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(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第２四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26年６月30日）

（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 ％

26年12月期第２四半期 2,237 9.0 309 △15.5 303 △17.4 166 △26.5

25年12月期第２四半期 2,053 8.8 366 5.1 367 1.5 226 9.2
(注) 包括利益 26年12月期第２四半期 176百万円(△22.7％) 25年12月期第２四半期 227百万円( 9.9％)
　

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

26年12月期第２四半期 123.22 122.95

25年12月期第２四半期 170.50 169.03
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年12月期第２四半期 4,004 1,924 48.1

25年12月期 3,791 1,894 50.0
(参考) 自己資本 26年12月期第２四半期 1,924百万円 25年12月期 1,894百万円
　　　

２．配当の状況

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

25年12月期 - 0.00 - 135.00 135.00

26年12月期 - 0.00

26年12月期(予想) - 135.00 135.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成26年12月期の連結業績予想（平成26年１月１日～平成26年12月31日）

(％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 4,500 8.0 750 3.3 770 3.6 450 10.2 334.84
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 -社（社名） 除外 -社（社名）
　　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年12月期２Ｑ 1,358,650株 25年12月期 1,344,200株

② 期末自己株式数 26年12月期２Ｑ 290株 25年12月期 290株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期２Ｑ 1,350,971株 25年12月期２Ｑ 1,327,532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
時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご欄下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済対策の効果もあり、緩やかな景気回復の基調

が続きました。また個人消費では、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とその反動が見られたものの、雇用情勢

や所得環境の着実な改善もあり、総じて堅調に推移しました。

　こうした中で当社グループが事業展開を行うインターネット業界は、引き続き著しいスピードで変化をしており

ます。とりわけEC市場においては、BtoCのみならずCtoC（一般消費者間で行われる電子商取引）市場への新規参入

が増加するなど裾野が広がりつつある中、スマートフォンやタブレット端末などデバイスの急激な普及を背景に利

用者のECを通じた消費活動に対する抵抗感も徐々に薄れてきており、市場規模は緩やかに拡大基調を持続しており

ます。

　このような状況の下、当社グループは「もっとおもしろくできる」を企業理念として掲げ、主力既存事業に対し

て積極的な広告投資を行い認知度の向上を図るとともに、サービスのスマートフォンやタブレット対応を進め、ユ

ーザーの利便性の向上を図りました。また、拡大を続けるEC市場に対して新規投資を引き続き行っております。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高2,237,522千円（前年同期比9.0％増）、営業利益

309,647千円（前年同期比15.5％減）、経常利益303,323千円（前年同期比17.4％減）、四半期純利益は166,467千円

（前年同期比26.5％減）となりました。

(セグメント別の状況)

①ホスティング事業

ホスティング事業では、レンタルサーバー各サービスにおいて、初期費用無料キャンペーン、乗り換えキャンペ

ーンの展開や広告による積極的な新規顧客の獲得を図ったことにより、当第２四半期連結累計期間のレンタルサー

バー契約数は404,000件（前年同期比18,000件増）となりました。

　また、「.tokyo」や「.nagoya」などのご当地ドメインの先行登録や、新gTLD（分野別トップレベルドメイン）の

申し込みを開始したことなどにより、登録ドメイン数は914,000件（前年同期比72,000件増）となりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間におけるホスティング事業の売上高は1,544,045千円（前年同期比7.0％

