
平成25年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年2月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社エムティーアイ 上場取引所 大
コード番号 9438 URL http://www.mti.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 前多 俊宏
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 松本 博 TEL 03-5333-6323
四半期報告書提出予定日 平成25年2月14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 ： 有 機関投資家向け

1.  平成25年9月期第1四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成24年12月31日）

(2) 連結財政状態

(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9月期第1四半期 7,331 △2.1 214 △77.9 216 △77.5 185 1.0
24年9月期第1四半期 7,485 △6.0 970 7.6 961 7.4 183 △33.6

（注）包括利益 25年9月期第1四半期 248百万円 （67.6％） 24年9月期第1四半期 148百万円 （△48.0％）

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9月期第1四半期 1,453.12 ―
24年9月期第1四半期 1,391.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第1四半期 13,877 8,499 58.0
24年9月期 13,971 8,922 61.9
（参考） 自己資本 25年9月期第1四半期 8,053百万円 24年9月期 8,645百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
当社は平成25年３月31日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行う予定です。平成25年９月期については当該株式分割後の配当予想額を記

載しています。詳細は次ページ「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

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9月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00
25年9月期 ―
25年9月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
「平成25年９月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、平成25年４月１日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する株式分

割を考慮した額を記載しています。なお、当該株式分割を考慮しない場合の１株当たり当期純利益は、第２四半期（累計）が386円74銭、通期が5,801円05銭とな
ります。

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) 14,500 △1.4 100 △91.3 100 △91.2 50 △71.7 3.87
通期 30,000 2.1 1,710 0.3 1,700 0.1 750 585.3 58.01



(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

(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

(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
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レビュー手続きを実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済

情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスクなど、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異
なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響なども含まれます。業績予想の前提となる条
件および業績予想のご利用にあたっての注意事項など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。

当社は、平成25年２月８日(金)に機関投資家向けに第１四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会の模様および説明内容(動画)については、当日使
用する決算説明会資料とともに、説明会終了後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

（その他の特記事項）
当社は平成24年10月31日開催の取締役会において、株式の分割および単元株式制度の採用について決議し、平成25年４月１日を効力発生日として普通株式

１株を100株へ分割し、単元株式数を100株とすることとしています。これに伴う平成25年９月期の配当予想および連結業績予想については該当項目をご覧くださ
い。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 ： 有
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9月期1Q 133,688 株 24年9月期 133,688 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q 8,151 株 24年9月期 4,401 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 127,563 株 24年9月期1Q 131,867 株
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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 

2013 年 9 月期 第 1 四半期の概況 （2012 年 10 月 1 日～2012 年 12 月 31 日） 

当第 1 四半期は iPhone5 の発売や Android の新規モデル発売が相次ぎ、スマートフォン端末

への移行が進みました。当社では、これら新規モデルの発売に合わせたプロモーションを積極

的に展開するとともに各カテゴリーのサービスを拡充し、スマートフォン向けサービスの有料

会員数の拡大を図りました。 
その結果、主要カテゴリーである音楽系サービスや健康系サービスの他、電子書籍において

も人気作品を含めてタイトル数をより多く取り揃えることにより、有料会員数を順調に伸ばす

ことができ、2012 年 12 月末のスマートフォン向けサービスの有料会員数は 367 万人（2012
年 9 月末比 54 万人増）となりました。 
一方、フィーチャーフォン向けサービスにおいては、純減ペースが鈍化する傾向にあります

が、引き続きスマートフォンへの移行が進んでいることにより有料会員数は減少し、2012 年

12 月末で 449 万人（同 51 万人減）となりました。 
以上の結果、2012 年 12 月末の有料会員数合計は 816 万人（同 3 万人増）となりました。 
売上高は、前年同四半期と比べて有料会員数が減少していますが、連結子会社の JibeMobile

株式会社のキャリア向けシステム開発の受注が好調に推移していることもあり、7,331 百万円

（前年同四半期比 2.1%減）と前年同四半期と同水準となりました。 
売上総利益は、音楽系サービスにおいてダウンロード数が減少したことを主因に売上原価率

が低下（前年同四半期 21.3%から 16.8%に低下）し、6,099 百万円（同 3.6%増）となりました。 
営業利益、経常利益は、主にスマートフォン向けサービスの有料会員数獲得に向けて積極的

