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(百万円未満切捨て)

１．平成30年12月期第２四半期の業績（平成30年１月１日～平成30年６月30日）

（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 ％

30年12月期第２四半期 4,015 9.5 288 215.2 306 207.0 269 173.3

29年12月期第２四半期 3,668 － 91 － 99 － 98 －
　

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

30年12月期第２四半期 102.32 －

29年12月期第２四半期 37.44 －

(注) １．当社は、平成28年12月期第２四半期は連結業績を開示しておりましたが、前第１四半期より非連結での業績を
　 開示しております。そのため、平成29年12月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。
　 ２．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、希薄化効果を有しないた
　 め、記載しておりません。
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年12月期第２四半期 5,396 1,432 25.4

29年12月期 5,376 1,223 21.6

(参考) 自己資本 30年12月期第２四半期 1,370百万円 29年12月期 1,160百万円
　

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

29年12月期 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00

30年12月期 0.00 0.00

30年12月期(予想) 0.00 50.00 50.00

(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30年12月期の業績予想（平成30年１月１日～平成30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 7,800 5.9 330 129.7 330 90.9 259 116.2 98.32
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

（２）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
　

（３）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) 30年12月期２Ｑ 2,717,300株 29年12月期 2,717,300株

② 期末自己株式数 30年12月期２Ｑ 83,146株 29年12月期 83,146株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年12月期２Ｑ 2,634,154株 29年12月期２Ｑ 2,634,154株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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）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、主に個人の表現活動を支援

するための様々なウェブサービス及びスマートフォンアプリを提供しております。

平成15年の創業以来、当社の業績を牽引しているレンタルサーバー「ロリポップ！」では、昨年より新たな顧客

層の獲得を図るべく、リブランディングを実施しデザイン及びコンセプトを一新いたしました。また、事業拡大の

基盤作りのため、当社の研究開発組織「ペパボ研究所」を中心に、従来のレンタルサーバーとは一線を画す新たな

ホスティングサービスを目指し、４月18日に新プラン「マネージドクラウド」の提供を開始することで、既存のレ

ンタルサーバー市場のみならず、成長著しいクラウド市場に対してもターゲット層を拡大いたしました。

作品数、作家数国内No.１のハンドメイドマーケット「minne」においては、オフライン施策の継続的な実施に加

え、Web広告の強化といったプロモーションを実施しております。その結果、当第２四半期累計期間におきまして

は、スマートフォンアプリの累計ダウンロード数は954万DLを突破し、流通金額は59億円（前年同期比20.5％増）と

なりました。なお、同期間における「minne」への広告宣伝費は、TVCMの放映は行わず、Web広告の展開に注力した

ことにより、385,628千円（前年同期比36.8％減）となりました。

また、４月１日に株式会社ベーシックが行うオンデマンドオリジナルグッズ作成サービス「Canvath」の事業譲

受、６月25日には伝統工芸職人向けにマーケティング支援を行うニューワールド株式会社と資本業務提携を行うな

ど、より一層の事業成長を図るため、新たな事業シナジーの創出を目的としたM&Aや提携を行いました。

以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高4,015,417千円（前年同期比9.5％増）、営業利益

288,539千円（前年同期比215.2％増）、経常利益306,172千円（前年同期比207.0％増）、四半期純利益269,530千円

（前年同期比173.3％増）となりました。

　

（セグメント別の状況）

第１四半期会計期間より、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２四半期累計期

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

ホスティング事業には、個人からビジネスまで幅広い用途にご利用頂けるレンタルサーバー「ロリポップ！」

及びドメイン取得代行「ムームードメイン」等が属しております。

「ロリポップ！」におきましては、４月18日に新プラン「マネージドクラウド」の正式版の提供を開始し、タ

ーゲット層の拡大を図るとともに、オプション機能の強化を行い利便性の向上に努めました。これによりレンタ

ルサーバーの契約件数は堅調に推移し、439,740件（前年同期末比2,955件増）となりました。

「ムームードメイン」におきましては、.com、.net等の主要ドメインの割引キャンペーンが好評となったこと

から、登録ドメイン数は1,243,384件（前年同期末比27,151件増）となりました。

以上の結果、当第２四半期累計期間におけるセグメント売上高は2,190,360千円（前年同期比5.7％増）、セグ

メント利益は720,745千円（前年同期比8.9％増）となりました。

② EC支援事業

EC支援事業には、国内最大級のオンラインショップ作成サービス「カラーミーショップ」 及びオリジナルグッ

ズ作成・販売サービス「SUZURI」等が属しております。

「カラーミーショップ」におきましては、１月７日に発生いたしました情報流出のインシデントの影響により、

各種プロモーション等の実施を控えたことから契約件数44,208件（前年同期末比939件減）となりましたが、継続

的に行っていたアップセル施策により、前年同期と比較して顧客単価は上昇しました。

「SUZURI」におきましては、６月に実施したＴシャツセールが好評となり、SNSなどでも話題となったことから

会員数も増加し、累積会員数は20万人を突破いたしました。

以上の結果、当第２四半期累計期間におけるセグメント売上高は941,856千円（前年同期比23.3％増）、セグメ

ント利益は427,762千円（前年同期比19.0％増）となりました。
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③ ハンドメイド事業

