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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第２四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27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 ％

27年12月期第２四半期 2,662 19.0 △184 - △172 - △197 -

26年12月期第２四半期 2,237 9.0 309 △15.5 303 △17.4 166 △26.5
(注) 包括利益 27年12月期第２四半期 △197百万円( -％) 26年12月期第２四半期 176百万円(△22.7％)
　

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

27年12月期第２四半期 △74.04 -

26年12月期第２四半期 61.61 61.48
　

(注）１．当社は平成27年５月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。前連結会
計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益を算定しております。

　 ２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については潜在株式は存在するものの１
株当たり四半期純損失が計上されているため、記載しておりません。

　

（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 ％

27年12月期第２四半期 4,412 1,742 39.2

26年12月期 4,414 2,108 47.8
(参考) 自己資本 27年12月期第２四半期 1,729百万円 26年12月期 2,108百万円
　　　

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

26年12月期 － 0.00 － 135.00 135.00

27年12月期 0.00 0.00

27年12月期(予想) － － －

(注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　 ２．現段階において平成27年12月期の期末配当予想については未定です。今後予想の可能になった時点で速やかに
公表いたします。

　

３．平成27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27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 4,950 9.2 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信 （宝印刷）  2015年07月29日 13時33分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） ＯＣアイランド株式会社 、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) 27年12月期２Ｑ 2,717,300株 26年12月期 2,717,300株

② 期末自己株式数 27年12月期２Ｑ 46,646株 26年12月期 46,646株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期２Ｑ 2,670,654株 26年12月期２Ｑ 2,701,942株
　

(注) 当社は平成27年５月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数（自己株式を含む）、期末自己株式数及び期中平均株
式数(四半期累計)を算定しております。

　

※ 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きが実施中です。

※ 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」をご覧ください。
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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わが国経済は、経済・金融政策の効果もあり、円安株高基調が継続いたしまし

た。さらに、企業収益の改善等により設備投資は増加基調となり、家計所得や雇用改善を背景とした個人消費の底固

い動きなどにより、緩やかな回復基調が続いております。一方で、欧州におけるギリシャの債務問題が深刻化してい

ることや新興国の経済成長の鈍化が見られることなどから、景気の先行き不透明感が高まっております。

　そうした中、当社グループが事業展開を行うインターネット市場におきましては、スマートフォンやタブレット端

末の普及によって、より手軽にECを通じた売買ができる環境が整ってまいりました。これにより、BtoC分野のみなら

ずCtoC分野においてもEC化率が高まってきており、EC市場につきましては引き続き拡大傾向にあります。

　このような環境のもと、当社グループは「インターネットで可能性をつなげる、ひろげる」をミッションとして掲

げ、インターネットを通じた個人の表現活動を支える企業として幅広い事業展開を行ってまいりました。

　主力のストック事業につきましては、キャンペーン、広告の展開及びリアルイベントの開催などによる認知度向上

に積極的に取り組み、新規顧客の獲得を図ったことから、契約数は堅調に増加いたしました。

　積極投資を行っているCtoCハンドメイドマーケット「minne」につきましては、引き続き、TVCM放映や各種広告など

を積極的に行ったことにより、広告宣伝費605,683千円を計上しております。

　また、ハンドメイドマーケット市場で圧倒的ナンバーワンの地位を確立するべく、本年６月にCtoCハンドメイドマ

ーケット業界において作品数３位のＯＣアイランド株式会社の株式を取得し、連結子会社化いたしました。

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2,662,494千円（前年同期比19.0％増）、営業損失

184,064千円（前年同期間は営業利益309,647千円）、経常損失172,151千円（前年同期間は経常利益303,323千円）、四

半期純損失197,722千円（前年同期間は四半期純利益166,467千円）となりました。

　
(セグメント別の状況)

①ホスティング事業

ホスティング事業におきましては、初期費用無料キャンペーンなどを継続して実施し、積極的に新規顧客の獲得

を図りました。また、「ロリポップ！」で提供している上位プラン「ビジネスプラン」におきましては、オプション

機能などの提供内容やサポート体制を強化しビジネスユースへの訴求を強め、アップセルの促進を図ったことなど

から、レンタルサーバー契約件数は415,000件（前年同期比11,000件増）となりました。

　また、レンタルサーバー契約件数の堅調な増加に伴い「ムームードメイン」におけるドメイン契約件数も順調

に推移し、登録ドメイン数は996,000件（前年同期比82,000件増）となりました。

以上の結果、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1,726,998千円（前年同期比11.8％

増）、セグメント利益は、519,000千円（前年同期比16.3％増）となりました。

②EC支援事業

EC支援事業におきましては、「カラーミーショップ」では、リアルイベントを開催し幅広い年代にアプローチを行

うなど、ブランディングの強化を図りました。また、継続率向上に取り組んでおり、サポート体制の強化やオプシ

ョン機能の追加など顧客満足度を上げる施策を積極的に行った結果、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43,200件（前年同期比1,600件増）と堅調に増加しました。