に広告宣伝費を増加させたことにより前年同四半期と比べて販売費及び一般管理費が増加した

ため、それぞれ 214 百万円（同 77.9%減）、216 百万円（同 77.5%減）となりました。 
四半期純利益は、経常利益が減益となりましたが、特別損失の大幅な減少や法人税、住民税

及び事業税も減少したことなどから、185 百万円（同 1.0%増）と前年同四半期と同水準となり

ました。 
 

連結業績（2012年10月1日～2012年12月31日）                          （単位：百万円）

2013年9月期 
第1四半期 

2012年9月期 
第1四半期 

増減 
金額 増減率 

売 上 高 7,331 7,485 △154 △2.1% 
売 上 総 利 益 6,099 5,887 +212 +3.6% 
営 業 利 益 214 970 △756 △77.9% 
経 常 利 益 216 961 △745 △77.5% 
四 半 期 純 利 益 185 183 +1 +1.0% 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨て表示しています。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 資産・負債・純資産の状況 
当第 1 四半期末の資産合計は 13,877 百万円となり、2012 年 9 月末対比 93 百万円の減少

となりました。 
資産の部については、流動資産では主に現金及び預金の減少により 250 百万円の減少とな

りましたが、固定資産ではのれん、投資有価証券などが増加したことにより 156 百万円の増

加となりました。 
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負債の部については、流動負債では買掛金が減少した一方で主に未払金が増加したことに

より 301 百万円の増加となり、固定負債では主に退職給付引当金が増加したことにより 27
百万円の増加となりました。 
純資産の部については、四半期純利益として 185 百万円を計上したものの、主に自己株式

の取得や配当金の支払いにより、423 百万円の減少となりました。 
 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

 

2013年9月期 第1四半期末 

百万円

13,877 

百万円

8,499 

％ 

58.0  

円 銭

64,148.60 

2012年9月期末 13,971 8,922 61.9  66,868.98 
 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第 2 四半期以降も引き続き、スマートフォン向けサービスの有料会員数拡大とサービス機能

拡充に注力します。また、中期的な成長を見据え、新たな成長事業の確立に向けた取り組みを

積極的に推進します。 
有料会員数の拡大に向けては、iPhone 向けの有料会員数の拡大に取り組んでいくとともに、

引き続きスマートフォン端末の新規モデル発売に合わせた積極的な広告宣伝費の投入、そして

各カテゴリーのサービス機能を拡充していきます。 
音楽系サービスでは、ユーザーにあらゆるシーンで音楽を楽しんでいただけるための仕組み

づくりの整備を行っていきます。健康系サービスでは、ルナルナブランドの拡張に取り組むと

ともに、ヘルスケア関連の事業展開に取り組んでいきます。市場拡大が期待できる電子書籍に

ついては、有力作品の追加投入やサービス改善を図り、有料会員数の拡大に繋げていきます。 
また、当社独自のスマートフォン向け会員認証・決済プラットフォーム『mopita』の ID 数が

2013 年 1 月末時点で 700 万を突破するなど好調に増加しており、今後もユーザーの利便性を

追求することにより、ID 数の拡大に取り組んでいきます。 
 

2013年9月期 第2四半期累計期間業績予想 
（2012年10月1日～2013年3月31日） 

連結  

売 上 高 14,500 百万円 （前期比 1.4%減少） 
営 業 利 益 100 百万円 （前期比 91.3%減少） 
経 常 利 益 100 百万円 （前期比 91.2%減少） 
当 期 純 利 益 50 百万円 （前期比 71.7%減少） 

 

2013年9月期 通期業績予想 
（2012年10月1日～2013年9月30日） 

連結  

売 上 高 30,000 百万円 （前期比 2.1%増加） 
営 業 利 益 1,710 百万円 （前期比 0.3%増加） 
経 常 利 益 1,700 百万円 （前期比 0.1%増加） 
当 期 純 利 益 750 百万円 （前期比 585.3%増加） 

