
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

   

   

 

 

   

 

   

  

 

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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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10月11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26年５月期第１四半期の連結業績（平成25年６月１日～平成25年８月31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 ％

26年５月期第１四半期 674 2.0 135 44.5 132 42.5 80 42.7
25年５月期第１四半期 661 ― 93 ― 93 ― 56 ―

(注) 包括利益 26年５月期第１四半期 80百万円( 42.0％) 25年５月期第１四半期 56百万円( ―％)

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

26年５月期第１四半期 15.40 15.29
25年５月期第１四半期 14.38 ―

（注）１.当社は、前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25年５月期第１四半期の対前
年同四半期増減率の記載をしておりません。

２.平成25年５月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。

３.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
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。

（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 ％

26年５月期第１四半期 2,777 1,667 60.0
25年５月期 2,768 1,573 56.8

(参考) 自己資本 26年５月期第１四半期 1,667百万円 25年５月期 1,573百万円

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

25年５月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年５月期 ―

26年５月期(予想) 0.00 ― 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26年５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26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

第２四半期(累計) 2,022 56.3 366 74.7 359 78.2 215 75.3 40.92
通期 4,207 48.8 735 35.8 705 37.1 423 34.7 80.34

(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) 26年５月期１Ｑ 5,271,000株 25年５月期 5,227,000株

② 期末自己株式数 26年５月期１Ｑ ―株 25年５月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年５月期１Ｑ 5,254,750株 25年５月期１Ｑ 3,941,000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、金融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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、現政権下における金融緩和をはじめとする経済対

策等の期待感から、個人消費の持ち直しや雇用情勢に改善の動きがみられ、景気は緩やかに回復しつつ

あるものの、海外における経済不安や景気の減速、わが国における消費税増税等に対する不安感から、

依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

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、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが本年９月よ

りサービスを開始した「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てまいりました。 

また、沖縄本島のバス事業者４社及びモノレール事業者１社向け「沖縄本島IC乗車券システム」の開

発業者として各事業者と要件定義の詳細協議を継続してまいりました。 

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１四半期連結累計期間における売上高は674,674千円（前年同期比

2.0％増加）、営業利益は135,303千円（同44.5％増加）、経常利益は132,686千円（同42.5％増加）、

四半期純利益は80,912千円（同42.7％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。 

  

 
  

 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は2,777,758千円となり、前連結会計年度末と比べ9,227千円

増加しました。これは主に受取手形及び売掛金が95,500千円減少したものの、たな卸資産が87,783千円

増加したこと及び投資その他の資産のその他が22,348千円増加したことによるものであります。 

負債合計は、1,110,136千円となり、前連結会計年度末と比べ84,762千円減少しました。これは主に

買掛金が166,148千円増加したものの、１年内償還予定の社債が100,000千円減少したこと及び未払法人

税等が117,199千円減少したことによるものであります。 

純資産合計は、1,667,621千円となり、前連結会計年度末と比べ93,990千円増加しました。これは主

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

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 451,408 △13.8

モバイルネットワーク 170,181 ＋74.7

カスタマサービス 53,084 ＋31.6

合計 674,674 ＋2.0

（２）財政状態に関する説明
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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6,600千円増加した

こと並びに利益剰余金が80,912千円増加したことによるものであります。 

  

平成25年７月12日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

モバイルクリエイト株式会社（3669）　平成26年5月期　第1四半期決算短信

3



  

当第１四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25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 675,896 674,126

受取手形及び売掛金 588,062 492,561

たな卸資産 635,262 723,046

その他 171,615 171,247

貸倒引当金 △1,263 △1,261

流動資産合計 2,069,574 2,059,721

固定資産

有形固定資産 386,287 394,929

無形固定資産 246,468 234,822

投資その他の資産

その他 73,611 95,959

貸倒引当金 △7,410 △7,674

投資その他の資産合計 66,200 88,285

固定資産合計 698,956 718,036

資産合計 2,768,530 2,777,758

負債の部

流動負債

買掛金 104,580 270,728

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 36,712

引当金 6,331 22,280

その他 149,087 130,177

流動負債合計 597,567 543,555

固定負債

社債 334,500 315,400

長期借入金 230,360 221,118

引当金 650 834

その他 31,822 29,229

固定負債合計 597,332 566,581

負債合計 1,194,899 1,110,136
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 373,709 380,309

資本剰余金 363,709 370,309

利益剰余金 831,351 912,264

株主資本合計 1,568,769 1,662,882

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 4,739

その他の包括利益累計額合計 4,861 4,739

純資産合計 1,573,631 1,667,621

負債純資産合計 2,768,530 2,777,758
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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24年６月１日
 至 平成24年８月31日)

当第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)

売上高 661,730 674,674

売上原価 477,762 406,328

売上総利益 183,967 268,346

販売費及び一般管理費 90,329 133,042

営業利益 93,638 135,303

営業外収益

受取利息 30 59

受取手数料 57 113

貸倒引当金戻入額 2,332 －

その他 175 50

営業外収益合計 2,596 224

営業外費用

支払利息 3,150 2,798

株式交付費 － 43

営業外費用合計 3,150 2,841

経常利益 93,084 132,686

税金等調整前四半期純利益 93,084 132,686

法人税、住民税及び事業税 44,095 35,401

法人税等調整額 △7,699 16,371

法人税等合計 36,395 51,773

少数株主損益調整前四半期純利益 56,689 80,912

四半期純利益 56,689 80,912
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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24年６月１日
 至 平成24年８月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 56,689 80,912

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 209 △122

その他の包括利益合計 209 △122

四半期包括利益 56,898 80,790

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 56,898 80,790

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。  

  

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。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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