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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２四半期
連結累計期間

第12期
第２四半期
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24年11月30日

自  平成25年６月１日
至  平成25年11月30日

自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日

売上高 (千円) 1,293,950 2,042,356 2,828,474

経常利益 (千円) 201,526 434,519 514,782

四半期(当期)純利益 (千円) 122,844 265,349 314,123

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 124,762 268,375 320,720

純資産額 (千円) 1,082,604 1,861,738 1,573,631

総資産額 (千円) 2,551,418 3,247,061 2,768,530

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 30.38 50.41 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) ― 50.12 67.30

自己資本比率 (％) 42.4 57.2 56.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △20,252 306,219 215,991

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △125,099 △109,441 △230,150

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 330,984 △130,286 474,605

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 401,082 742,387 675,896
 

　

回次
第11期

第２四半期
連結会計期間

第12期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成24年９月１日
至  平成24年11月30日

自  平成25年９月１日
至  平成25年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 15.95 34.98
 

(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．第11期第２四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については、潜在株式（新株

予約権）は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できないため記載してお

りません。

４．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期の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額は、新規上場日から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。

５．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株当たり当

期純利益金額を算定しております。
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２ 【事業の内容】

当第２四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２四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２四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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外景気の下振れリスクなど不透明な部分はある

ものの、政府の金融緩和策や経済政策による景気回復への期待感から株式市場は上昇傾向、為替市場は

円安傾向で推移しました。企業収益は大企業を中心に改善し、個人消費も消費マインドは上昇基調にあ

り、景気は一定の回復の兆しを見せ始めました。

このような状況のなか、当社グループは移動体通信事業者として主にトラック運送事業を営む物流業

者とタクシー事業やバス事業を営む道路旅客運送業者に対して、ビジネスニーズに合わせた移動体通信

網や移動体管理システムを提供してまいりました。

主力製品である業務用IP無線システムについては、株式会社NTTドコモの「法人向けパケット対応ト

ランシーバサービス」の対応機種として当社製品の納入に向けた端末機開発等に注力した結果、当第２

四半期連結累計期間に納入を開始することができました。また、当社グループにとって請負金額が約26

億円と大型受注案件である沖縄本島IC乗車券システムの開発についても当第２四半期連結累計期間より

進行基準による売上高を計上しております。

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２四半期連結累計期間における売上高は2,042,356千円（前年同期

比57.8％増加）、営業利益は439,224千円（同109.2％増加）、経常利益は434,519千円（同115.6％増

加）、四半期純利益は265,349千円（同116.0％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２四半期
連結累計期間
売上高（千円）

前年同期比（％）

アプライアンス 1,580,415 ＋57.7

モバイルネットワーク 350,487 ＋63.2

カスタマサービス 111,453 ＋44.5

合計 2,042,356 ＋57.8
 

　
（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は3,247,061千円となり、前連結会計年度末と比べ478,531千

円増加しました。これは主にたな卸資産が148,384千円減少したものの、現金及び預金が66,490千円増

加したこと及び売上増加に伴い受取手形及び売掛金が487,010千円増加したことによるものでありま

す。

負債合計は、1,385,323千円となり、前連結会計年度末と比べ190,423千円増加しました。これは主に

1年内償還予定の社債が100,000千円減少したものの、買掛金が260,029千円増加したこと及び未払法人

税等が25,039千円増加したことによるものであります。

純資産合計は、1,861,738千円となり、前連結会計年度末と比べ288,107千円増加しました。これは主

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7,050千円増加したこ

と並びに利益剰余金が265,349千円増加したことによるものであります。

　
（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ66,490千円増

加し、742,387千円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比326,471千円増加し、306,219千円のプラスとなり

ました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益434,519千円、減価償却費87,121千円、たな卸資

産の減少148,384千円、仕入債務の増加260,029千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加487,010

千円、法人税等の支払額149,860千円であります。

　
（投資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・フローは、前年同期比15,657千円増加したものの、109,441千円のマイ

ナスとなりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出32,530千円、無形固定資産の取得

による支出46,308千円、投資有価証券の取得による支出29,793千円であります。

　
（財務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・フローは、前年同期比461,271千円減少し、130,286千円のマイナスとな

