
 

 

平成26年 10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成26年９月12日 

 

上 場 会 社 名 株式会社モルフォ 上場取引所  東 

コ ー ド 番 号 3653 ＵＲＬ http://www.morphoinc.com 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 平賀 督基 

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役(管理部管掌) (氏名) 染谷 謙太朗 (TEL)03(3288)3288 

四半期報告書提出予定日 平成26年９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 ：無 

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10月期第３四半期の連結業績（平成25年11月１日～平成26年７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 10月期第３四半期 984 33.5 178 419.9 185 231.2 135 233.2 

25年 10月期第３四半期 737 19.5 34 － 55 － 40 － 

（注） 包括利益 26年10月期第３四半期 139百万円（163.9％）  25年10月期第３四半期 52百万円（－％） 

 

 
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 10月期第３四半期 85.96 83.08 
25年 10月期第３四半期 26.57 26.12 

 
（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 10月期第３四半期 1,748 1,454 83.2 
25年 10月期 1,561 1,288 82.5 

（参考）自己資本    26年10月期第３四半期  1,454百万円       25年10月期 1,288百万円 

 
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 10月期 － 0.00 － 0.00 0.00    
26年 10月期 － 0.00 －      

26年 10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26年10月期の連結業績予想（平成25年 11月１日～平成26年10月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 1,350 28.6 250 373.6 250 239.5 160 431.5 101.24 

（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 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

 新規  －社   除外  －社   

 
 

（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10月期3Ｑ 1,585,400 株 25年10月期 1,564,000 株 

②  期末自己株式数 26年10月期3Ｑ －株 25年10月期 －株 

③  期中平均株式数(四半期累計) 26年10月期3Ｑ 1,578,697 株 25年10月期3Ｑ 1,532,800 株 

 
※ 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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 
 

 
※ 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条件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Ｐ．３「1．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下
さい。 
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境としては、国内経済は、緩やかな回復基調が続

き、今後も回復していくことが期待されております。またグローバル経済ではアメリカでの景気回復や欧州での景

気持ち直し、中国での緩やかな景気拡大など、一部に弱さはみられるものの全体としては緩やかに景気が回復して

いる状況にあります。 

当社グループの主要な事業領域である携帯電話市場においては、スマートフォンの普及に伴い、海外メーカー各

社が国内市場・グローバル市場においてシェアを伸ばし、その中でも中国メーカー等が急激にシェアを拡大しつづ

けております。この様な状況の中、当社グループとしては、海外メーカー各社での追加案件の獲得、新規顧客の開

拓にむけた営業活動を継続してきております。また半導体メーカーとの協業の実現にむけ、積極的な営業活動を展

開してまいりました。 

ネットワークサービス分野では、当社グループ製品のサービス事業への展開を推進すべく、画像共有等のアプリ

ケーションを開発・展開し、収益の拡大およびネットワークサービスでの知見の獲得に努めてまいりました。また

先行的な研究開発投資も継続的に行っており、ネットワークサービスでの技術の開発・蓄積を引き続きおこなって

おります。 

また車載・監視カメラ等、各種業界での画像処理に対するニーズの高まりを捉え、ビジネスチャンスを拡大する

ため、試作や案件獲得に向けた営業活動を推進してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 千円（前年同四半期比33.5％

増）となりました。また海外子会社を含む海外事業展開での費用抑制や一部遅延、本社移転を含む各種費用抑制に

努めた結果、営業損益につきましては 千円の営業利益（前年同四半期比419.9％増）となりました。経常損

益につきましては、引き続き円安傾向が続いたことにより、主として保有する外貨預金及び外貨建債権の評価替に

よる為替差益 千円を計上したため、 千円の経常利益（前年同四半期比231.2％増）、四半期純損益に

つきましては 千円の四半期純利益（前年同四半期比233.2％増）となりました。 

なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

なお、売上区分別の売上高は、次のとおりです。 

売上区分別売上高の内訳 

（注）上記の金額には消費税等は含んでおりません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

984,654

178,491

7,522 185,489

135,697

  平成25年10月期 

第３四半期連結累計期間 

平成26年10月期 

第３四半期連結累計期間 

金額（千円） 
構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

ロイヤリティ収入（千円）  570,294  77.3  868,743  88.2

サポート収入（千円）  75,985  10.3  74,102  7.5

開発収入（千円）  91,453  12.4  41,808  4.3

合計（千円）  737,733  100.0  984,654  100.0
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（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 千円となり前連結会計年度末に比べ 千円増加