増）、セグメント利益は446,111千円（前年同期比2.3％減）となりました。

②EC支援事業

EC支援事業では、主力事業である「カラーミーショップ」において、より快適にサービスをご利用して頂けるよ

う、新たにショップ運営者向けのサポートツールやAndroidアプリの提供を開始いたしました。合わせて、認知度の

向上や新規契約獲得を図るため、WEBを中心とした広告を継続して行うなどの施策を実施した結果、当第２四半期連

結累計期間の「カラーミーショップ」契約件数は41,600件（前年同期比400件増）となりました。

　また、ハンドメイドマーケットプレイス「minne（ミンネ）」では、他社と連携しリアルイベントを行うことによ

ってハンドメイド業界での認知度が向上し、作家数、作品数が順調に増加しております。４月にはTシャツやiPhone

ケースなどのオリジナルグッズを簡単に作れる「SUZURI（スズリ）」の提供を開始し、より広いターゲットへのアプ

ローチを図りました。さらに、２月から提供しているスマートフォン向けフリーマーケットアプリ「kiteco（キテ

コ）」では、ユーザー数や流通金額の増額を狙い、販売可能なカテゴリーの拡大やAndroidアプリの提供を開始いた

しました。このように、成長分野への積極的な投資を継続的に行っております。

この結果、当第２四半期連結累計期間におけるEC支援事業の売上高は556,777千円（前年同期比17.8％増）、セグ

メント利益は145,000千円（前年同期比29.0％減）となりました。

③コミュニティ事業

コミュニティ事業では、会員数299万人にのぼるブログサービス「JUGEM」において、当第2四半期連結累計期間の

ブログ有料プラン「JUGEM PLUS」の契約件数は21,650件（前年同期比420件増）となりました。

　また、ブックレビューコミュニティサイト「ブクログ」は会員数779,000名（前年同期比104,000件増）となりま

した。さらに、引き続きスマートフォン向け広告のチューニングやサービス運営にかかるコストの効率化などを行

い、さらなる収益の強化を図りました。

この結果、当第２四半期連結累計期間におけるコミュニティ事業の売上高は136,699千円（前年同期比0.9％減)、

セグメント利益は39,200千円（前年同期比104.5％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　（財政状態の分析）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は4,004,275千円（前連結会計年度末比212,379千円増）となりました。

これは、主に売上の増加により「売掛金」が増加したことや「関係会社預け金」が増加したことによるものでありま

す。

負債は2,079,889千円（同182,072千円増）となりました。これは、主に会員数等の増加に伴い「前受金」や「その

他（預り金）」等が増加したことによるものであります。

純資産は1,924,385千円（同30,306千円増）となりました。これは、主に新株予約権の行使により「資本金」、「資本

剰余金」が増加したことによるものであります。

　（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,650,169千円となり、前

連結会計年度末における資金1,528,834千円に対して、121,334千円増加しました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により獲得した資金は、376,084千円（前年同期は347,371千円の獲得）となりました。これは、主に税

金等調整前四半期純利益の計上によるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用した資金は、109,255千円（前年同期は820,495千円の使用）となりました。これは、主に固

定資産の取得によるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は、145,494千円（前年同期は172,426千円の使用）となりました。これは、主に配

当金の支払によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績見通しにつきましては、概ね計画通りに推移しておりますので、平成26年１月31日発表の業績予想に

変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)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

　 該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,528,834 1,350,169

関係会社預け金 - 300,000

売掛金 564,640 645,120

その他 160,180 172,526

貸倒引当金 △4,388 △3,905

流動資産合計 2,249,266 2,463,911

固定資産

有形固定資産 157,660 159,988

無形固定資産 253,639 272,568

投資その他の資産

投資有価証券 931,305 943,981

その他 200,024 163,826

投資その他の資産合計 1,131,329 1,107,807

固定資産合計 1,542,630 1,540,364

資産合計 3,791,896 4,004,275

負債の部

流動負債

営業未払金 72,437 71,777

未払法人税等 134,179 118,090

前受金 1,159,593 1,314,997

その他 518,747 559,605

流動負債合計 1,884,957 2,064,469

固定負債

資産除去債務 12,859 15,420

固定負債合計 12,859 15,420

負債合計 1,897,817 2,079,889

純資産の部

株主資本

資本金 141,845 159,677

資本剰余金 131,845 149,677

利益剰余金 1,612,251 1,597,291

自己株式 △873 △873

株主資本合計 1,885,069 1,905,772

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,009 18,613

その他の包括利益累計額合計 9,009 18,613

純資産合計 1,894,079 1,924,385

負債純資産合計 3,791,896 4,004,275
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 2,053,136 2,237,522

