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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

連結会計年度

会計期間
自　平成23年４月１日

至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日

至　平成24年６月30日

自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日

売上高 （百万円） 2,986 3,539 13,334

経常利益 （百万円） 279 871 2,107

四半期(当期)純利益 （百万円） 147 562 749

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 141 559 732

純資産額 （百万円） 14,239 15,148 14,722

総資産額 （百万円） 17,105 19,082 19,649

１株当たり四半期(当期)純利
益金額

（円） 964.21 3,770.90 4,998.45

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） 962.16 3,766.08 4,988.13

自己資本比率 （％） 82.3 79.1 74.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △839 452 1,043

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △386 68 △2,971

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,885 △108 △1,943

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） 8,183 7,824 7,423

(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、消費税等は含んでおりません。

　

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（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
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】

(1)　業績の状況

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日

　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日

　至　平成24年６月30日)

前年同四半期比
増減率

売上高(百万円) 2,986 3,539 18.5％

営業利益(百万円) 338 889 162.5％

経常利益(百万円) 279 871 212.2％

四半期純利益(百万円) 147 562 282.4％

　
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるもの

の、政府の経済対策等により徐々に持ち直しの動きが見られるようになりました。しかしながら、欧州の政府債務危機

を背景にした世界経済の減速や、長期化する円高等により景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しておりま

す。

インターネット関連業界におきましては、「2011年度通期国内携帯電話端末出荷概況」（株式会社MM総研）によ

りますと、平成23年度のスマートフォン出荷台数は前年度比2.8倍の2,417万台（総出荷台数の56.6％）となり、ス

マートフォンへの移行が加速しております。

このような経済環境の中、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,539百万円（前年同四半期比18.5％増）とな

り、営業利益は889百万円（前年同四半期比162.5％増）、経常利益は871百万円（前年同四半期比212.2％増）、四半期

純利益は562百万円（前年同四半期比282.4％増）となりました。

　
セグメント別の業績は、次のとおりであります。

　
① ソーシャルネット事業

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日

　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日

　至　平成24年６月30日)

前年同四半期比
増減率

売上高(百万円) 2,767 3,283 18.6％

　広告売上高（百万円） 2,012 1,426 △29.1％

　課金売上高（百万円） 755 1,857 145.9％

セグメント利益(百万円) 788 1,216 54.3％

月間ログインユーザー数
1,527万人

(平成23年６月)

1,453万人

(平成24年６月)
－

スマートフォン

月間ログインユーザー数

328万人

(平成23年６月)

788万人

(平成24年６月)
－

（注）スマートフォン月間ログインユーザー数は、平成23年６月はmixi Touch（ブラウザ）のみの数値、平成24年６

月は、公式アプリからの利用も加えた数値となっております。

　
ソーシャル・ネットワーキング サービス「mixi」におきましては、順調に拡大するスマートフォンユーザーに対

応すべく、スマートフォン版「mixi」を中心に、機能やインターフェースの改善を行ってまいりました。

EDINET提出書類

株式会社ミクシィ(E05617)

四半期報告書

 3/18



収益面では、課金においてスマートフォンアプリのタイトルが順調に増加し、課金ユーザーも堅調に推移したこと

により、前年同四半期比145.9％増となりました。一方広告においては、スマートフォン広告では広告メニューの整備

を進め、広告出稿社数も順調に拡大したものの、フィーチャーフォン広告が減少したことにより、前年同四半期比

29.1％減となっております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,283百万円（前年同四半期比18.6％増）となりました。また、セ

グメント利益は1,216百万円（前年同四半期比54.3％増）となりました。

　
② Find Job !事業

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日

　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日

　至　平成24年６月30日)

前年同四半期比
増減率

売上高(百万円) 218 239 9.5％

セグメント利益(百万円) 181 205 13.1％

　
Web系求人サイト「Find Job !」におきましては、Web系の求人情報に特化することにより他社との差別化を図る

ことで収益の拡大を目指してまいりました。そのような中Web業界の求人動向は回復傾向にあり、取引社数も堅調に推

移してきております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は239百万円（前年同四半期比9.5％増）、セグメント利益は205百

