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(百万円未満切捨て)
１．平成28年12月期第１四半期の連結業績（平成28年１月１日～平成28年３月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年12月期第１四半期 1,651 28.7 △174 － △157 － △103 －

27年12月期第１四半期 1,282 14.1 △120 － △121 － △98 －
(注) 包括利益 28年12月期第１四半期 △116百万円( －％) 27年12月期第１四半期 △98百万円( －％)
　

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

28年12月期第１四半期 △39.18 －

27年12月期第１四半期 △36.88 －
（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．前第１四半期連結累計期間及び当第１四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 ％

28年12月期第１四半期 4,264 904 20.3

27年12月期 4,062 1,012 24.2
(参考) 自己資本 28年12月期第１四半期 865百万円 27年12月期 981百万円
　　

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

27年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28年12月期 0.00

28年12月期(予想) 0.00 0.00 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
　　　

３．平成28年12月期の連結業績予想（平成28年１月１日～平成28年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) － － － － － － － － －

通期 6,850 20.2 0 － 0 － 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
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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 ： 有

　 (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 １社（社名） 株式会社ブクログ

(注) 詳細は、添付資料４ページ「２．（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。
　

（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 ： 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
　

　

（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) 28年12月期１Ｑ 2,717,300株 27年12月期 2,717,300株

② 期末自己株式数 28年12月期１Ｑ 83,146株 27年12月期 83,146株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年12月期１Ｑ 2,634,154株 27年12月期１Ｑ 2,670,654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、「（４）発行済株式数（普通株式）」を記載しております。

　

※ 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「１．（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧下さい。
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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」というミッションの下、レンタルサーバ

ー、ショッピングカートASPサービス及びCtoCハンドメイドマーケットといった主に個人の表現活動を支援するサ

ービスを展開しております。

　そうした中、2012年に提供を開始したCtoCハンドメイドマーケット「minne」が、わずか２年で作家数、作品数

ともに国内 No.１になるなど急成長をいたしました。「minne」をより強いサービスへと成長させるべく、経営資

源を集中し、プロモーションや組織の強化への投資を平成27年12月期から継続的に行っております。その結果、

２月にスマートフォンアプリダウンロード数は500万DLを突破し、流通金額も当第１四半期連結累計期間で

1,971,096千円（前年同期比221.9％増）と過去最高金額を更新しております。なお、同期間における「minne」へ

の広告宣伝費は440,944千円(前年同期比47.3％増）となりました。

　また、主力のホスティング事業及びEC支援事業におけるストック型サービスにつきましても、「契約件数増」と

「顧客単価増」をテーマに掲げ、様々な施策に取り組み、契約件数及び顧客単価は堅調に推移いたしました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高1,651,065千円（前年同期比28.7％増）、営業

損失174,643千円（前年同期間は営業損失120,442千円）、経常損失157,485千円（前年同期間は経常損失121,355千

円）、親会社株主に帰属する四半期純損失103,208千円（前年同期間は親会社株主に帰属する四半期純損失98,483

千円）となりました。

　

（セグメント別の状況）

当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第１四半期

連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

① ホスティング事業

ホスティング事業は、レンタルサーバー及びドメイン取得代行を中心としたサービス展開を行っております。

レンタルサーバーサービスにおきまして、継続的に各種キャンペーンを行うとともに、次世代のホスティングサ

ービスを目指し、サーバーのスペック及びサービスの利便性の向上に取り組んだため、契約件数は堅調に推移し、

425,901件（前年同期比12,023件増）となりました。

　また、ドメイン取得代行サービス「ムームードメイン」は、レンタルサーバーサービスをはじめとするその他

関連サービスでの契約件数が堅調に推移したことから、登録ドメイン数は1,084,060件（前年同期比123,956件増）

となりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は937,305千円（前年同期比9.9％増）、セグメント利益は

285,361千円（前年同期比18.0％増）となりました。

② EC支援事業

EC支援事業は、ネットショップ事業者に向けたショッピングカートASPサービス「カラーミーショップ」の提供

などを中心に、サービスを展開しております。「カラーミーショップ」では、主力プランであるレギュラープラン

やオプション機能の販促キャンペーンなどによるアップセルやクロスセルの推進に努めたことから、契約件数は

堅調に推移し、44,329件（前年同期比1,484件増）となりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は334,178千円（前年同期比12.9％増）、セグメント利益

