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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26年１月１日
至平成26年６月30日

自平成27年１月１日
至平成27年６月30日

自平成26年１月１日
至平成26年12月31日

売上高 （千円） 2,032,546 1,768,835 3,818,587

経常利益又は経常損失（△） （千円） 213,507 △152,182 316,012

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△）
（千円） 158,672 △127,408 154,641

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 156,553 △96,651 140,094

純資産額 （千円） 2,240,041 2,462,075 2,233,406

総資産額 （千円） 3,640,145 4,018,682 4,216,843

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） 11.41 △8.82 11.02

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 11.20 － 10.87

自己資本比率 （％） 61.32 60.75 52.60

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 705,685 △62,883 926,545

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △183,168 △235,879 △474,506

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 117,916 27,234 721,700

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,408,065 1,684,387 1,956,415

 

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26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） 10.44 △4.93

（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12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、潜在株式は存在するものの、１株当たり

四半期純損失であるため記載しておりません。

 

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（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。
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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、前連結会計年度の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】

　該当事項はありません。

 

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

　ここ数年のスマートフォンの急速な普及により、人々が日常的にインターネットに接触する機会が増加し、SNS

（ソーシャルネットワーキングサービス）の利用者も増加を続けております。このようにインターネットは生活イ

ンフラに近づきつつあり、伴ってモバイルインターネット市場も急拡大しております。

　このような事業環境の下、当社は、第１四半期連結会計期間に引き続き、自社運営モバイルゲームプラット

フォーム「ｍｏｂｃａｓｔ」の機能強化と、モバイルソーシャルゲームの開発及び運営に取り組みました。

　当第２四半期連結会計期間におきましては、本年３月に配信を開始した自社開発ゲームコンテンツ「１８ キミ

ト ツナガル パズル」の売上拡大に向けた運営強化と、それに伴う体制強化を行うと共に、外部ディベロッパー製

ゲームコンテンツとしては、株式会社ｅｎｉｓｈ「ボクらのポケットダンジョン２」等のタイトルの配信を開始い

たしました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高は1,768,835千円（前年同四半期比

13.0％減少）、営業損失は158,352千円（前年同四半期は営業利益212,107千円）、経常損失は152,182千円（前年

同四半期は経常利益213,507千円）、四半期純損失は127,408千円（前年同四半期は四半期純利益158,672千円）と

なりました。

 

（２）財政状態の分析

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より198,161千円減少し、4,018,682千円となりまし

た。主な内訳は「現金及び預金」が272,027千円減少し、「売掛金」が17,630千円増加したことによるものであり

ます。

 

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末より426,829千円減少し、1,556,607千円となりまし

た。主な内訳は「長期借入金」が316,728千円及び「社債」が50,100千円減少したことによるものであります。

 

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末より228,668千円増加し、2,462,075千円となりまし

た。主な内訳は「資本金」が159,992千円及び「資本剰余金」が159,992千円増加し、「利益剰余金」が127,408千

円減少したことによるものであります。
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（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ272,027千円減少し、1,684,387千円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間末において営業活動により支出した資金は、62,883千円（前年同四半期は705,685千

円の収入）となりました。これは主に、減価償却費154,434千円による資金の増加、税金等調整前四半期純損失

144,617千円及び未払又は未収消費税等75,271千円により資金が減少したことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間末において投資活動により支出した資金は、235,879千円（前年同四半期は183,168千

円の支出）となりました。これは主に、ゲームコンテンツソフトウエアの開発に伴う無形固定資産の取得による支

出224,091千円により資金が減少したことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において財務活動により得られた資金は、27,234千円（前年同四半期は117,916千円

の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済252,328千円により資金が減少し、株式の発行316,042千円

により資金が増加したことによるものであります。

 

（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、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 45,500,000

計 45,500,000

 

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27年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成27年８月７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 14,561,808 14,561,808
東京証券取引所

（マザーズ）

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、単元株式数は、

100株であります。

計 14,561,808 14,561,808 － －

（注）提出日現在発行数には、平成27年８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。

 

（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27年４月１日～平成

27年６月30日（注）１
5,000 14,561,808 1,000 978,475 1,000 812,025

（注）１．新株予約権の行使によるものであります。
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（６）【大株主の状況】

  平成27年６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

（％）

藪　考樹 東京都港区 5,488,000 37.68

株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 469,900 3.22

株式会社ビットアイル 東京都品川区東品川二丁目２番28号 450,000 3.09

ハクバ写真産業株式会社 東京都千代田区九段北一丁目12番13号 400,000 2.74

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 331,500 2.27

海老根　智仁 神奈川県逗子市 286,000 1.96

山本　大輔 福井県福井市 212,500 1.45

株式会社アサツーディ・ケイ 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 100,000 0.68

株式会社博報堂 東京都港区赤坂五丁目３番１号 100,000 0.68

氷鉋　健一郎 東京都新宿区 93,500 0.64

計 ― 7,931,400 54.47

（注）当第２四半期連結会計期間において、あすかアセットマネジメント株式会社から平成27年４月22日付で大量保有報告書（変更報告書）の

提出があり、27年４月22日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期連結会計期間末時点

における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。なお、当該

報告書の内容は以下のとおりであります。

　　大量保有者　　　　　　あすかアセットマネジメント株式会社

　　住所　　　　　　　　　東京都千代田区内幸町１－３－３

　　保有株券等の数　　　　株式　560,900株

　　株券等保有割合　　　　3.86％
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年６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）
（自己保有株式）

