％増加）、営業利益は558,116千円（同84.8％増加）、経常利益は538,817千円（同91.3％増

加）、四半期純利益は326,211千円（同93.9％増加）となりました。
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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３四半期
連結累計期間
売上高(千円)

前年同期比(％)

アプライアンス 2,249,594 ＋54.8

モバイルネットワーク 548,447 ＋60.7

カスタマサービス 181,321 ＋58.1

合計 2,979,363 ＋56.1
 

 

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は4,570,133千円となり、前連結会計年度末と比べ1,801,602

千円増加しました。これは主にたな卸資産が156,551千円減少したものの、現金及び預金が1,030,968千

円増加したこと及び売上増加に伴い受取手形及び売掛金が831,644千円増加したことによるものであり

ます。

負債合計は、1,391,620千円となり、前連結会計年度末と比べ196,721千円増加しました。これは主に

社債（１年内償還予定の社債を含む。）が138,200千円減少したものの、買掛金が364,507千円増加した

ことによるものであります。

純資産合計は、3,178,512千円となり、前連結会計年度末と比べ1,604,881千円増加しました。これは

主に有償一般募集及び有償第三者割当増資並びに新株予約権の行使による新株式発行により、資本金及

び資本剰余金がそれぞれ630,376千円増加したこと並びに利益剰余金が326,211千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３四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３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は5,189千円であります。

なお、当第３四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 10,000,000

計 10,000,000
 

 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年２月28日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年４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 5,789,000 5,789,000
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 5,789,000 5,789,000 ― ―
 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成26年４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。
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(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25年12月25日
（注）１

400,000 5,674,000 492,536 873,295 492,536 863,295

平成26年１月15日
（注）２

105,000 5,779,000 129,290 1,002,585 129,290 992,585

平成25年12月１日～
平成26年２月28日
（注）３

10,000 5,789,000 1,500 1,004,085 1,500 994,085

 

(注) １．有償一般募集

発行価額　　2,462.68円

資本組入額　1,231.34円

２．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資）

発行価額　　2,462.68円

資本組入額　1,231.34円

割当先　　　野村證券株式会社

３．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３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年２月28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 5,273,200 52,732 ―

単元未満株式 普通株式　 　　800 ― ―

発行済株式総数 5,274,000 ― ―

総株主の議決権 ― 52,732 ―
 

(注) 当第３四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25年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

  平成26年２月28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 ― ― ― ― ―
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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３四半期連結会計期間(平成25年12月１

日から平成26年２月28日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年６月１日から平成26年２月28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25年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 675,896 1,706,865

受取手形及び売掛金 588,062 1,419,706

たな卸資産 635,262 478,711

その他 171,615 200,278

貸倒引当金 △1,263 △1,513

流動資産合計 2,069,574 3,804,047

固定資産

有形固定資産 386,287 418,539

無形固定資産 246,468 243,641

投資その他の資産

その他 73,611 111,135

貸倒引当金 △7,410 △7,232

投資その他の資産合計 66,200 103,903

固定資産合計 698,956 766,085

資産合計 2,768,530 4,570,133

負債の部

流動負債

買掛金 104,580 469,087

1年内償還予定の社債 138,200 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 153,911 116,632

引当金 6,331 37,032

その他 149,087 156,710

流動負債合計 597,567 863,119

固定負債

社債 334,500 296,300

長期借入金 230,360 196,268

引当金 650 1,629

その他 31,822 34,303

固定負債合計 597,332 528,501

負債合計 1,194,899 1,391,620

純資産の部

株主資本

資本金 373,709 1,004,085

資本剰余金 363,709 994,085

利益剰余金 831,351 1,157,562

株主資本合計 1,568,769 3,155,734

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,861 8,972

その他の包括利益累計額合計 4,861 8,972

新株予約権 － 13,806

純資産合計 1,573,631 3,178,512

負債純資産合計 2,768,530 4,570,133
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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３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成25年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成26年２月28日)

売上高 1,909,235 2,979,363

売上原価 1,278,642 1,925,383

売上総利益 630,592 1,053,980

販売費及び一般管理費 328,616 495,863

営業利益 301,975 558,116

営業外収益

受取利息 71 170

受取配当金 294 468

受取手数料 300 738

貸倒引当金戻入額 2,215 －

補助金収入 231 723

その他 470 228

営業外収益合計 3,583 2,328

営業外費用

支払利息 9,842 8,582

社債発行費 909 －

株式公開費用 5,625 －

株式交付費 7,444 12,965

その他 99 80

営業外費用合計 23,921 21,627

経常利益 281,637 538,817

税金等調整前四半期純利益 281,637 538,817

法人税、住民税及び事業税 120,226 218,283

法人税等調整額 △6,812 △5,677

法人税等合計 113,414 212,605

少数株主損益調整前四半期純利益 168,223 326,211

四半期純利益 168,223 326,211
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成25年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成26年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 168,223 326,211

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,694 4,110

その他の包括利益合計 5,694 4,110

四半期包括利益 173,918 330,322

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 173,918 330,322

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３四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３四半

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３四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成25年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年６月１日

　　至　平成26年２月28日）

減価償却費  　　　　86,511千円 　　　　　125,863千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年６月１日 至 平成25年２月28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３四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３四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。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成24年12月18日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株式

発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ147,384千円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間に

おける新株予約権の行使に伴う新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ112,650千円増加しておりま

す。

この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が373,559千円、資本準備金が363,559千円となっており

ます。

　

 
当第３四半期連結累計期間(自 平成25年６月１日 至 平成26年２月28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３四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３四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。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成25年12月25日を払込期日とする有償一般募集による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそ

れぞれ492,536千円増加し、平成26年１月15日を払込期日とする有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売

出しに関する第三者割当増資）による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ129,290千円増加してお

ります。また、当第３四半期連結累計期間における新株予約権の行使に伴う新株式発行により、資本金及び資本準

備金がそれぞれ8,550千円増加しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,004,085千円、資本準備金が994,085千円となってお

ります。

EDINET提出書類

モバイルクリエイト株式会社(E27064)

四半期報告書

13/16



(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３四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成25年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成26年２月28日)

（１）１株当たり四半期純利益金額 38円23銭 60円61銭

 　　(算定上の基礎)   

　　　四半期純利益金額(千円) 168,223 326,211

　　　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) 168,223 326,211

　　　普通株式の期中平均株式数(株) 4,400,256 5,382,553

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 37円76銭 60円29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) 54,614 27,769

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) １．当社は、平成24年12月19日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、前第３四半期連結累計期間

の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、新規上場日から前第３四半期連結会計期間末までの平均

株価を期中平均株価とみなして算定しております。

２．当社は、平成24年10月１日付で、普通株式１株につき普通株式200株の株式分割を行っております。また、

平成25年３月11日付で、普通株式１株につき普通株式５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。

　

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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平成26年４月11日

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　 　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

 
 

モバイルクリエイト株式会社

取締役会 御中
 

 

 

 

 

 
 

 
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25年６月１日から平成26年５月31日までの連結会計年度の第３四半期連結
会計期間(平成25年12月１日から平成26年２月28日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年６月１日か
ら平成26年２月28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２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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