いたしました。これは主に現金及び預金が 千円、売掛金が 千円増加し、仕掛品が 千円減少した

ことによるものであります。固定資産は 千円となり、前連結会計年度末に比べ 千円減少いたしまし

た。これは主に有形固定資産が 千円増加し、無形固定資産が 千円、敷金及び保証金が 千円減少し

たことによるものであります。 

この結果、総資産は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ 千円増加いたしました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 千円となり前連結会計年度末に比べ 千円減少い

たしました。これは主に一年内返済予定の長期借入金が 千円、未払金が 千円増加し、買掛金が

千円、未払法人税等が 千円、前受金が 千円減少したことによるものであります。固定負債は

千円となり、前連結会計年度末に比べ 千円増加いたしました。これは主に長期借入金が 千円増加した

ことによるものであります。 

この結果、負債合計は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ 千円増加いたしました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は 千円となり前連結会計年度末に比べ 千円増加い

たしました。これは主に新株予約権の行使により資本金が 千円及び資本剰余金が 千円増加したこと、

四半期純利益の計上により利益剰余金が 千円増加したことによるものであります。 

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成26年８月18日の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしまし

た通期の連結業績予想から変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、当社グループ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

に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 

  

  

  

該当事項はありません。 

1,593,673 222,258

84,274 121,661 4,444

154,588 35,162

9,690 8,624 36,141

1,748,262 187,096

183,424 16,897

10,329 21,149 8,606

20,851 42,318 110,517

37,787 38,110

293,941 20,889

1,454,320 166,206

13,485 13,485

135,697

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,056,308 1,140,583 

売掛金 294,660 416,321 

仕掛品 5,663 1,219 

前払費用 11,768 10,603 

その他 3,012 24,945 

流動資産合計 1,371,414 1,593,673 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 38,400 44,764 

工具、器具及び備品（純額） 12,023 15,349 

有形固定資産合計 50,424 60,114 

無形固定資産   

ソフトウエア 35,857 30,768 

その他 5,294 1,759 

無形固定資産合計 41,152 32,527 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 97,956 61,814 

その他 218 132 

投資その他の資産合計 98,175 61,946 

固定資産合計 189,751 154,588 

資産合計 1,561,166 1,748,262 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,191 9,584 

1年内返済予定の長期借入金 38,475 48,804 

未払金 31,516 52,666 

未払法人税等 20,851 － 

未払費用 10,532 15,923 

前受金 73,161 30,842 

その他 7,595 25,603 

流動負債合計 200,322 183,424 

固定負債   

長期借入金 49,210 87,320 

繰延税金負債 4,091 3,519 

資産除去債務 19,427 19,677 

固定負債合計 72,729 110,517 

負債合計 273,052 293,941 

純資産の部   

株主資本   

資本金 839,625 853,110 

資本剰余金 788,295 801,780 

利益剰余金 △350,678 △214,980 

株主資本合計 1,277,241 1,439,909 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 10,871 14,410 

その他の包括利益累計額合計 10,871 14,410 

純資産合計 1,288,113 1,454,320 

負債純資産合計 1,561,166 1,748,262 
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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11月１日 
 至 平成25年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年７月31日) 

売上高 737,733 984,654 

売上原価 200,910 233,868 

売上総利益 536,822 750,785 

販売費及び一般管理費 502,489 572,294 

営業利益 34,332 178,491 

営業外収益   

受取利息 117 104 

為替差益 22,277 7,522 

その他 339 235 

営業外収益合計 22,734 7,862 

営業外費用   

支払利息 1,070 864 

その他 0 0 

営業外費用合計 1,070 864 

経常利益 55,997 185,489 

税金等調整前四半期純利益 55,997 185,489 

法人税、住民税及び事業税 15,919 50,363 

法人税等調整額 △643 △572 

法人税等合計 15,276 49,791 

少数株主損益調整前四半期純利益 40,720 135,697 

四半期純利益 40,720 135,697 
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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11月１日 

 至 平成25年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 40,720 135,697 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 12,031 3,539 

その他の包括利益合計 12,031 3,539 

四半期包括利益 52,752 139,236 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 52,752 139,236 

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。 

  

（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）
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