普通株式　　　 1,300
13 －

完全議決権株式（その他） 普通株式　14,558,400 145,584

一単元の株式数は、

100株であります。

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら制

限のない当社における

標準となる株式であり

ます。

単元未満株式 2,108 － －

発行済株式総数 14,561,808 － －

総株主の議決権 － 145,597 －

 

②【自己株式等】

平成27年６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（％）

B Dash Fund １号

投資事業有限責任組合
東京都港区 － 1,300 1,300 0.01

計 － － 1,300 1,300 0.01

（注）他人名義で所有している理由等

　　　当社が出資している「B Dash Fund １号投資事業有限責任組合」が保有している株式のうち、当社持分相当であります。

 

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27年４月１日から平

成27年６月30日まで）、及び第２四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる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26年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,956,415 1,684,387

売掛金 463,597 481,227

繰延税金資産 84,073 130,132

その他 134,800 106,572

貸倒引当金 △472 △283

流動資産合計 2,638,413 2,402,036

固定資産   

有形固定資産 54,927 59,332

無形固定資産   

のれん 659,046 639,778

その他 533,146 591,782

無形固定資産合計 1,192,193 1,231,560

投資その他の資産 ※ 331,308 ※ 325,752

固定資産合計 1,578,430 1,616,646

資産合計 4,216,843 4,018,682

負債の部   

流動負債   

短期借入金 100,000 －

1年内償還予定の社債 100,200 100,200

1年内返済予定の長期借入金 426,256 590,656

未払金 302,371 341,894

未払法人税等 31,352 3,595

賞与引当金 43,033 －

その他 167,214 72,469

流動負債合計 1,170,427 1,108,815

固定負債   

社債 199,800 149,700

長期借入金 606,000 289,272

退職給付に係る負債 7,209 8,819

固定負債合計 813,009 447,791

負債合計 1,983,437 1,556,607

純資産の部   

株主資本   

資本金 818,483 978,475

資本剰余金 768,963 928,955

利益剰余金 656,766 529,358

自己株式 △1,645 △1,645

株主資本合計 2,242,568 2,435,143

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 28,539

為替換算調整勘定 △24,695 △22,478

その他の包括利益累計額合計 △24,695 6,061

新株予約権 15,533 20,870

純資産合計 2,233,406 2,462,075

負債純資産合計 4,216,843 4,018,682
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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26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 2,032,546 1,768,835

売上原価 1,129,538 1,079,203

売上総利益 903,008 689,632

販売費及び一般管理費 ※ 690,900 ※ 847,985

営業利益又は営業損失（△） 212,107 △158,352

営業外収益   

受取利息 1,263 644

撤退事業関連収益 － 6,879

投資事業組合運用益 4,974 8,859

還付加算金 4,786 －

その他 1,813 1,360

営業外収益合計 12,838 17,743

営業外費用   

支払利息 4,982 5,581

株式交付費 6,372 3,222

その他 82 2,768

営業外費用合計 11,437 11,573

経常利益又は経常損失（△） 213,507 △152,182

特別利益   

事業譲渡益 45,289 －

新株予約権戻入益 205,513 7,564

特別利益合計 250,802 7,564

特別損失   

固定資産除却損 75,869 －

減損損失 74,353 －

違約金等 53,484 －

その他 1,537 －

特別損失合計 205,245 －

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）
259,064 △144,617

法人税、住民税及び事業税 25,154 744

法人税等調整額 75,238 △17,953

法人税等合計 100,392 △17,208

少数株主損益調整前四半期純利益又は

少数株主損益調整前四半期純損失（△）
158,672 △127,408

四半期純利益又は四半期純損失（△） 158,672 △127,408

 

EDINET提出書類

株式会社モブキャスト(E26596)

四半期報告書

10/17



【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26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

少数株主損益調整前当期純利益又は

少数株主損益調整前当期純損失（△）
158,672 △127,408

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 - 28,539

為替換算調整勘定 △2,118 2,217

その他の包括利益合計 △2,118 30,756

四半期包括利益 156,553 △96,651

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 156,553 △96,651
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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26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年６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又は