売上原価 953,971 1,062,640

売上総利益 1,099,164 1,174,881

販売費及び一般管理費 732,676 865,234

営業利益 366,487 309,647

営業外収益

受取利息 30 139

受取配当金 2,099 3,075

有価証券利息 1,772 11,570

助成金収入 4,400 -

その他 659 5,269

営業外収益合計 8,961 20,056

営業外費用

投資有価証券評価損 1,785 3,563

匿名組合投資損失 6,041 22,517

その他 456 298

営業外費用合計 8,284 26,379

経常利益 367,165 303,323

特別損失

減損損失 8,010 -

投資有価証券評価損 - 6,462

関係会社株式評価損 - 13,903

特別損失合計 8,010 20,365

税金等調整前四半期純利益 359,154 282,958

法人税、住民税及び事業税 134,964 114,600

法人税等調整額 △2,153 1,890

法人税等合計 132,810 116,490

少数株主損益調整前四半期純利益 226,343 166,467

四半期純利益 226,343 166,467
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 226,343 166,467

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,444 9,603

その他の包括利益合計 1,444 9,603

四半期包括利益 227,787 176,071

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 227,787 176,071

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26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 359,154 282,958

減価償却費 61,379 69,079

減損損失 8,010 -

投資有価証券評価損益（△は益） 1,785 10,026

関係会社株式評価損益（△は益） - 13,903

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,178 △483

匿名組合投資損益（△は益） 6,041 22,517

受取利息及び受取配当金 △2,130 △3,215

有価証券利息 △1,772 △11,570

売上債権の増減額（△は増加） △47,816 △80,480

前渡金の増減額（△は増加） 13,310 626

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,781 △17,264

営業未払金の増減額（△は減少） 13,738 △451

前受金の増減額（△は減少） 90,480 155,403

その他の流動負債の増減額（△は減少） 17,342 54,902

その他 △975 109

小計 505,947 496,061

利息及び配当金の受取額 3,902 14,786

法人税等の支払額 △162,478 △134,762

営業活動によるキャッシュ・フロー 347,371 376,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △700,000 △7,779

有形固定資産の取得による支出 △33,319 △34,274

無形固定資産の取得による支出 △54,274 △64,051

関係会社株式の取得による支出 △14,900 -

匿名組合出資金の払込による支出 △25,000 -

敷金及び保証金の差入による支出 - △6,881

敷金及び保証金の回収による収入 6,999 3,731

投資活動によるキャッシュ・フロー △820,495 △109,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による
収入

6,293 35,662

配当金の支払額 △178,719 △181,156

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,426 △145,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △645,549 121,334

現金及び現金同等物の期首残高 1,911,616 1,528,834

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,266,066 1,650,169
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 株式資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

（セグメント情報等）

　 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年１月１日 至 平成26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：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額合計
（注）２

ホスティン
グ事業

EC支援事業
コミュニテ
ィ事業

計

売上高

　外部顧客への売上高 1,544,045 556,777 136,699 2,237,522 － 2,237,522

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

－ － － － － －

計 1,544,045 556,777 136,699 2,237,522 － 2,237,522

セグメント利益又は損失（△） 446,111 145,000 39,200 630,312 △320,665 309,647

（注）１ セグメント利益の調整額△320,665千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

　 セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　 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。

　 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

　 （固定資産に係る重要な減損損失）

　 該当事項はありません。

　 （のれんの金額の重要な変動）

　 該当事項はありません。

　 （重要な負ののれんの発生益）

　 該当事項はありません。

５．その他

　サービス別契約件数

　 当第２四半期における主要サービス別契約件数は以下のとおりです。

事業部門
平成25年
第２四半期
（件）

平成25年
第３四半期
（件）

平成25年
第４四半期
（件）

平成26年
第１四半期
（件）

平成26年
第２四半期
（件）

前年同
四半期比
（％）

レンタルサーバー（注１） 386,000 392,000 396,000 402,000 404,000 104.7

ムームードメイン 842,000 867,000 885,000 910,000 914,000 108.6

カラーミーショップ 41,200 41,600 41,300 41,400 41,600 101.0

JUGEM PLUS（注２） 21,230 21,350 21,480 21,630 21,650 102.0

（注） １ レンタルサーバーは「ロリポップ！」「ヘテムル」「プチ・ホームページサービス」の合算です。

　 ２ 「JUGEM PLUS」は、無料ブログ「JUGEM」の有料版です。
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