
１．平成25年12月期第１四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年３月31日）

（注）平成25年12月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年12月期第１四半期
の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については記載しておりません。

（２）連結財政状態

（注）平成25年12月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年12月期の数値は記
載しておりません。

２．配当の状況

（注）２．平成25年12月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期及び前年同四半期増減率は記載

しておりません。
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（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12月期第１四半期 1,302 － 110 － 110 － 45 －

24年12月期第１四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益 25年12月期第１四半期 47百万円（ ％）－ 24年12月期第１四半期 －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12月期第１四半期 6.89 6.81

24年12月期第１四半期 － －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第１四半期 3,195 2,521 77.8

24年12月期 － － －

（参考）自己資本 25年12月期第１四半期 2,487百万円 24年12月期 －百万円

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12月期 － － － － －

25年12月期 －

25年12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25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12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 8,000 － 1,750 － 1,700 － 1,000 － 147.91

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項

新規 社 （社名）

（注）詳細は、添付資料３ページ「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」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）当第１四半期連結会計期間より減価償却の方法を変更しており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更

と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事

項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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）： 有

2 株式会社モブキャストイーシー、mobcast Korea inc.

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期１Ｑ 6,787,404株 24年12月期 6,474,000株

②  期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 8,062株 24年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 6,660,496株 24年12月期１Ｑ －株

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、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に対するレビュー手続は終了しておりません。

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想

に関する定性的情報」をご覧ください。

（決算補足説明資料の入手方法）

決算補足説明資料は、ＴＤｎｅｔで同日開示しております。また、当社は、平成25年５月９日（木）にアナリスト

向け説明会を開催する予定です。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

モバイルインターネット市場は、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、インターネットは生活インフラに近づきつつあります。これに伴い、ＳＮＳ（ソーシャルネット

ワーキングサービス）の利用者も急拡大しております。 

このような事業環境の下、当社は、前事業年度に引き続き、自社運営モバイルスポーツメディア「ｍｏｂｃａｓ

ｔ」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。新規自社開発ゲームコンテンツ

として、平成25年３月に、プロ野球選手育成ゲーム「モバプロスカウト」の配信を開始いたしました。外部ディベ

ロッパー製ゲームコンテンツとしては、株式会社コーエーテクモゲームス製「100万人のＷｉｎｎｉｎｇ Ｐｏｓｔ 

ｆｏｒ ｍｏｂｃａｓｔ」、株式会社ＣＷＳ Ｂｒａｉｎｓ製「100万人の超Ｗｏｒｌｄサッカー！」、株式会社ワ

ンオブゼム製「爆闘甲子園！レジェンドナイン」、「爆釣！！フィッシングマスター」及び株式会社ツナミ製「マ

ジうま ｆｏｒ ｍｏｂｃａｓｔ」の配信を開始いたしました。引き続き、スポーツを軸に、ターゲットを絞ったプ

ロモーション施策を実施し、効率的な会員数の拡大と収益基盤の強化に取り組んでまいりました。モバイルスポー

ツメディア「ｍｏｂｃａｓｔ」の会員数は300万人を突破いたしました。また、新たに、海外展開として、平成25

年２月に株式交換により子会社化した株式会社モブキャストイーシー及びｍｏｂｃａｓｔ Ｋｏｒｅａ ｉｎｃ．を

通して、韓国において、サッカーゲーム「モバサカ」の配信を開始いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高 千円、営業利益 千

円、経常利益 千円、四半期純利益 千円となりました。

（注）当第１四半期連結会計期間より、セグメント名称を、モバイルプラットフォーム事業から、モバイルスポー

ツメディア事業に変更しております。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は 千円となり、主な内訳は、「現金及び預金」

千円、「売掛金」 千円であります。また、固定資産は 千円となり、主な内訳は、「のれん」

千円であります。以上の結果、資産合計は 千円となりました。

（負債の部）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は 千円となり、主な内訳は、「未払金」 千円であ