は147,553千円（前年同期比7.8％増）となりました。

③ ハンドメイド事業

ハンドメイド事業におきましては、積極投資を行っている「minne」及び当社グループであるGMOペパボオーシ

ー株式会社が運営する「tetote」を中心に、CtoCハンドメイドマーケットサービスを展開しております。

　当第１四半期連結累計期間におきましては、TVCMの放映及びWebでのプロモーションを積極的に展開し、２月に

はスマートフォンアプリのダウンロード数が500万DLを突破するなど、DL数、作家数、作品数及び流通金額など各

種KPIは堅調に推移しました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間におけるハンドメイド事業の売上高は273,363千円（前年同期比436.3

％増）、セグメント損失395,351千円（前年同期間はセグメント損失330,302千円）となりました。
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④ 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」のPV減少に伴い広告収入が減少傾向にあります

が、運営コストの効率化を継続的に行っております。また、平成28年１月18日の株式譲渡に伴い、株式会社ブク

ログは、当連結会計年度より当社の連結子会社から除外しております。その結果、当第１四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59,200千円（前年同期比16.0％減）、セグメント利益は23,822千円（前年同期

比1.1％減）となりました。

⑤ その他

「PEPABO WiMAX」の契約件数が堅調に推移した結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は47,017千円

（前年同期比271.5％増）、セグメント損失は5,791千円（前年同期間はセグメント損失3,521千円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　① 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は4,264,960千円（前連結会計年度末比202,410千円増）となりま

した。これは、主に売掛金が209,427千円増加したことによるものであります。

負債は3,360,442千円（同310,242千円増）となりました。これは、主に未払金が145,710千円及び前受金が

70,446千円増加したことによるものであります。

純資産は904,518千円（同107,832千円減）となりました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純損失の

計上に伴い、利益剰余金が103,208千円減少したことによるものであります。

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、前連結会計年度末に

比べ8,726千円増加し、1,565,504千円となりました。

当第１四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。

（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13,546千円（前年同期比218,456千円の支出減）となりました。これは、主に売

上債権の増加額214,347千円による減少の一方で、未払金の増加額124,237千円及び前受金の増加額70,465千円に

よる増加の結果であります。

（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22,308千円（前年同期間は88,188千円の支出）となりました。これは、連結の

範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入90,068千円による増加の一方で、敷金及び保証金の差入による支

出67,041千円による減少の結果であります。

（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35千円（前年同期比174,617千円の支出減）となりました。

（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28年２月８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

当社は、平成27年12月21日開催の取締役会において、当社の特定子会社であった株式会社ブクログの保有株式を

すべてブックオフコーポレーション株式会社に譲渡することを決議のうえ、同日付けで株式譲渡契約を締結し、平

成28年１月18日に譲渡しております。今回の株式譲渡により、株式会社ブクログは、当連結会計年度より当社の連

結子会社から除外しております。

（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

（会計方針の変更）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,156,777 1,065,504

関係会社預け金 400,000 500,000

売掛金 1,139,777 1,349,204

その他 381,215 337,521

貸倒引当金 △3,885 △3,392

流動資産合計 3,073,885 3,248,838

固定資産

有形固定資産 332,084 366,599

無形固定資産 200,286 192,892

投資その他の資産

投資有価証券 399,431 370,578

その他 56,862 86,052

投資その他の資産合計 456,293 456,630

固定資産合計 988,664 1,016,122

資産合計 4,062,550 4,264,960

負債の部

流動負債

営業未払金 138,015 133,659

未払金 1,002,374 1,148,084

未払法人税等 4,251 3,129

前受金 1,478,691 1,549,137

賞与引当金 － 18,700

その他 414,881 449,856

流動負債合計 3,038,213 3,302,569

固定負債

資産除去債務 8,128 26,127

その他 3,857 31,745

固定負債合計 11,985 57,873

負債合計 3,050,199 3,360,442

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 863,243 760,035

自己株式 △254,976 △254,976

株主資本合計 917,622 814,413

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 63,882 50,621

その他の包括利益累計額合計 63,882 50,621

新株予約権 30,846 39,482

純資産合計 1,012,350 904,518

負債純資産合計 4,062,550 4,264,960
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 1,282,673 1,651,065

売上原価 617,840 734,520

売上総利益 664,832 916,545

販売費及び一般管理費 785,274 1,091,188

営業損失（△） △120,442 △174,643

営業外収益

受取利息 2 331

受取配当金 1,578 3,354

有価証券利息 5,599 －

投資有価証券評価益 － 12,822

その他 227 3,564

営業外収益合計 7,408 20,073

営業外費用

投資有価証券評価損 892 1,132

匿名組合投資損失 7,130 －

その他 298 1,782

営業外費用合計 8,321 2,915

経常損失（△） △121,355 △157,485

特別利益

関係会社株式売却益 － 88,633

特別利益合計 － 88,633

特別損失

減損損失 18,753 －

特別損失合計 18,753 －

税金等調整前四半期純損失（△） △140,108 △68,851

法人税、住民税及び事業税 331 331

法人税等調整額 △41,957 34,025

法人税等合計 △41,625 34,356

四半期純損失（△） △98,483 △103,208

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △98,483 △103,208
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