万円（前年同四半期比13.1％増）となりました。

　
(2)　財政状態の分析

① 財政状態

当第１四半期連結会計期間の財政状態は、資産については流動資産が15,576百万円（前連結会計年度末比216百万

円減少）となり、主な要因としては、売掛金の減少があげられます。固定資産は3,506百万円（前連結会計年度末比350

百万円減少）となり、主な要因としては、繰延税金資産の減少があげられます。

負債については、流動負債が3,860百万円（前連結会計年度末比987百万円減少）となり、主な要因としては、未払

法人税等の支払いによる減少があげられます。固定負債は73百万円（前連結会計年度末比4百万円減少）となりまし

た。純資産は15,148百万円（前連結会計年度末比425百万円増加）となり、主な要因としては、利益剰余金の増加があ

げられます。

　
② キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は7,824百万円となりま

した。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は452百万円（前年同四半期は839百万円の使

用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が957百万円となっ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１四半期連結累計期間において投資活動により獲得した資金は68百万円（前年同四半期は386百万円の使

用）となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入97百万円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１四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は108百万円（前年同四半期は1,885百万円の使

用）となりました。これは主に、配当金の支払いによるものであります。

　

EDINET提出書類

株式会社ミクシィ(E05617)

四半期報告書

 4/18



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 528,000

計 528,000

　

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24年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年８月10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 155,106 155,106
東京証券取引所
（マザーズ）

当社は単元株制度は採
用しておりません。

計 155,106 155,106 － －

（注）「提出日現在発行数」の欄には、平成24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

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 155,106 － 3,765 － 3,735

　

(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24年３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24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

 
6,000

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 149,106 149,106 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 　 155,106 － －

総株主の議決権 － 149,106 －

　
②　【自己株式等】

平成24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(％)

(自己保有株式)

株式会社ミクシィ
東京都渋谷区東
一丁目２番20号

6,000 － 6,000 3.87

計 － 6,000 － 6,000 3.87

（注）当第１四半期連結会計期間において、新株予約権の行使に伴い自己株式200株を処分しております。
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

　
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24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,423 10,825

売掛金 5,073 4,524

その他 461 414

貸倒引当金 △165 △188

流動資産合計 15,792 15,576

固定資産

有形固定資産

建物 432 436

減価償却累計額 △66 △78

建物（純額） 366 358

工具、器具及び備品 2,587 2,542

減価償却累計額 △1,697 △1,734

工具、器具及び備品（純額） 890 807

その他 2 3

減価償却累計額 △0 △0

その他（純額） 2 3

有形固定資産合計 1,258 1,169

無形固定資産 317 286

投資その他の資産

その他 2,282 2,052

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,280 2,050

固定資産合計 3,857 3,506

資産合計 19,649 19,082

負債の部

流動負債

未払金 946 839

未払法人税等 907 82

預り金 2,709 2,671

賞与引当金 185 104

その他 99 163

流動負債合計 4,848 3,860

固定負債

資産除去債務 21 21

その他 57 52

固定負債合計 78 73

負債合計 4,926 3,934
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,765 3,765

資本剰余金 3,735 3,735

利益剰余金 8,955 9,321

自己株式 △1,753 △1,694

株主資本合計 14,704 15,127

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △32 △35

その他の包括利益累計額合計 △32 △35

新株予約権 50 56

純資産合計 14,722 15,148

負債純資産合計 19,649 19,082
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 2,986 3,539

売上原価 1,014 984

売上総利益 1,971 2,554

販売費及び一般管理費 1,632 1,665

営業利益 338 889

営業外収益

受取利息 2 2

投資事業組合運用益 － 19

その他 2 3

営業外収益合計 4 25

営業外費用

持分法による投資損失 41 20

為替差損 3 22

その他 18 －

営業外費用合計 63 42

経常利益 279 871

特別利益

関係会社株式売却益 － 86

その他 － 1

特別利益合計 － 88

特別損失

固定資産除却損 14 3

特別損失合計 14 3

税金等調整前四半期純利益 264 957

法人税、住民税及び事業税 52 106

法人税等調整額 75 287

法人税等合計 128 394

少数株主損益調整前四半期純利益 136 562

少数株主損失（△） △10 －

四半期純利益 147 562

EDINET提出書類

株式会社ミクシィ(E05617)

四半期報告書

10/18



【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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 136 562