 
なお、2013 年 9 月期の第 2 四半期累計期間業績予想および通期業績予想については、2012

年 10 月 31 日に発表しました数値から変更はありません。 
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2. サマリー情報（その他）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 

該当事項はありません。 
 

(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） 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平

成 24 年 10 月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しています。 

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微です。 

 

(4) 追加情報 

該当事項はありません。 
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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９月30日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  2,563,283   2,027,444

    売掛金  6,188,642   6,245,494

    未収還付法人税等  170,359   202,719

    繰延税金資産  377,178   358,318

    その他  599,518   788,179

    貸倒引当金  △268,158   △241,737

    流動資産合計  9,630,823   9,380,419

  固定資産      

    有形固定資産  218,095   213,705

    無形固定資産      

      ソフトウエア  2,255,082   2,247,952

      のれん  171,126   193,453

      その他  57,546   71,110

      無形固定資産合計  2,483,755   2,512,517

    投資その他の資産      

      投資有価証券  376,039   403,899

      敷金及び保証金  467,695   465,621

      繰延税金資産  751,034   773,302

      その他  54,529   138,609

      貸倒引当金  △10,283   △10,280

      投資その他の資産合計  1,639,014   1,771,152

    固定資産合計  4,340,866   4,497,375

  資産合計  13,971,689   13,877,795
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

負債の部      

  流動負債      

    買掛金  1,233,354   1,044,499

    １年内償還予定の社債  62,880   65,696

    １年内返済予定の長期借入金  99,118   49,069

    未払金  1,964,994   2,548,538

    未払法人税等  7,941   49,890

    賞与引当金  －   145,886

    コイン等引当金  420,925   430,197

    その他  777,430   534,382

    流動負債合計  4,566,643   4,868,159

  固定負債      

    退職給付引当金  363,365   399,933

    負ののれん  67,894   65,615

    その他  51,722   45,050

    固定負債合計  482,983   510,599

  負債合計  5,049,626   5,378,758

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  2,562,740   2,562,740

    資本剰余金  3,078,260   3,078,260

    利益剰余金  3,394,389   3,062,607

    自己株式  △397,409   △695,269

    株主資本合計  8,637,981   8,008,339

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  1,881   22,119

    為替換算調整勘定  5,427   22,564

    その他の包括利益累計額合計  7,308   44,684

  新株予約権  211,940   225,422

  少数株主持分  64,832   220,590

  純資産合計  8,922,062   8,499,036

負債純資産合計  13,971,689   13,877,795
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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23年10月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高  7,485,440   7,331,201

売上原価  1,597,964   1,231,402

売上総利益  5,887,475   6,099,798

販売費及び一般管理費  4,916,658   5,885,185

営業利益  970,817   214,613

営業外収益      

  受取利息  172   13

  負ののれん償却額  2,279   2,279

  持分法による投資利益  －   236

  為替差益  －   163

  新株予約権戻入益  642   1,327

  その他  3,069   3,569

  営業外収益合計  6,163   7,590

営業外費用      

  支払利息  2,872   1,922

  持分法による投資損失  5,801   －

  その他  6,482   4,262

  営業外費用合計  15,156   6,185

経常利益  961,824   216,018

特別利益      

  関係会社株式売却益  －   44,036

  特別利益合計  －   44,036

特別損失      

  固定資産除却損  4,556   16,109

  のれん減損損失  278,768   －

  特別損失合計  283,324   16,109

税金等調整前四半期純利益  678,499   243,945

法人税、住民税及び事業税  329,532   46,159

法人税等調整額  169,178   △9,923

法人税等合計  498,711   36,236

少数株主損益調整前四半期純利益  179,788   207,709

少数株主利益又は少数株主損失（△）  △3,694   22,343

四半期純利益  183,483   185,365
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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23年10月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益  179,788   207,709

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  △28,310   20,238

  為替換算調整勘定  △3,525   20,170

  持分法適用会社に対する持分相当額  633   869

  その他の包括利益合計  △31,203   41,277

四半期包括利益  148,585   248,987

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  152,279   222,741

  少数株主に係る四半期包括利益  △3,694   26,245
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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