
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 

   

平成25年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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上 場 会 社 名 モバイルクリエイト株式会社 上場取引所 東・福

コ ー ド 番 号 3669 URL http://www.mcinc.jp

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村井 雄司
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 佐藤 一彦 (TEL)097-576-8181

四半期報告書提出予定日 平成25年４月12日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年５月期第３四半期の連結業績（平成24年６月１日～平成25年２月28日）

（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 ％

25年５月期第３四半期 1,909 ― 301 ― 281 ― 168 ―
24年５月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 包括利益 25年５月期第３四半期 173百万円( ―％) 24年５月期第３四半期 ―百万円( ―％)

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

25年５月期第３四半期 38.23 37.76
24年５月期第３四半期 ― ―

（注）１.当社は、当連結会計年度から四半期連結財務諸表を作成しておりますので、平成24年５月期第３四半期の記
載及び平成25年５月期第３四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。

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。１株当たり四半期
純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと
仮定して算定しております。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年５月期第３四半期 2,567 1,426 55.6
24年５月期 1,832 732 40.0

(参考) 自己資本 25年５月期第３四半期 1,426百万円 24年５月期 732百万円

２．配当の状況

年間配当金

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

24年５月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年５月期 ― 0.00 ―

25年５月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日）

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 2,814 55.2 508 46.2 492 48.2 286 56.6 62.18

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年５月期３Ｑ 5,226,000株 24年５月期 3,941,000株

② 期末自己株式数 25年５月期３Ｑ ―株 24年５月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期３Ｑ 4,400,256株 24年５月期３Ｑ ―株

（注）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。発行済株式数は、前連結
会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の

開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※ 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記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提条件に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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あたっ
ての注意事項等については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要を背景に緩やかな回復基調にあるも

のの、欧州での財政不安長期化や中国経済の成長鈍化等により、依然として先行き不透明な状況で推移

しました。一方、昨年末の政権交代後の景気回復策の期待感から、株価の上昇や円安基調への転換など

明るい兆しも見られるようになってまいりました。 

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「ボイスパケットトランシーバー」

については、当第３四半期連結累計期間において新型機種に続きハンディタイプを市場に投入し、代理

店網を活用した販売が順調に拡大してまいりました。また、電子決済システムについても、当第３四半

期連結会計期間に関西のタクシー車両及び関東のバス車両に対して導入しており、受注獲得に注力して

まいりました。 

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1,909,235千円、営業利益

は301,975千円、経常利益は281,637千円、四半期純利益は168,223千円となりました。 

  

なお、売上区分（移動体通信事業の単一セグメント）については、次のとおりであります。 

  

 
  

  

 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は2,567,604千円となり、前連結会計年度末と比べ735,224千

円増加しました。これは主に現金及び預金が146,736千円増加したこと、売上増加に伴い受取手形及び

売掛金が268,901千円増加したこと及びたな卸資産が236,897千円増加したことによるものであります。

負債合計は、1,141,075千円となり、前連結会計年度末と比べ41,238千円増加しました。これは主に

未払法人税等が82,755千円減少したものの、買掛金が149,770千円増加したことによるものでありま

す。 

純資産合計は、1,426,528千円となり、前連結会計年度末と比べ693,986千円増加しました。これは主

に新株予約権の行使及び有償一般募集（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

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

売上区分 売上高（千円）

アプライアンス 1,453,170

モバイルネットワーク 341,385

カスタマサービス 114,678

合計 1,909,235

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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り、資本金及び資本剰余金がそれぞれ260,034千円増加したこと並びに利益剰余金が168,223千円増加

したことによるものであります。 

  

平成24年12月19日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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当第３四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 215,450 362,187

受取手形及び売掛金 421,754 690,655

たな卸資産 476,025 712,923

その他 161,111 164,577

貸倒引当金 △3,992 △1,742

流動資産合計 1,270,349 1,928,601

固定資産

有形固定資産 297,425 343,679

無形固定資産 211,024 237,484

投資その他の資産

その他 53,693 57,958

貸倒引当金 △113 △118

投資その他の資産合計 53,580 57,839

固定資産合計 562,030 639,002

資産合計 1,832,379 2,567,604

負債の部

流動負債

買掛金 58,807 208,578

短期借入金 35,448 45,456

1年内償還予定の社債 138,200 138,200

未払法人税等 128,833 46,078

引当金 3,131 12,582

その他 107,256 102,156

流動負債合計 471,676 553,051

固定負債

社債 372,700 334,500

長期借入金 234,156 241,724

引当金 734 794

その他 20,570 11,005

固定負債合計 628,160 588,023

負債合計 1,099,837 1,141,075
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 113,525 373,559

資本剰余金 103,525 363,559

利益剰余金 517,228 685,452

株主資本合計 734,278 1,422,570

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,736 3,958

その他の包括利益累計額合計 △1,736 3,958

純資産合計 732,542 1,426,528

負債純資産合計 1,832,379 2,567,604
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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)

当第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)

売上高 1,909,235

売上原価 1,278,642

売上総利益 630,592

販売費及び一般管理費 328,616

営業利益 301,975

営業外収益

受取利息 71

受取配当金 294

貸倒引当金戻入額 2,215

その他 1,002

営業外収益合計 3,583

営業外費用

支払利息 9,842

株式公開費用 5,625

株式交付費 7,444

社債発行費 909

その他 99

営業外費用合計 23,921

経常利益 281,637

税金等調整前四半期純利益 281,637

法人税、住民税及び事業税 120,226

法人税等調整額 △6,812

法人税等合計 113,414

少数株主損益調整前四半期純利益 168,223

四半期純利益 168,223
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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)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 168,223

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,694

その他の包括利益合計 5,694

四半期包括利益 173,918

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 173,918

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。  

  

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。 

  

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

モバイルクリエイト株式会社（3669） 平成25年5月期 第3四半期決算短信

9


	短信サマリー（11期Ｑ3）
	HTMLOutput



