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東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成25年７月10日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、なお

一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、当社の平成25年６月期（平成24年７月１日～平成25年６月30日）の業績予想は、以下のと

おりであり、また、最近の決算情報等につきましては、別添のとおりであります。 

 

【個別】                               （単位：百万円、％） 

 平成25年６月期 

（予想） 

平成24年６月期 

（実績） 

平成25年６月期 

第３四半期累計期間 

（実績） 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

売上高 2,751 100.0 110.9 2,481 100.0 2,161 100.0 

営業利益 196 7.1 147.4 133 5.4 159 7.4 

経常利益 174 6.3 133.8 130 5.3 160 7.4 

当期純利益 100 3.6 156.3 64 2.6 97 4.5 

１株当たり当期 

（四半期）純利益 
93.44円 60.30円 90.69円 

１株当たり配当金 －円 －円 －円 

（注）１. 当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

２. 平成 24 年６月期（実績）、平成 25 年６月期第３四半期累計期間（実績）及び平成 25 年６                                         

月期（予想）の１株当たり当期（四半期）純利益は、期中平均発行済株式数により算出して

おります。 

３. 当社は、平成25年３月14日付で株式１株につき100株の株式分割を行いましたが、平成24

年６月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期（四半期）純利益金額

を算定しております。 

 

 



  

１．平成25年６月期第３四半期の業績（平成24年７月１日～平成25年３月31日） 

  

 （注）１．平成24年６月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、平成24年６月期第３四半期

      及び平成25年６月期第３四半期の対前年四半期増減率を記載しておりません。 

    ２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はありますが、平成25年６月期第３

      四半期において当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。  

    ３．平成25年３月14日付で１株につき100株の株式分割を行っております。このため、当事業年度の期首に当該 

      株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年６月期の業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日） 

  

  

平成平成平成平成25252525年年年年６６６６月期月期月期月期        第第第第３３３３四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信〔〔〔〔日本基準日本基準日本基準日本基準〕（〕（〕（〕（非連結非連結非連結非連結）））） 

        平成25年７月10日

上場会社名 株式会社フォトクリエイト 上場取引所  東 

コード番号 6075 ＵＲＬ  http://photocreate.co.jp 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）白砂 晃 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名）桑原 功 ＴＥＬ  03（6812）7054 

四半期報告書提出予定日 － 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）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６月期第３四半期  2,161  －  159  －  160  －  97  －

24年６月期第３四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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６月期第３四半期  90.69  －

24年６月期第３四半期  －  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年６月期第３四半期  813  376  46.3

24年６月期  855  279  32.7

（参考）自己資本 25年６月期第３四半期 376百万円   24年６月期 279百万円 

  
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６月期  －  －  －  0.00  0.00

25年６月期  －  －  －     

25年６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   

  （％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  2,751  10.9  196  47.4  174  33.8  100  56.3  93.44

（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 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

   （注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「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（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。  

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

   （注）１．平成25年３月14日付で１株につき100株の株式分割を行っております。このため、前事業年度の期首に 

        当該株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定しております。  

      ２．平成24年６月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、期中平均株式数を記載

        しておりません。  

  

 ※  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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が終了しております。 

  

 ※  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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情

報」をご覧ください。  

（１）四半期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６月期３Ｑ 1,071,100株 24年６月期 1,071,100株 

②  期末自己株式数 25年６月期３Ｑ －株 24年６月期 －株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期３Ｑ 1,071,100株 24年６月期３Ｑ －株 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  ① 経営成績の概況  

当社の当第３四半期累計期間（平成24年７月１日～平成25年３月31日）の業績は、以下のとおりであります。 

 売上高      2,161,667千円 

 営業利益      159,436千円 

 経常利益      160,559千円 

 四半期純利益    97,135千円  

なお、平成24年６月期第３四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期との対比

については記載しておりません。 

  

  ② 事業の概況 

   当社は、「お客様の満足を追求できる企業の実現」という基本方針のもと、インターネット写真サービス事業を

  着実に推進し、フォトクラウド事業の展開スピードの加速化に努めてまいりました。 

なお、当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。事業部門ごとの状況は、

以下のとおりであります。 

  

（インターネット写真サービス事業） 

各Webサイトにおいて堅調に推移しました。「オールスポーツコミュニティ」においては、「東京マラソン

2013」や「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2013」、「京都マラソン2013」といったマラソン大会を始めと

する各種スポーツ・文化イベントの撮影・販売を行いました。当事業部門の当第３四半期累計期間の売上高は、

1,783,712千円となりました。 

  

（フォトクラウド事業） 

写真館・撮影事業者向けにもサービスを提供するWebサイト「スナップスナップ」において、新規開拓の営業活

動に注力し、写真館との提携拡大を進めております。当事業部門の当第３四半期累計期間の売上高は、345,318千

円となりました。 

  

