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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13期

第１四半期
連結累計期間

第14期
第１四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自平成27年11月１日
至平成28年１月31日

自平成28年11月１日
至平成29年１月31日

自平成27年11月１日
至平成28年10月31日

売上高 （千円） 567,545 503,492 2,143,376

経常利益 （千円） 276,756 220,587 753,043

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 208,331 155,230 507,817

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 207,428 162,005 495,305

純資産額 （千円） 3,773,775 3,918,834 3,756,829

総資産額 （千円） 4,080,363 4,183,426 4,063,654

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 41.25 29.73 98.33

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 40.73 29.34 96.83

自己資本比率 （％） 92.4 93.6 92.4

（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。

 

 

２【事業の内容】

当第１四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。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四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、前事業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】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

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(当社及び連結子会社)が判

断したものであります。

 

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の着実な改善を背景に、緩やか

な回復が続きました。一方、世界経済は、新興国の一部に弱さが残りましたが、米国では新政権への期待から株

高・ドル高が進行し、英国のEU離脱問題や米国の政策転換等に先行き懸念がありながらも、全体として回復基調

となりました。

当社グループの主要な事業領域であるスマートフォン市場は、成長の鈍化がみられるものの堅調に推移し、特

に中国の新興メーカーが販売台数を伸ばしました。また、新たな事業領域と位置付けている人工知能（AI）を活

用した関連産業の市場は、金融、製造、情報通信から社会インフラへと活発に広がりをみせました。

このような状況の中、当社グループのカメラデバイス事業においては、スマートフォン市場でのさらなるシェ

アアップを目指し、新興スマートフォンメーカー等への営業活動を積極的に進めました。一方、ネットワーク

サービス事業においては、新サービスの提供や顧客・市場開拓のため、他社との業務提携等にも精力的に取り組

み、売上成長に努めました。また、当社グループは、魅力的かつ技術優位性の高い製品開発や将来を見据えた基

礎技術研究、新規事業立ち上げのための市場調査活動にも注力してまいりました。

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は503,492千円（前年同四半期比11.3％

減）となりました。営業損益につきましては185,278千円の営業利益（前年同四半期比32.6％減）となりました。

経常損益につきましては220,587千円の経常利益（前年同四半期比20.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純損

益につきましては155,230千円の親会社株主に帰属する四半期純利益（前年同四半期比25.5％減）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

当社グループは、「カメラデバイス事業」「ネットワークサービス事業」の２つを報告セグメントとして、セ

グメント情報を記載しております。

 

①カメラデバイス事業

「カメラデバイス事業」は、スマートフォンを中心として車載、監視カメラ、業務・産業機器等への組込み向

け製品のライセンス、開発及びサポート等を行っております。

当事業においては、中国主要顧客からのロイヤリティ収入及び車載向け開発収入が堅調に推移したものの、他

地域の主要顧客からのロイヤリティ収入が減少したため、売上高は、前年同四半期比12.4％減の446,241千円とな

りました。営業利益は売上高の減少により、前年同期比12.9％減の318,846千円となりました。

 

前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年11月１日
至　平成28年１月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年11月１日
至　平成29年１月31日）

前年同四半期比

増減率

売上高（千円） 509,199 446,241 △12.4％

セグメント利益（千円） 365,960 318,846 △12.9％
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②ネットワークサービス事業

「ネットワークサービス事業」は、ディープラーニングを中心とした画像認識技術や画像処理技術を用いたシ

ステムのクラウドサービス事業者や映像配信業者等へのライセンス、開発及びサポート等を行っております。

当事業においては、クラウドサービスや情報サイト運営事業者、放送事業者からのロイヤリティ収入及び開発

収入により、底堅く推移しましたが、売上高は、前年同四半期比1.9％減の57,251千円となりました。営業利益

は、売上高の減少及び従業員の増加による人件費等増加により、前年同四半期比23.3％減の12,625千円となりま

した。

 

前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年11月１日
至　平成28年１月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年11月１日
至　平成29年１月31日）

前年同四半期比

増減率

売上高（千円） 58,345 57,251 △1.9％

セグメント利益（千円） 16,450 12,625 △23.3％

 

 

（２）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は3,828,303千円となり前連結会計年度末に比べ103,375千円増

加いたしました。これは主に現金及び預金が190,685千円、仕掛品が2,477千円増加し、売掛金が83,034千円、繰

延税金資産が3,945千円減少したことによるものであります。固定資産は355,122千円となり、前連結会計年度末

に比べ16,395千円増加いたしました。これは主に有形固定資産が13,838千円、無形固定資産が7,684千円、敷金及

び保証金が5,595千円増加し、繰延税金資産が12,097千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、4,183,426千円となり、前連結会計年度末に比べ119,771千円増加いたしました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は216,116千円となり前連結会計年度末に比べ37,563千円減少い

たしました。これは主に前受金が13,808千円増加し、買掛金が4,515千円、未払金が19,451千円、未払法人税等が

8,753千円減少したことによるものであります。固定負債は48,474千円となり、前連結会計年度末に比べ4,670千

円減少いたしました。これは主に長期借入金が4,758千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は、264,591千円となり、前連結会計年度末に比べ42,234千円減少いたしました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は3,918,834千円となり前連結会計年度末に比べ162,005千円増加い

たしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が155,230千円増加したこと

によるものであります。

 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

 

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、68,425千円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 13,800,000

計 13,800,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年３月15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 5,271,200 5,271,200
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権株式であ

り、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

ます。

また、1単元の株式数

は100株であります。

計 5,271,200 5,271,200 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成29年３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28年11月１日～