四半期純損失（△） △98,483 △103,208

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △178 △13,260

その他の包括利益合計 △178 △13,260

四半期包括利益 △98,661 △116,469

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △98,661 △116,469

非支配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１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31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損失（△） △140,108 △68,851

減価償却費 34,259 47,045

減損損失 18,753 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 223 △492

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,116 18,700

投資有価証券評価損益（△は益） 892 △11,689

関係会社株式売却損益（△は益） - △88,633

匿名組合投資損益（△は益） 7,130 -

受取利息及び受取配当金 △1,581 △3,686

有価証券利息 △5,599 -

売上債権の増減額（△は増加） △190,658 △214,347

前渡金の増減額（△は増加） 19,668 12,379

その他の流動資産の増減額（△は増加） △64,230 35,682

営業未払金の増減額（△は減少） 17,336 14,535

未払金の増減額（△は減少） 147,204 124,237

前受金の増減額（△は減少） 77,116 70,465

預り金の増減額（△は減少） 14,084 22,309

その他の流動負債の増減額（△は減少） △38,915 24,184

その他 3,189 5,581

小計 △79,119 △12,578

利息及び配当金の受取額 7,180 3,686

法人税等の支払額 △160,064 △4,653

営業活動によるキャッシュ・フロー △232,002 △13,546

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 △56,299 △40,306

有形固定資産の除却による支出 - △9,700

無形固定資産の取得による支出 △21,781 △9,424

投資有価証券の取得による支出 △28,570 -

投資事業組合からの分配による収入 18,807 21,144

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入

- 90,068

敷金及び保証金の差入による支出 △344 △67,041

敷金及び保証金の回収による収入 - 37,554

その他 - 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,188 22,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △174,652 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,652 △35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △494,843 8,726

現金及び現金同等物の期首残高 2,108,405 1,556,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,613,561 1,565,504
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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）

前第１四半期連結累計期間（自 平成27年１月１日 至 平成27年３月31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

ハンドメイド

事業

コミュニティ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 852,652 295,881 50,970 70,512 1,270,017 12,655 1,282,673 － 1,282,673

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － － － － － －

計 852,652 295,881 50,970 70,512 1,270,017 12,655 1,282,673 － 1,282,673

セグメント利益

又は損失（△）
241,753 136,930 △330,302 24,097 72,479 △3,521 68,957 △189,399 △120,442

(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△189,399千円は、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
ハンドメイド

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 8,774 － － － － 18,753

（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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当第１四半期連結累計期間（自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31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

ハンドメイド

事業

コミュニティ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 937,305 334,178 273,363 59,200 1,604,047 47,017 1,651,065 － 1,651,065

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － － － － － －

計 937,305 334,178 273,363 59,200 1,604,047 47,017 1,651,065 － 1,651,065

セグメント利益

又は損失（△）
285,361 147,553 △395,351 23,822 61,385 △5,791 55,594 △230,237 △174,643

(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△230,237千円は、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）

　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。

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、従来「EC支援事業」に含まれていた「ハンドメイド事業」について量的な重要

性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成したものを記載して

おります。
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４．その他

主要サービス別契約件数等

　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27年

第１四半期末
（件）

平成27年
第２四半期末

（件）

平成27年
第３四半期末

（件）

平成27年
第４四半期末

（件）

平成28年
第１四半期末

（件）

前年
同四半期末比

（％）

レンタルサーバー（注） 413,878 415,877 419,991 423,602 425,901 102.9%

ムームードメイン 960,104 996,391 1,025,880 1,058,665 1,084,060 112.9%

カラーミーショップ 42,845 43,256 43,603 44,225 44,329 103.5%

　（注）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。

　

　「minne」における各種KPIは以下のとおりです。

平成27年
第１四半期末

平成27年
第２四半期末

平成27年
第３四半期末

平成27年
第４四半期末

平成28年
第１四半期末

前年
同四半期末比

（％）

流通額（千円）（注） 612,401 927,726 1,234,747 1,685,381 1,971,096 321.9%

作家数 102,552 126,756 151,190 174,528 212,483 207.2%

作品数 1,028,629 1,338,901 1,703,794 2,097,018 2,615,991 254.3%

アプリダウンロード数 1,315,609 2,332,195 3,186,470 4,417,901 5,421,808 412.1%

　（注）流通額（千円）は、当該四半期会計期間における数値です。
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