税金等調整前四半期純損失（△）
259,064 △144,617

減価償却費 163,283 154,434

減損損失 74,353 －

のれん償却額 19,493 19,090

株式報酬費用 63,546 －

固定資産除却損 75,869 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △384 △189

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,226 △27,492

受取利息及び受取配当金 △1,264 △645

支払利息 4,982 5,581

投資事業組合運用損益（△は益） △4,974 △8,859

事業譲渡損益（△は益） △45,289 －

新株予約権戻入益 △205,513 △7,564

違約金等 53,484 －

売上債権の増減額（△は増加） 89,842 △17,633

前払費用の増減額（△は増加） △2,810 35,118

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △123,646 38,979

未払又は未収消費税等の増減額 100,298 △75,271

その他 △45,507 △10,915

小計 471,601 △39,982

利息及び配当金の受取額 4,094 15,170

利息の支払額 △4,987 △5,861

法人税等の支払額 △934 △24,969

法人税等の還付額 248,406 －

違約金等の支払額 △12,494 △7,241

営業活動によるキャッシュ・フロー 705,685 △62,883

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 － △10,522

有形固定資産の売却による収入 136 －

無形固定資産の取得による支出 △262,080 △224,091

投資有価証券の取得による支出 △25,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,264

敷金及び保証金の回収による収入 1,211 －

事業譲渡による収入 102,564 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,168 △235,879

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） 2 △100,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △126,778 △252,328

社債の償還による支出 － △50,100

株式の発行による収入 239,903 316,042

新株予約権の発行による収入 4,789 13,620

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,916 27,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 △389 △499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 640,044 △272,027

現金及び現金同等物の期首残高 768,021 1,956,415

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,408,065 ※ 1,684,387
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成26年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

投資その他の資産 △6,300千円 △6,300千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は下記のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年６月30日）

給与手当 82,774千円 152,004千円

広告宣伝費 102,000 109,387

回収代行手数料 197,958 212,808

賞与引当金繰入 9,293 －

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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下記のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日）

現金及び預金勘定 1,408,065千円 1,684,387千円

現金及び現金同等物 　　1,408,065千円 　　1,684,387千円

 

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日）

株主資本の金額の著しい変動

　新株予約権の行使による新株発行に伴い、当第２四半期連結累計期間において「資本金」が121,705千円、

「資本剰余金」が121,380千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において「資本金」が817,348千円、

「資本剰余金」が767,828千円となっております。

 

当第２四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

株主資本の金額の著しい変動

　新株予約権の行使による新株発行に伴い、当第２四半期連結累計期間において「資本金」が159,992千円、

「資本剰余金」が159,992千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において「資本金」が978,475千円、

「資本剰余金」が928,955千円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日）

　当社グループの事業は、モバイルゲーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

　当社グループの事業は、モバイルゲーム事業及びソーシャルマーケティング事業がありますが、モバイル

ゲーム事業以外の事業の重要性が乏しいと考えられるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、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。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
11円41銭 △８円82銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
158,672 △127,408

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） 158,672 △127,408

普通株式の期中平均株式数（株） 13,897,205 14,438,095

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 11円20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） 268,633 －

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、前事業年度末から重要な

変動があったものの概要

平成26年３月12日付の取締

役会決議による第20回乃至

第22回新株予約権（株式の

数　1,500,000株）

平成26年６月18日付の取締

役会決議による第17回乃至

第19回新株予約権の消却

第17回新株予約権

新株予約権の個数　1,740個

株式の数　348,000株

発行価額　無償

第18回新株予約権

新株予約権の個数　540個

株式の数　108,000株

発行価額　無償

第19回新株予約権

新株予約権の個数　550個

株式の数　55,000株

発行価額　無償

第20回新株予約権

新株予約権の個数　5,000個

株式の数　500,000株

発行価額　5,550,000円

第21回新株予約権

新株予約権の個数　5,000個

株式の数　500,000株

発行価額　2,750,000円

第22回新株予約権

新株予約権の個数　5,000個

株式の数　500,000株

発行価額　2,000,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－

（注）当第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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

ストックオプションとして発行する新株予約権

　第25回新株予約権

　　当社は、平成27年６月17日開催の当社取締役会において、平成27年７月６日付で、当社役員及び当社従業員

に対して、第25回新株予約権を発行しました。なお、平成27年７月31日に払込みがなされております。

　①新株予約権の数：2,050個

　②新株予約権の発行総額：27,675千円

　③新株予約権の目的となる株式の種類及び数：普通株式205,000株

　④新株予約権の払込金額：１個当たり13,500円

　⑤新株予約権の権利行使価格：１株当たり1,112円

　⑥新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額：227,960千円

　⑦新株予約権の行使時の資本組入額：556円

　⑧新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額の総額：113,980千円

　⑨新株予約権の割当日：平成27年７月６日

　⑩新株予約権を発行する理由：当社役員及び従業員の当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層

高め、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るため

 

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年８月７日

株式会社モブキャスト

取 締 役 会　御中

 

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 齊　藤　浩　司

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺　田　聡　司

 

　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」に掲げられている株式会社モブ

キャストの平成27年１月１日から平成27年12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27年４月１日か

ら平成27年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年６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。

 

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、株式会社モブキャスト及び連結子会社の平成27年６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。

 

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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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