　また、国内最大のCtoCハンドメイドマーケット「minne」につきましては、TVCM放映や各種広告などを積極的に継

続して展開し、認知度向上とアプリダウンロードへの誘導を図った結果、５月にはダウンロード数が200万ダウンロ

ードを突破いたしました。さらに、全国の有名百貨店などにて期間限定のポップアップショップを展開し、ブラン

ドの訴求を積極的に行うとともに、作家と購入者だけでなく作家同士のコミュニケーションの場作りにも取り組み

ました。

以上の結果、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751,760千円（前年同期比35.0％増）、セ

グメント損失383,619千円（前年同期間はセグメント利益145,000千円）となりました。

③コミュニティ事業

コミュニティ事業におきましては、ブログサービス「JUGEM」におけるスマートフォンやタブレット経由の閲覧が

年々増加しております。そのため、ネイティブアドの導入、ポータルページの最適化及び閲覧スピードの向上など、

スマートフォンユーザーに向けたサービス価値の向上を積極的に進めました。その結果、広告収益は堅調に増加し、

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138,601千円（前年同期比1.4％増）、セグメント利

益は46,056千円（前年同期比17.5％増）となりました。
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　④その他

昨年11月に提供開始したPEPABO WiMAXが順調に契約件数を伸ばし、売上高は45,134千円、セグメント損失は2,541

千円となりました。

　

（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4,412,238千円（前連結会計年度末比2,743千円減）となりました。

これは、主に売掛金が416,262千円増加した一方、現金及び預金が649,694千円減少したことによるものであります。

負債は2,669,765千円（同362,987千円増）となりました。これは、主に未払金が375,129千円増加したことによる

ものであります。

純資産は1,742,473千円（同365,731千円減）となりました。これは、主に四半期純損失及び剰余金の配当に伴い、

利益剰余金が377,992千円減少したことによるものであります。

　
(キャッシュフロー状況の分析)

当第２四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。）は、前連結会計年度末に比べ

50,305千円増加し、2,158,710千円となりました。

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

営業活動の結果支出した資金は、252,519千円（前年同期間は376,084千円の収入）となりました。これは、主に

売上債権の増加額377,148千円による減少の結果であります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は、482,999千円（前年同期間は109,255千円の支出）となりました。これは、主に

有価証券の償還による収入700,000千円による増加の結果であります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果支出した資金は、180,174千円（前年同期比34,680千円の支出増）となりました。これは、主に配

当金の支払額180,174千円による減少の結果であります。

　

（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27年２月４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

　第２四半期連結会計期間において、ＯＣアイランド株式会社の株式を取得したため、同社を連結の範囲に含めており

ます。

　

（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26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,108,405 1,458,710

関係会社預け金 － 700,000

売掛金 533,936 950,198

有価証券 700,000 －

その他 162,684 300,350

貸倒引当金 △3,833 △4,223

流動資産合計 3,501,192 3,405,036

固定資産

有形固定資産 186,047 247,612

無形固定資産

のれん 1,386 105,079

その他 233,453 234,247

無形固定資産合計 234,840 339,326

投資その他の資産

投資有価証券 345,094 354,565

その他 147,807 65,698

投資その他の資産合計 492,901 420,263

固定資産合計 913,789 1,007,202

資産合計 4,414,982 4,412,238

負債の部

流動負債

営業未払金 110,226 134,836

未払金 265,726 640,856

未払法人税等 158,079 3,322

前受金 1,345,627 1,462,684

その他 411,590 395,395

流動負債合計 2,291,250 2,637,096

固定負債

資産除去債務 15,527 19,658

その他 － 13,011

固定負債合計 15,527 32,669

負債合計 2,306,777 2,669,765

純資産の部

株主資本

資本金 159,677 159,677

資本剰余金 149,677 149,677

利益剰余金 1,841,267 1,463,274

自己株式 △107,274 △107,274

株主資本合計 2,043,346 1,665,354

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 64,857 64,590

その他の包括利益累計額合計 64,857 64,590

新株予約権 － 12,528

純資産合計 2,108,204 1,742,473

負債純資産合計 4,414,982 4,412,238
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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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 2,237,522 2,662,494

売上原価 1,062,640 1,248,375

売上総利益 1,174,881 1,414,118

販売費及び一般管理費 865,234 1,598,183

営業利益又は営業損失（△） 309,647 △184,064

営業外収益

受取利息 139 13

受取配当金 3,075 1,578

有価証券利息 11,570 9,499

匿名組合投資利益 - 3,557

その他 5,269 463

営業外収益合計 20,056 15,112

営業外費用

投資有価証券評価損 3,563 2,953

匿名組合投資損失 22,517 -

その他 298 245

営業外費用合計 26,379 3,198

経常利益又は経常損失（△） 303,323 △172,151

特別損失

減損損失 - 22,317

投資有価証券評価損 6,462 18,934

関係会社株式評価損 13,903 -

特別損失合計 20,365 41,252

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

282,958 △213,404

法人税、住民税及び事業税 114,600 663

法人税等調整額 1,890 △16,344

法人税等合計 116,490 △15,681

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

166,467 △197,722

四半期純利益又は四半期純損失（△） 166,467 △197,722
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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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