りました。主な減少要因は、社債の償還による支出119,100千円、長期借入金の返済による支出20,606

千円であります。
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（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

　
（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は570千円であります。

なお、当第２四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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年１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 5,274,000 5,674,000

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 5,274,000 5,674,000 ― ―
 

（注）１．平成25年12月26日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズから同取引所市場第一部へ、また、福岡

証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄから同取引所本則市場へ市場変更されております。

２．平成25年12月25日を払込期日とする公募による新株式発行により、発行済株式総数が400,000株増加してお

ります。

３．「提出日現在発行数」欄には、平成26年1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。
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(2) 【新株予約権等の状況】

       当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

①平成25年８月29日開催の第11回定時株主総会において決議されたもの

平成25年９月11日開催の取締役会において決議されたもの（2013年度株式報酬型）

決議年月日 平成25年８月29日

新株予約権の数(個) 55(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)

―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,500(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使
により交付を受けることができる株式１株当たりの金額を１円とし、こ
れに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 平成25年10月１日～平成55年９月30日

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(円)

発行価格　　１株当たり2,960
資本組入額　１株当たり1,480

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要す
るものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)３
 

(注) １．新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は１個当たり100株とする。

新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が普通株式につき、株式分割（当社普通株

式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、新株予約権のう

ち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算によ

り調整する。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役

会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

２．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休

日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるもの

とする。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。

３．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の発生日（吸

収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき

吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を

生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残

存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。)

の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。
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(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「(注)１．」に準じて決定する

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記

(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の

効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までと

する。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下に準じて決定する。

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場

合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

(8)新株予約権の行使の条件

上記「(注)２．」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得条項

以下に準じて決定する。

①新株予約権者が権利行使をする前に、上記「(注)２．」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新

株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を

無償で取得することができる。

②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は当社の取締役会で承認された場合）は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無

償で取得することができる。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社

の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得

することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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②平成25年９月11日開催の取締役会において決議されたもの（第３回新株予約権）

決議年月日 平成25年９月11日

新株予約権の数(個) 255(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)

―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 25,500(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使
により交付を受けることができる株式１株当たりの金額を2,960円と
し、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 平成27年10月１日～平成30年９月30日

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(円)

発行価格　　１株当たり4,167
資本組入額　１株当たり2,084

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要す
るものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)３
 

(注) １．新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は１個当たり100株とする。

新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が普通株式につき、株式分割（当社普通株

式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、新株予約権のう

ち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算によ

り調整する。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役

会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

２．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社の取締役、監査役、又は従業員のいずれかの地位にあ

ることを要する。ただし、任期満了による退任又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限

りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

３．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の発生日（吸

収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき

吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を

生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残

存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。)

の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「（注）１．」に準じて決定する。
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(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、以下に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金

額とする。

行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値

がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）とする。

なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

①当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後

＝
調整前

×
１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率
 

　
②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は（新株

予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を

除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
    既発行

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後
＝

調整前
×

株式数 １株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
 

　
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「１株当たり払込

金額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする

場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の

効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までと

する。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  以下に準じて決定する。

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場

合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

(8)新株予約権の行使の条件

上記「(注)２．」に準じて決定する。
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(9)新株予約権の取得条項

以下に準じて決定する。

①新株予約権者が権利行使をする前に、上記「(注)２．」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新

株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を

無償で取得することができる。

②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は当社の取締役会で承認された場合）は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無

償で取得することができる。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社

の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得

することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

　
(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９月１日～平
成25年11月30日

3,000 5,274,000 450 380,759 450 370,759
 

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．平成25年12月25日を払込期日とする公募による新株式発行により、発行済株式総数が400,000株増

加　　　　　　　　　し、5,674,000株となり、資本金が492,536千円及び資本準備金が492,536千円増加し

ております。

　

(6) 【大株主の状況】

  平成25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(％)