その他の包括利益

為替換算調整勘定 5 △3

その他の包括利益合計 5 △3

四半期包括利益 141 559

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 152 559

少数株主に係る四半期包括利益 △10 －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24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 264 957

減価償却費 147 117

のれん償却額 4 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15 22

賞与引当金の増減額（△は減少） △54 △81

受取利息及び受取配当金 △2 △2

為替差損益（△は益） 2 17

持分法による投資損益（△は益） 41 20

投資事業組合運用損益（△は益） 9 △19

固定資産除却損 14 3

関係会社株式売却損益（△は益） － △86

売上債権の増減額（△は増加） 366 547

未払金の増減額（△は減少） △607 △105

未払消費税等の増減額（△は減少） △0 32

預り金の増減額（△は減少） 135 △58

その他 54 2

小計 393 1,373

利息の受取額 3 3

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △1,236 △924

営業活動によるキャッシュ・フロー △839 452

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,500 △1,500

定期預金の払戻による収入 1,500 1,500

有形固定資産の取得による支出 △552 △25

無形固定資産の取得による支出 △23 △5

投資有価証券の取得による支出 △117 －

貸付金の回収による収入 320 －

関係会社株式の売却による収入 － 97

その他 △13 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △386 68

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △1,753 －

自己株式の処分による収入 － 10

配当金の支払額 △132 △118

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,885 △108

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,109 401

現金及び現金同等物の期首残高 11,293 7,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 8,183

※1
 7,824

EDINET提出書類

株式会社ミクシィ(E05617)

四半期報告書

12/18



【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

　株式会社ネイキッドテクノロジーにつきましては、当第１四半期連結会計期間において全株式を譲渡したため、連

結の範囲から除外しております。
 

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

　Pikkle株式会社につきましては、当第１四半期連結会計期間において全株式を譲渡したため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

　

【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（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）

当社及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４月１日以後に取

得した有形固形資産については、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。

これによる、当第１四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．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、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23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

　 (平成23年６月30日現在) (平成24年６月30日現在)

現金及び預金勘定 10,183百万円 10,825百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,000百万円 △3,000百万円

現金及び現金同等物 8,183百万円 7,824百万円

　
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日
定時株主総会

普通株式 155 1,000平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金

　
２．株主資本の著しい変動

当社は、当第１四半期連結会計期間に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-３)において、買付を実施

し自己株式を取得いたしました。

この結果、当第１四半期連結会計期間において、自己株式は6,000株、1,753百万円増加し、当第１四半期連結会計期間

の四半期連結貸借対照表における自己株式は1,753百万円となっております。

　

当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月11日
取締役会

普通株式 149 1,000平成24年３月31日 平成24年６月７日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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：百万円）

　

報告セグメント

その他 合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

ソーシャル
ネット事業

Find Job !
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,767 218 2,986 － 2,986 － 2,986

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

35 0 35 － 35 △35 －

計 2,802 218 3,021 － 3,021 △35 2,986

セグメント利益 788 181 969 － 969 △630 338

(注) １．セグメント利益の調整額△630百万円は、全社費用であります。主に報告セグメントに帰属しない管理部門等

に係る費用であります。

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。

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　
　

当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30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：百万円）

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

ソーシャル
ネット事業

Find Job !
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,283 239 3,522 16 3,539 － 3,539

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 0 0 － 0 △0 －

計 3,283 239 3,522 16 3,539 △0 3,539

セグメント利益又は損
失（△）

1,216 205 1,421 △29 1,392 △503 889

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スマートフォンアプリの開発や米

国における市場調査を行う事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△503百万円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない管理部門

等に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失は、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。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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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並びに潜在株式調整後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。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 964.21円 3,770.90円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 147 562

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 147 562

普通株式の期中平均株式数(株) 152,587 149,211

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 962.16円 3,766.08円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 324 191

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

平成23年５月18日取締役会決
議ストック・オプション（新
株予約権）

普通株式　　　　　 370株
行使価格　　　 314,862円

－

　

(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２４年８月８日

　

株式会社ミクシィ

 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    中　　桐　　光　　康   印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    菊　　地　　　　　徹    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
式会社ミクシィの平成２４年４月１日から平成２５年３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２４年４月１日から平成２４年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２４年４月
１日から平成２４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、株式会社ミクシィ及び連結子会社の平成２４
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１四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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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