（広告・マーケティング支援事業） 

当事業部門におきましては、新規クライアントの開拓に注力しました。当事業部門の当第３四半期累計期間の

売上高は、32,637千円となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

  ① 財政状態の状況   

    （資産の部）  

 当第３四半期会計期間末における流動資産は746,662千円となり、前事業年度末に比べて30,610千円減少しまし

た。これは主に、社債の償還等により、現金及び預金が153,138千円減少したことによるものです。また、固定資

産は66,732千円となり、前事業年度末に比べて11,419千円減少しました。これは主に、投資その他の資産が6,392

千円減少したことによるものです。 

  

（負債の部） 

 当第３四半期会計期間末における負債は436,953千円となり、前事業年度末に比べて139,166千円減少しました。

これは主に、社債の償還により１年内償還予定の社債が66,400千円減少したことによるものです。 

  

（純資産の部） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は376,442千円となり、前事業年度末に比べて97,135千円増加しまし 

た。これは、四半期純利益を計上したことにより、利益剰余金が97,135千円増加したことによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 当期（平成25年６月期）につきましては、当社を取り巻くインターネットビジネス市場において、スマートフォ

ンやタブレットの普及が急速に進むとともに、インターネットでの写真の共有枚数が大きく増加する等、変化が起

きつつある状況です。 

 そのような事業環境において、平成25年６月期の業績予想につきましては、売上高は2,751,510千円（前年同期

比10.9％増）、営業利益は196,424千円（同47.4％増）、経常利益は174,602千円（同33.8％増）、当期純利益は

100,087千円（同56.3％増）を見込んでおります。  

  

（４）中期的な会社の経営戦略 

 当社は、「感動をカタチにしてすべての人へ」を経営理念として掲げ、インターネットによる写真販売サービス

を提供し、事業を拡大してまいりました。「心豊かなフォトライフを実現するインターネットサービス企業」を目

指すべく、お客様が欲しいと思う「いい写真」の追求と「ＩＴ技術」を活用した利便性の高いサービスの提供や機

能改善を積極的に進め、同業他社との差別化と顧客満足度の向上に取り組んでまいります。 

① フォトクラウド事業の拡大 

 全国の写真館・撮影事業者が地域の写真撮影のハブとして、学校を中心とした「いい写真」が集まるプラット

フォームになり、お客様に提供していくことで、全国の学校写真のインフラとして使っていただくことを目指し

てまいります。 

② 写真の新しい楽しみ方の提供 

 当社は、いい写真を提供するためのインフラとして、写真に関連した新しい商品やサービスを提供し、お客様

が使いやすい環境をつくっていくとともに、今後は、写真を通じてイベント参加者と双方向でつながっていくよ

うなサービスを実現してまいります。 

③ 海外事業の展開 

 国内で培ってきたインターネット写真サービスのノウハウや経験を基に、JALホノルルマラソンや台北マラソ

ンでの撮影・販売を足がかりとして、アジアでのイベント拡大や他地域への市場進出の機会を検討してまいりま

す。     

  

  

（１）四半期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。 

   

（２）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、当第１四半期会計期間より、平成24年７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おります。  

 なお、これによる当第３四半期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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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 587,056 433,917 

受取手形及び売掛金 143,992 256,513 

貯蔵品 3,896 4,847 

その他 42,328 51,385 

流動資産合計 777,273 746,662 

固定資産   

有形固定資産 21,975 19,195 

無形固定資産 15,394 13,147 

投資その他の資産 40,782 34,389 

固定資産合計 78,152 66,732 

資産合計 855,426 813,395 

負債の部   

流動負債   

買掛金 150,736 210,244 

短期借入金 80,000 30,000 

1年内償還予定の社債 66,400 － 

1年内返済予定の長期借入金 51,828 51,844 

未払法人税等 55,511 26,282 

その他 109,430 94,582 

流動負債合計 513,907 412,953 

固定負債   

長期借入金 62,212 24,000 

固定負債合計 62,212 24,000 

負債合計 576,119 436,953 

純資産の部   

株主資本   

資本金 114,098 114,098 

資本剰余金 95,898 95,898 

利益剰余金 69,310 166,445 

株主資本合計 279,306 376,442 

純資産合計 279,306 376,442 

負債純資産合計 855,426 813,395 
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 2,161,667 

売上原価 1,178,206 

売上総利益 983,460 

販売費及び一般管理費 824,024 

営業利益 159,436 

営業外収益  

受取利息 114 

助成金収入 1,391 

為替差益 2,594 

その他 1,198 

営業外収益合計 5,298 

営業外費用  

支払利息 1,728 

株式公開費用 2,344 

その他 103 

営業外費用合計 4,176 

経常利益 160,559 

税引前四半期純利益 160,559 

法人税、住民税及び事業税 55,856 

法人税等調整額 7,567 

法人税等合計 63,423 

四半期純利益 97,135 

株式会社フォトクリエイト（6075） 平成25年６月期 第３四半期決算短信

5



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。     

   

   

 当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。     

   

   

（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

（５）セグメント情報等
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