ります。また、固定負債は 千円となり、主な内訳は、「長期借入金」 千円であります。以上の結果、

負債合計は 千円となりました。

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、 千円となりました。主な内訳は、「資本金」

千円、「資本剰余金」 千円及び「利益剰余金」 千円であります。

（注）当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前会計年度末比は記載しておりま

せん。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

スマートフォンの普及は今後も拡大を続け、モバイルインターネット上のサービスへの需要も拡大していくもの

と見込んでおります。

平成25年12月期につきましても、引き続き、多くのスポーツファンに喜んで頂けるゲーム及びコンテンツの自社

開発・運用及び外部ディベロッパー製コンテンツの増加、そしてスポーツメディアの拡充に注力してまいります。

当社では、今後も安定的な成長を実現するために、ゲーム関連売上を中心とする収益基盤の強化及びモバイルス

ポーツメディア「ｍｏｂｃａｓｔ」のより一層の機能強化を行ってまいります。ソーシャルゲームについては、効

果的なプロモーション活動及びメディアサービスの拡充によって会員数を増加させるとともに、新規のゲームタイ

トルの追加やコンテンツの拡充や、楽しく便利な機能を用意することで、売上高とメディアプラットフォームの価

値を向上させてまいります。また、当社では、安定的な成長を実現するために、会員一人当たりの課金額を高める

のではなく、課金利用者数を増やすための施策を実施していく予定であり、会員が長く遊べるようなゲームの提供

と運営を心がけてまいります。

さらに、今後の一層の事業拡大を目指す上では、海外展開が重要な要素であると、当社では認識しております。

韓国から開始したプラットフォーム及び自社開発ゲームの海外展開の結果を見ながら、ノウハウの蓄積と体制の整

備等を図り、まずはアジア市場に向けて積極的な展開を図ってまいります。

第２四半期連結会計期間においては、３月に急増した会員数が売上及び利益に大きく寄与してくるものと見込ん

でおります。また、韓国でのプラットフォーム展開が予定通り立ち上がり、こちらも売上及び利益に寄与してくる

ものと見込んでおります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,302,910 110,166

110,438 45,929

1,990,376 977,999

638,433 1,204,770

755,136 3,195,147

649,079 472,833

25,060 23,051

674,140

2,521,007

681,488 620,548 1,205,170
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以上を踏まえ、平成25年12月期における通期の連結業績予想は、売上高8,000百万円、営業利益1,750百万円、経

常利益1,700百万円、当期純利益1,000百万円を見込んでおります。

（注）当第１四半期連結累計期間より連結財務諸表を作成しているため、業績予想の前年比較は単体財務諸表との

比較であります。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

株式交換により新たに取得した株式会社モブキャストイーシー及びその子会社mobcast Korea inc.を連結の範囲

に含めております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 977,999

売掛金 638,433

その他 374,770

貸倒引当金 △827

流動資産合計 1,990,376

固定資産

有形固定資産 85,109

無形固定資産

のれん 755,136

その他 197,273

無形固定資産合計 952,410

投資その他の資産 167,250

固定資産合計 1,204,770

資産合計 3,195,147

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 37,324

未払金 472,833

未払法人税等 2,493

賞与引当金 17,021

その他 119,406

流動負債合計 649,079

固定負債

長期借入金 23,051

退職給付引当金 2,009

固定負債合計 25,060

負債合計 674,140

純資産の部

株主資本

資本金 681,488

資本剰余金 620,548

利益剰余金 1,205,170

自己株式 △19,914

株主資本合計 2,487,293

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 1,415

その他の包括利益累計額合計 1,415

新株予約権 32,298

純資産合計 2,521,007

負債純資産合計 3,195,147
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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）

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

売上高 1,302,910

売上原価 485,858

売上総利益 817,052

販売費及び一般管理費 706,885

営業利益 110,166

営業外収益

為替差益 5,671

その他 537

営業外収益合計 6,209

営業外費用

投資事業組合運用損 1,275

株式交付費 3,011

撤退事業関連損失 1,265

その他 384

営業外費用合計 5,938

経常利益 110,438

特別損失

固定資産除却損 11,886

事務所移転費用 12,155

特別損失合計 24,041

税金等調整前四半期純利益 86,396

法人税、住民税及び事業税 1,709

法人税等調整額 38,758

法人税等合計 40,467

少数株主損益調整前四半期純利益 45,929

四半期純利益 45,929

株式会社モブキャスト（3664）　平成25年12月期第１四半期決算短信（連結）

‐5‐



（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）

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

少数株主損益調整前四半期純利益 45,929

その他の包括利益

為替換算調整勘定 1,415

その他の包括利益合計 1,415

四半期包括利益 47,344

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 47,344
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該当事項はありません。

（株式交換）

平成25年２月１日付で、当社を株式交換完全親会社、株式会社エンタークルーズ（現 株式会社モブキャストイ

ーシー）を株式交換完全子会社とする株式交換を実施したことにより、資本金及び資本準備金がそれぞれ

千円増加いたしました。

当社はモバイルスポーツメディア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。

（注）当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「モバイルプラットフォーム事業」から「モバイル

スポーツメディア事業」に変更しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

292,535

（５）セグメント情報等

株式会社モブキャスト（3664）　平成25年12月期第１四半期決算短信（連結）

‐7‐



（新株予約権の発行）

第18回新株予約権

平成25年４月26日開催の当社取締役会において、当社従業員及び当社子会社従業員に対し、会社法第236条、第

238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与について、次のとおり決議しております。

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数：普通株式61,500株

② 新株予約権の払込金額：金銭の払込を要しない

③ 新株予約権の権利行使価格：未定

④ 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：未定

⑤ 新株予約権の行使時の資本組入額：未定

⑥ 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：未定

⑦ 新株予約権の割当日：平成25年５月13日

⑧ 新株予約権を発行する理由：当社グループ従業員の、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

（株式の分割）

平成25年５月８日の取締役会において、平成25年６月１日付で株式の分割を行うことを決議しております。

① 株式分割の目的

投資単位当たりの金額を引き下げることによる当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を目的としておりま

す。

② 株式分割の方法

平成25年５月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、

１株につき２株の割合をもって分割いたします。

③ 本株式分割により増加する株式数

現在（株式分割前）の発行済株式総数 6,787,404株

今回の株式分割により増加する株式数 6,787,404株

株式分割後の発行済株式総数 13,574,808株

株式分割後の発行可能株式総数 45,500,000株

（注）上記発行済株式総数及び増加する株式数は、平成25年４月30日時点の発行済株式数に基づくものであり、新

株予約権の行使により変更される可能性があります。

④ 株式分割の効力発生日

平成25年６月１日

上記の株式分割が当第１四半期会計年度の期首に行われたと仮定した場合の当第１四半期連結累計期間におけ

る１株当たり情報は、以下のとおりであります。

（６）重要な後発事象

当第１四半期連結累計期間

（自 平成25年１月１日

至 平成25年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 ３円44銭

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利利益金額
３円40銭
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