平成29年１月31日
－ 5,271,200 － 1,518,089 － 1,466,759

 

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年10月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成29年１月31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） 普通株式 　　50,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　5,216,900 52,169

完全議決権株式であり、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

ます。また、1単元の株式数は

100株であります。

単元未満株式 普通株式　　　4,300 － －

発行済株式総数 5,271,200 － －

総株主の議決権 － 52,169 －

 

②【自己株式等】

平成29年１月31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(％)

株式会社モルフォ 東京都千代田区西神田3-8-1 50,000 － 50,000 0.95

計 － 50,000 － 50,000 0.95

 

 

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１四半期連結会計期間（平成28年11月１日から平

成29年１月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年11月１日から平成29年１月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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28年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年１月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,100,095 3,290,780

売掛金 532,162 449,127

仕掛品 1,318 3,795

前払費用 21,504 24,739

繰延税金資産 50,410 46,464

その他 19,437 13,396

流動資産合計 3,724,927 3,828,303

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 47,169 45,653

工具、器具及び備品（純額） 59,178 74,533

有形固定資産合計 106,348 120,187

無形固定資産   

ソフトウエア 22,413 22,812

その他 772 8,058

無形固定資産合計 23,186 30,870

投資その他の資産   

投資有価証券 22,469 22,469

敷金及び保証金 76,807 82,403

繰延税金資産 108,934 96,836

その他 980 2,354

投資その他の資産合計 209,192 204,064

固定資産合計 338,727 355,122

資産合計 4,063,654 4,183,426
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年１月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,564 9,048

1年内返済予定の長期借入金 24,648 23,244

未払金 70,640 51,189

未払法人税等 28,169 19,415

未払費用 15,764 13,123

前受金 79,630 93,438

その他 21,264 6,657

流動負債合計 253,680 216,116

固定負債   

長期借入金 25,798 21,040

資産除去債務 27,347 27,434

固定負債合計 53,145 48,474

負債合計 306,825 264,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,518,089 1,518,089

資本剰余金 1,466,759 1,466,759

利益剰余金 1,070,732 1,225,963

自己株式 △315,039 △315,039

株主資本合計 3,740,543 3,895,773

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 14,369 21,144

その他の包括利益累計額合計 14,369 21,144

新株予約権 1,915 1,915

純資産合計 3,756,829 3,918,834

負債純資産合計 4,063,654 4,183,426
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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27年11月１日
　至　平成28年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年11月１日
　至　平成29年１月31日)

売上高 567,545 503,492

売上原価 92,375 70,095

売上総利益 475,170 433,397

販売費及び一般管理費 200,190 248,118

営業利益 274,979 185,278

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 1,704 35,437

その他 275 4

営業外収益合計 1,979 35,442

営業外費用   

支払利息 202 133

営業外費用合計 202 133

経常利益 276,756 220,587

税金等調整前四半期純利益 276,756 220,587

法人税、住民税及び事業税 43,267 49,313

法人税等調整額 25,157 16,043

法人税等合計 68,424 65,357

四半期純利益 208,331 155,230

親会社株主に帰属する四半期純利益 208,331 155,230
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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27年11月１日
　至　平成28年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年11月１日
　至　平成29年１月31日)

四半期純利益 208,331 155,230

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △903 6,774

その他の包括利益合計 △903 6,774

四半期包括利益 207,428 162,005

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 207,428 162,005
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【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成27年11月１日
至 平成28年１月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年11月１日
至 平成29年１月31日）

減価償却費 10,674千円 11,414千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年11月１日　至　平成28年１月31日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２．株主資本金額の著しい変動

当社は、平成28年１月７日付で、株式会社デンソーから第三者割当増資の払込みを受けました。この

結果、当第１四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ614,837千円増加しておりま

す。また、新株予約権の権利行使による新株式発行により13,200株増加し、資本金及び資本準備金がそ

れぞれ5,392千円増加しております。

それらの結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が1,512,982千円、資本準備金が

1,461,652千円となっております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年11月１日　至　平成29年１月31日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２．株主資本金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年11月１日　至　平成28年１月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

カメラデバイス
事業

ネットワーク
サービス事業

合計

売上高      

外部顧客への売上高 509,199 58,345 567,545 － 567,545

セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － －

計 509,199 58,345 567,545 － 567,545

セグメント利益 365,960 16,450 382,410 △107,431 274,979

（注）１．セグメント利益の調整額△107,431千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△107,431千円

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年11月１日　至　平成29年１月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

カメラデバイス
事業

ネットワーク
サービス事業

合計

売上高      

外部顧客への売上高 446,241 57,251 503,492 － 503,492

セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － －

計 446,241 57,251 503,492 － 503,492

セグメント利益 318,846 12,625 331,471 △146,193 185,278

（注）１．セグメント利益の調整額△146,193千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△146,193千円

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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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１四半期連結累計期間
（自　平成27年11月１日
至　平成28年１月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年11月１日
至　平成29年１月31日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 41円25銭 29円73銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
208,331 155,230

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
208,331 155,230

普通株式の期中平均株式数（株） 5,050,691 5,221,200

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 40円73銭 29円34銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 64,557 69,489

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、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

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29年３月15日

株式会社　モルフォ  

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 水上　亮比呂　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙木　政秋　　　印

 

 

　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ル

フォの平成28年11月１日から平成29年10月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年11月１日から平

成29年１月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年11月１日から平成29年１月31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、株式会社モルフォ及び連結子会社の平成29年１月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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いません。
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