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1.  平成23年4月期第1四半期の業績（平成22年5月1日～平成22年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

23年4月期第1四半期 732 75.6 394 120.5 389 133.4 209 128.2
22年4月期第1四半期 417 ― 178 ― 166 ― 91 ―

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

23年4月期第1四半期 26.08 25.41
22年4月期第1四半期 78.09 74.17

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年4月期第1四半期 3,219 2,820 87.6 350.43
22年4月期 3,313 2,627 79.3 653.32

（参考） 自己資本   23年4月期第1四半期  2,820百万円 22年4月期  2,627百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
※当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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

22年4月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年4月期 ―
23年4月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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)

1,445 62.3 623 51.8 590 48.1 293 36.7 36.51

通期 3,252 47.3 1,486 39.6 1,420 35.0 707 24.7 87.86



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期1Q 8,049,000株 22年4月期  4,022,400株
② 期末自己株式数 23年4月期1Q  302株 22年4月期  100株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期1Q 8,045,415株 22年4月期1Q 1,177,761株

※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きましては、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きが実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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、
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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
（株式分割についてのご注意） 
当社は、平成21年12月１日付で株式１株につき３株の株式分割及び平成22年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国の需要を背景とした輸出増加や景気対策の効果により、企

業収益は改善基調を持続しております。景気も緩やかな回復傾向にあるものの、欧州諸国の信用不安や円高等の影

響により先行き不透明な状況で推移しております。個人消費にも一部持ち直しの動きが見られましたが、雇用情勢

は依然として厳しい状況が続き、自律的回復までには至っておりません。  

 一方で、インターネットの利用状況は、新型デバイスの台頭によりインターネットを活用する機会が増加し、よ

り一層日常生活への影響力が高まっております。   

 このような経営環境におきまして、当社では事業の基盤である「クックパッド」及び「モバれぴ」のサービス開

発及び運営に注力してまいりました。具体的には以下の点が挙げられます。トラフィック増加時でも快適に利用で

きるよう、サーバのチューニングを繰り返し実施するなどインフラ基盤を強化することで、利用者の体感速度向上

に取り組んでまいりました。また、利用者の多様なニーズに対してより精度の高い結果を返すため、サービス内の

利用状況等の解析結果に基づき、迅速且つ着実にサービスを改善してまいりました。   

 このような取組みを通じて、引き続き利用者視点に立ったサービスの開発及び改善を継続したことにより、月間

利用者数及び月間ページビュー数ともに前年同月比増加傾向を示しております。平成22年７月における「クックパ

ッド」の月間利用者数は944万人（前年同月比38.9％増）、月間ページビュー数は３億9,291万ページビュー（前年

同月比22.6％増）となりました。なお、累積レシピ数は81万品（前年同月比38.6％増）となっております。  

 以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比75.6％増）、営業利益は 百万円（前年

同期比120.5％増）、経常利益は 百万円（前年同期比133.4％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期比

128.2％増）となりました。 

 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ありません。事業部門ごとの取組み及び関連

市場の動向は以下の通りであります。 

  

① 会員事業部門 

 インターネット関連市場におきましては、スマートフォン等デバイスの多様化により、従来までの娯楽用途や

ビジネス用途に加え、日常的にインターネットを活用する機会が増え、不可欠なものとして生活に浸透しており

ます。 

 そのような状況の中、当社は引き続きモバイルサービス強化に注力してまいりました。既存利用者の満足度向

上のため、以下の点に取り組んでまいりました。利用者にとって短時間で求めているレシピが決まるよう、トッ

プページ及び検索結果画面の表示改善、無駄な遷移を減らすページ構成への見直しを徹底するなど、利便性向上

に努めてまいりました。 

 また、新デバイス対応も、平成21年11月にリリースしたiPhone向けアプリが100万ダウンロードを超えるな

ど、順調に推移しております。  

 このように、利用者視点でサービス改善を徹底した結果、有料会員数は引き続き増加し、当第１四半期累計期

間の売上高は358百万円（前年同期比177.0％増）となりました。 

  

② マーケティング支援事業部門 

 食品・飲料業界におきましては、内食回帰の傾向であるものの、生活防衛意識や節約志向の高まりを背景に、

価格競争はより厳しい状況が続いております。そのような状況の中、各社は広告宣伝費及び店頭での販売促進費

を主力商品に集中するなど効率的に投下することに加え、既存商品の活性化や商品開発に積極的に取り組んでお

ります。従来の価格訴求のみならず、メニュー提案や使い方提案など、生活者にとっての付加価値を提供し、利

用・飲用シーンを拡大することで商品の需要拡大に取組む企業が増えております。  

 このような環境のもと、当社では引き続き、既存顧客を中心としてレシピマーケティングに取り組んでまいり

ました。分散処理を活用したユーザ動向の解析や施策における効果指標の整備に注力したことにより、既存顧客

からのリピート受注が増加いたしました。また、取扱商品ブランド数が増加し、施策によって生まれたレシピを

販促活動に活用する顧客数も増加するなど、食品・飲料業界を中心に当社のレシピマーケティングが浸透した結

果、前年同期に比べ増収となりました。  

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は266百万円（前年同期比33.0％増）となりました。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

732 394

389 209
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③ 広告事業部門  

 当事業部門におきましては、当社サービスが生活動線上のサービスであるという特性と「クックパッド」の月

間利用者数及び月間ページビュー数が増加傾向であることを背景に、マーケティング支援事業部門における既存

顧客からの受注が堅調に推移し、前年同期比増収となりました。  

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は107百万円（前年同期比22.9％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①  資産、負債及び純資産の状況   