166,467 △197,722

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,603 △267

その他の包括利益合計 9,603 △267

四半期包括利益 176,071 △197,990

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 176,071 △197,990

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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27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又は税金等調整
前四半期純損失（△）

282,958 △213,404

減価償却費 69,079 70,992

減損損失 - 22,317

貸倒引当金の増減額（△は減少） △483 △129

投資有価証券評価損益（△は益） 10,026 21,887

関係会社株式評価損益（△は益） 13,903 -

匿名組合投資損益（△は益） 22,517 △3,557

受取利息及び受取配当金 △3,215 △1,592

有価証券利息 △11,570 △9,499

売上債権の増減額（△は増加） △80,480 △377,148

前渡金の増減額（△は増加） 626 △26,595

その他の流動資産の増減額（△は増加） △17,264 △63,150

営業未払金の増減額（△は減少） △451 28,085

未払金の増減額（△は減少） 63,168 375,037

前受金の増減額（△は減少） 155,403 117,057

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,265 △57,971

その他 109 6,947

小計 496,061 △110,720

利息及び配当金の受取額 14,786 11,091

法人税等の支払額 △134,762 △152,890

営業活動によるキャッシュ・フロー 376,084 △252,519

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 △34,274 △109,724

無形固定資産の取得による支出 △64,051 △43,221

投資有価証券の取得による支出 △7,779 △55,477

有価証券の償還による収入 - 700,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

- △101,727

投資事業組合からの分配による収入 - 18,808

匿名組合出資金の払戻による収入 - 74,687

敷金及び保証金の差入による支出 △6,881 △344

敷金及び保証金の回収による収入 3,731 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,255 482,999

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

35,662 -

配当金の支払額 △181,156 △180,174

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,494 △180,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 121,334 50,305

現金及び現金同等物の期首残高 1,528,834 2,108,405

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,650,169 2,158,710
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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）

　株主資本の金額は、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）

Ⅰ 前第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 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。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27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
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

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 1,726,998 751,760 138,601 2,617,360 45,134 2,662,494 － 2,662,494

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 1,726,998 751,760 138,601 2,617,360 45,134 2,662,494 － 2,662,494

セグメント利益又は損失
（△）

519,000 △383,619 46,056 181,437 △2,541 178,896 △362,960 △184,064

(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、PEPABO WiMAXサービスを含んでお

ります。

２．セグメント利益の調整額△362,960千円は、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。

３．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）

（単位：千円）

ホスティン
グ事業

EC支援事業
コミュニテ

ィ事業
その他 全社・消去 合計

減損損失 9,979 12,338 － － － 22,317

　
　 （のれんの金額の重要な変動）

「EC支援事業」セグメントにおいて、平成27年６月30日をみなし取得日として、ＯＣアイランド株式会社が新た

に連結子会社となっております。なお、該当事象によるのれんの増加額は、当第２四半期累計期間において

104,012千円であります。

　
　 （重要な負ののれんの発生益）

　 該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

　取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

　①被取得企業の名称及び事業の内容

　 被取得企業の名称 ＯＣアイランド株式会社

事業の内容 ハンドメイド作品が売買できるWEBマーケット「tetote」運営及び無料ハンドメイドレシピと手

づくり情報コミュニティ「レシパ」運営。

　②企業結合を行った主な理由

当社は、国内CtoCハンドメイドマーケット市場におけるNo.１のポジションをより確固たるものにし、CtoCハ

ンドメイドマーケット市場の拡大と、ハンドメイド市場全体のさらなる活性化を目的としています。

　③企業結合日

　 平成27年６月15日

　④企業結合の法的形式

　 株式の取得

　⑤結合後企業の名称

　 変更はありません。

　⑥取得した議決権比率

　 90％

　⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

　 当社が現金を対価とした株式取得により、被取得企業の議決権の90％を取得したためです。

　
(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

みなし取得日を平成27年６月30日としており、当該子会社については、平成27年６月30日現在の財務諸表を基

礎として連結決算を行っているため、当第２四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書には、被取得企

業の業績は含まれていません。

　
(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

　 取得の対価 99,993千円

　 取得に直接要した費用 2,901千円

　 取得原価 102,895千円

　
(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　 ①発生したのれんの金額

　 104,012千円

　 ②発生原因

　 今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。

　 ③償却方法及び償却期間

　 ５年間にわたる均等償却

　
５．その他

サービス別契約件数等

　 当第２四半期における主要サービス別契約件数等は以下のとおりです。

事業部門
平成26年
第２四半期
（件）

平成26年
第３四半期
（件）

平成26年
第４四半期
（件）

平成27年
第１四半期
（件）

平成27年
第２四半期
（件）

前年同
四半期比
（％）

レンタルサーバー 404,000 407,000 410,000 413,000 415,000 102.7

ムームードメイン 914,000 930,000 950,000 960,000 996,000 109.0

カラーミーショップ 41,600 42,000 42,400 42,800 43,200 103.8

minne 40,300 56,600 75,900 102,500 128,400 318.6

　（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．「minne」は、作家登録数です。
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