村井  雄司 大分県大分市 2,300,000 43.61

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 654,300 12.40

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番１１号 285,700 5.41

モバイルクリエイト従業員持株
会

大分県大分市賀来北２丁目２０番８号 223,169 4.23

株式会社大分銀行 大分県大分市府内町３丁目４番１号 150,000 2.84

野村信託銀行株式会社（投信
口）

東京都千代田区大手町２丁目２番２号 134,100 2.54

ビーエヌワイエム　エスエーエ
ヌブイ　ビーエヌワイエム　ク
ライアント　アカウント　エム
ピーシーエス　ジャパン
（常任代理人　株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行）

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号
　決済事業部）

112,200 2.12

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 100,000 1.89

株式会社インターネットイニシ
アティブ

東京都千代田区神田神保町１丁目１０５番地 100,000 1.89

第一交通産業株式会社 福岡県北九州市小倉北区馬借２丁目６番８号 100,000 1.89

計 ― 4,159,469 78.87
 

(注) １. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

２．平成26年１月６日に提出いたしました臨時報告書に記載のとおり、平成25年12月30日付で当社の主要株主に

異動があり、フューチャーイノベーション株式会社が主要株主となりました。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成25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　　　　　

5,273,200
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 ―
 

　

② 【自己株式等】

  平成25年11月30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２四半期連結会計期間(平成25年９月１

日から平成25年11月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年６月１日から平成25年11月30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。

　

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

15/27



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２四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 675,896 742,387

受取手形及び売掛金 588,062 1,075,073

たな卸資産
※1 635,262 ※1 486,878

その他 171,615 206,774

貸倒引当金 △1,263 △1,401

流動資産合計 2,069,574 2,509,712

固定資産

有形固定資産 386,287 407,203

無形固定資産 246,468 231,321

投資その他の資産

その他 73,611 106,151

貸倒引当金 △7,410 △7,326

投資その他の資産合計 66,200 98,824

固定資産合計 698,956 737,349

資産合計 2,768,530 3,247,061

負債の部

流動負債

買掛金 104,580 364,610

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 153,911 178,951

引当金 6,331 11,345

その他 149,087 182,370

流動負債合計 597,567 820,933

固定負債

社債 334,500 315,400

長期借入金 230,360 209,754

引当金 650 1,601

その他 31,822 37,634

固定負債合計 597,332 564,390

負債合計 1,194,899 1,385,323

純資産の部

株主資本

資本金 373,709 380,759

資本剰余金 363,709 370,759

利益剰余金 831,351 1,096,701

株主資本合計 1,568,769 1,848,219

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 7,887

その他の包括利益累計額合計 4,861 7,887

新株予約権 － 5,631

純資産合計 1,573,631 1,861,738

負債純資産合計 2,768,530 3,247,061
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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２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年11月30日)

売上高 1,293,950 2,042,356

売上原価 885,493 1,303,150

売上総利益 408,457 739,206

販売費及び一般管理費
※1 198,529 ※1 299,982

営業利益 209,927 439,224

営業外収益

受取利息 30 59

受取配当金 294 468

貸倒引当金戻入額 2,207 －

補助金収入 231 500

その他 489 332

営業外収益合計 3,253 1,359

営業外費用

支払利息 6,678 6,009

社債発行費 909 －

株式公開費用 2,790 －

株式交付費 1,276 54

営業外費用合計 11,654 6,064

経常利益 201,526 434,519

税金等調整前四半期純利益 201,526 434,519

法人税、住民税及び事業税 94,582 175,006

法人税等調整額 △15,900 △5,836

法人税等合計 78,682 169,169

少数株主損益調整前四半期純利益 122,844 265,349

四半期純利益 122,844 265,349
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 122,844 265,349

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,917 3,025

その他の包括利益合計 1,917 3,025

四半期包括利益 124,762 268,375

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 124,762 268,375

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年11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 201,526 434,519

減価償却費 53,708 87,121

株式報酬費用 － 5,631

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,236 53

引当金の増減額（△は減少） 21,031 5,965

受取利息及び受取配当金 △324 △527

支払利息 6,678 6,009

社債発行費 909 －

株式交付費 1,276 54

売上債権の増減額（△は増加） △261,323 △487,010

たな卸資産の増減額（△は増加） △177,995 148,384

仕入債務の増減額（△は減少） 279,363 260,029

その他 △8,262 △146

小計 114,351 460,085

利息及び配当金の受取額 361 472

利息の支払額 △8,493 △4,478

法人税等の支払額 △126,472 △149,860

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,252 306,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △55,160 △32,530