  前事業年度末から当第１四半期会計期間末までの財政状態の主な変動といたしましては、流動資産が 百

万円から 百万円に減少したこと及び固定資産が 百万円から 百万円に減少したことがあげられます。

負債及び純資産については、流動負債が 百万円から 百万円に減少した一方、利益剰余金が 百万円か

ら 百万円に増加したことがあげられます。 

 これらの主な要因は、流動資産については収益拡大により売掛金が増加した一方で、法人税及び消費税の支払

いによる現金及び預金の減少によるものであり、固定資産については資産の新規購入があった一方で、減価償却

の実施により減少したものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前事業年度末より

百万円減少し、残高は 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通りであ

ります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出（前年同四半期は４百万円の収入）となりました。こ

の主な要因は、税引前四半期純利益 百万円及び減価償却費 百万円を計上した一方で、法人税等の支払額

百万円及び売上の増加による売上債権の増加 百万円が生じ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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは３百万円の支出（前年同四半期比15.4％減）となりました。この主な要

因は、備品等の有形固定資産及びソフトウェア等の無形固定資産の取得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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出（前年同四半期は1,370百万円の収入）となりました。

この主な要因は、新株予約権の行使に伴う株式発行による収入があった一方で、配当による支出が生じたためで

あります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期会計期間におきましては、売上、営業利益、経常利益及び四半期純利益全てが計画を上回るペース

であり順調に推移しております。また、第２四半期会計期間以降につきましても足元の受注動向及び有料会員数の

推移等から当初の計画通り推移するものと見込んでおりますが、当社が属するインターネット業界は事業環境の変

化が激しく、先行きが不透明な点が多いことを鑑み、平成22年６月11日に発表した平成23年４月期の第２四半期累

計期間及び通期業績予想に変更はありません。 
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,266千円、税引前四半期純利益は5,984千円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「差入保証金」が5,984千円減少しておりま

す。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,333,792 2,526,719

受取手形及び売掛金 640,366 517,865

繰延税金資産 27,252 42,674

その他 6,281 7,585

貸倒引当金 △6,210 △1,566

流動資産合計 3,001,482 3,093,278

固定資産   

有形固定資産   

建物 58,637 31,470

減価償却累計額 △34,755 △31,470

建物（純額） 23,882 －

工具、器具及び備品 135,190 131,529

減価償却累計額 △73,953 △66,115

工具、器具及び備品（純額） 61,237 65,414

建設仮勘定 － 25,765

有形固定資産合計 85,119 91,180

無形固定資産 4,289 2,909

投資その他の資産   

関係会社株式 45,725 45,725

差入保証金 62,725 68,709

破産更生債権等 178 178

繰延税金資産 28,049 14,723

貸倒引当金 △178 △178

投資損失引当金 △8,296 △2,719

投資その他の資産合計 128,203 126,438

固定資産合計 217,611 220,528

資産合計 3,219,093 3,313,806

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,266 7,001

未払金 160,535 159,111

未払法人税等 175,694 434,464

未払消費税等 28,269 51,568

その他 27,768 33,785

流動負債合計 398,535 685,932

負債合計 398,535 685,932

純資産の部   

株主資本   

資本金 797,910 796,230

資本剰余金 797,335 795,655

利益剰余金 1,226,499 1,036,742

自己株式 △1,185 △752

株主資本合計 2,820,558 2,627,874

純資産合計 2,820,558 2,627,874

負債純資産合計 3,219,093 3,313,806
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 417,198 732,603

売上原価 10,096 10,659

売上総利益 407,102 721,943

販売費及び一般管理費 228,348 327,810

営業利益 178,753 394,132

営業外収益   

受取利息 39 231

その他 47 478

営業外収益合計 87 709

営業外費用   

株式交付費 11,734 －

為替差損 204 68

投資損失引当金繰入額 － 5,577

その他 136 2

営業外費用合計 12,076 5,648

経常利益 166,764 389,194

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,717

特別損失合計 － 4,717

税引前四半期純利益 166,764 384,476

法人税、住民税及び事業税 71,519 172,512

法人税等調整額 3,276 2,096

法人税等合計 74,795 174,608

四半期純利益 91,969 209,868
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 166,764 384,476

減価償却費 8,419 12,675

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,717

貸倒引当金の増減額（△は減少） 330 4,643

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 5,577

受取利息及び受取配当金 △39 △231

株式交付費 11,734 －

売上債権の増減額（△は増加） △70,739 △122,500

たな卸資産の増減額（△は増加） 47 68

仕入債務の増減額（△は減少） △18 △735

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,203 △23,298

その他の資産の増減額（△は増加） △2,117 1,389

その他の負債の増減額（△は減少） 8,559 △15,878

小計 118,737 250,904

利息及び配当金の受取額 － 77

法人税等の支払額 △114,626 △423,088

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,110 △172,106

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,319 △1,970

無形固定資産の取得による支出 △980 △1,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,299 △3,636

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 1,370,760 3,360

自己株式の取得による支出 － △433

配当金の支払額 － △20,111

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,370,760 △17,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,370,571 △192,926

現金及び現金同等物の期首残高 401,713 2,526,719

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,772,284 2,333,792
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 該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期累計期間(自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日) 

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月

27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日)を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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