無形固定資産の取得による支出 △69,657 △46,308

投資有価証券の取得による支出 － △29,793

その他 △282 △809

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,099 △109,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 －

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △21,060 △20,606

社債の発行による収入 99,090 －

社債の償還による支出 △119,100 △119,100

株式の発行による収入 224,023 14,045

その他 △1,969 △4,626

財務活動によるキャッシュ・フロー 330,984 △130,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 185,632 66,490

現金及び現金同等物の期首残高 215,450 675,896

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 401,082 ※1 742,387
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  たな卸資産の内訳

 
前連結会計年度

(平成25年５月31日)

当第２四半期連結会計期間

(平成25年11月30日)

製品 173,449千円 59,709千円

仕掛品 117,231千円 106,097千円

原材料 344,581千円 321,071千円
 

　
　

(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間

（自  平成24年６月１日

至  平成24年11月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自  平成25年６月１日

至  平成25年11月30日）

役員報酬 37,710千円 46,860千円

給与手当 39,628千円 77,381千円

   
 

　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※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との関係

は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間

（自  平成24年６月１日

至  平成24年11月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自  平成25年６月１日

至  平成25年11月30日）

現金及び預金 401,082千円 742,387千円

現金及び現金同等物 401,082千円 742,387千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成24年11月30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２四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２四半期連結会計

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、新株予約権の行使に伴う新株式の発行により、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２四半期連結会計期間末において資本金が226,175千円、資本準

備金が216,175千円となっております。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年６月１日  至  平成25年11月30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２四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２四半期連結会計

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

       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２四半期連結累計期間

（自  平成24年６月１日

至  平成24年11月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自  平成25年６月１日

至  平成25年11月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 30円38銭 50円41銭

　　（算定上の基礎）   

　　　四半期純利益金額(千円) 122,844 265,349

　　　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) 122,844 265,349

　　　普通株式の期中平均株式数(株) 4,043,760 5,263,432

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 50円12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) ― 30,985

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．前第２四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については、潜在株式（新株予約

権）は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できないため記載しておりま

せん。

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を算定しております。
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(重要な後発事象)

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年６月１日  至  平成25年11月30日)

　

(新株式の発行)

当社は、平成25年12月２日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議いたしました。

なお、公募による新株式発行については平成25年12月25日に払込が完了しております。

　

(１)公募による新株式発行

募集方法　　　　　　　　　　　　　　　：一般募集

発行する株式の種類及び数　　　　　　　：普通株式400,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　：1株につき2,462.68円

発行価額の総額　　　　　　　　　　　　：985,072,000円

資本組入額の総額　　　　　　　　　　　：492,536,000円

払込期日　　　　　　　　　　　　　　　：平成25年12月25日

　

(２)オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式発行

募集方法　　　　　　　　　　　　　　　：第三者割当

発行する株式の種類及び数　　　　　　　：普通株式105,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　：1株につき2,462.68円

発行価額の総額　　　　　　　　　　　　：258,581,400円

資本組入額の総額　　　　　　　　　　　：129,290,700円

払込期日　　　　　　　　　　　　　　　：平成26年１月15日

割当先　　　　　　　　　　　　　　　　：野村證券株式会社

(注)本第三者割当による新株式発行は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券

株式会社が当社株主から借入れた株式の返却に必要な株式を取得させるために行われます。

　

(３)資金の使途

大型受注案件である沖縄本島IC乗車券システムにおける機器仕入及び開発に伴う運転資金並びに販売

が拡大する当社の主力製品である業務用IP無線システム「ボイスパケットトランシーバー」の在庫仕入

に伴う運転資金に充当する予定であります。
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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。

　

　

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

25/27



平成26年１月10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２四半期連結

会計期間(平成25年９月１日から平成25年11月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年６月１日か

ら平成25年11月30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、四半期連結キャッシュ・フロー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。
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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25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第２四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況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。

　

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成25年12月２日開催の取締役会において公募及び第

三者割当による新株式発行を決議し、公募による新株式発行については平成25年12月25日に払込が完了して

いる。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

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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