ハンドメイド事業には、ハンドメイドマーケット「minne」及び「tetote」が属しております。

「minne」におきましては、今回で３回目となる大規模イベント「minneのハンドメイドマーケット 2018」を開

催し、オフラインにおける認知度の向上を図るとともに、Web広告の強化を図りました。

また、クーポン施策を積極的に展開し販促活動の強化を行うとともに、作家向けツール「Instagram ショッピ

ング機能」を導入することで購買活動の活性化を図り、当第２四半期累計期間における流通金額は59億円（前年

同期比20.5％増）と堅調に推移しました。

以上の結果、当第２四半期累計期間におけるセグメント売上高は793,936千円（前年同期比13.3％増）、セグメ

ント損失は336,225千円（前年同期間はセグメント損失505,517千円）となりました。

④ その他

その他には、主にブログサービス「JUGEM」が属しており、平成29年２月１日付けで「PEPABO WiMAX」を事業譲

渡したことから当第２四半期累計期間におけるセグメント売上高は89,263千円（前年同期比32.1％減）、セグメ

ント利益は17,481千円（前年同期比71.6％減）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２四半期会計期間末における総資産は5,396,389千円（前事業年度末比19,431千円増）となりました。これ

は、主に現金及び預金が191,723千円及び売掛金が20,461千円減少した一方で、無形固定資産が112,881千円、関

係会社預け金が100,000千円及び投資有価証券が33,838千円増加したことによるものであります。

負債は3,963,566千円（同190,342千円減）となりました。これは、主に未払金が330,188千円減少した一方で、

前受金が74,633千円、営業未払金が44,329千円及び未払法人税等が9,683千円増加したことによるものでありま

す。

純資産は1,432,822千円（同209,774千円増）となりました。これは、主に利益剰余金が203,676千円増加したこ

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２四半期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、前事業年度末に比べ

91,723千円減少し、2,299,461千円となりました。当第２四半期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）

営業活動の結果得られた資金は144,244千円（前年同期比107,417千円の収入減）となりました。これは、主に

未払金の減少額335,567千円による減少の一方で、税引前四半期純利益297,029千円、減価償却費97,654千円及び

前受金の増加額74,633千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）

投資活動の結果支出した資金は170,252千円（前年同期比30,988千円の支出増）となりました。これは、主に有

形固定資産の取得による支出24,580千円、無形固定資産の取得による支出88,227千円及び事業譲受による支出

60,000千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65,716千円（前年同期比13,236千円の支出減）となりました。これは、配当金

の支払額による減少の結果であります。

　

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期累計期間では、営業利益288,539千円（前年同期比215.2％増）、経常利益306,172千円（前年同期比

207.0％増）、四半期純利益269,530千円（前年同期比173.3％増）となりました。しかし、「minne」における投資

効果を最大化するため、戦略的かつ流動的にプロモーションを行う計画となっており、通期業績予想につきまして

は、平成30年２月５日発表の業績予想から変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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。

（２）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。
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３．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,591,185 1,399,461

関係会社預け金 800,000 900,000

売掛金 1,745,308 1,724,847

商品 － 5,608

貯蔵品 2,068 1,582

その他 232,982 247,756

貸倒引当金 △13,186 △12,611

流動資産合計 4,358,358 4,266,645

固定資産

有形固定資産 297,795 278,019

無形固定資産 245,244 358,126

投資その他の資産

投資有価証券 366,200 400,038

その他 109,360 93,560

投資その他の資産合計 475,560 493,598

固定資産合計 1,018,600 1,129,743

資産合計 5,376,958 5,396,389

負債の部

流動負債

営業未払金 121,595 165,925

未払金 1,627,462 1,297,274

未払法人税等 30,210 39,893

前受金 1,678,202 1,752,836

預り金 381,494 391,136

賞与引当金 41,094 19,939

役員賞与引当金 7,000 －

ポイント引当金 － 15,128

その他 212,909 225,353

流動負債合計 4,099,969 3,907,487

固定負債

資産除去債務 27,104 27,159

その他 26,835 28,919

固定負債合計 53,940 56,079

負債合計 4,153,909 3,963,566
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成30年６月30日)

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 1,056,204 1,259,881

自己株式 △254,976 △254,976

株主資本合計 1,110,583 1,314,259

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 50,393 56,491

評価・換算差額等合計 50,393 56,491

新株予約権 62,071 62,071

純資産合計 1,223,048 1,432,822

負債純資産合計 5,376,958 5,396,389
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 3,668,320 4,015,417

売上原価 1,468,105 1,573,140

売上総利益 2,200,214 2,442,276

販売費及び一般管理費 2,108,679 2,153,736

営業利益 91,534 288,539

営業外収益

受取利息 722 921

受取配当金 － 28

投資事業組合運用益 6,623 14,627

ポイント失効益 － 5,320

保険返戻金 1,192 569

その他 2,115 1,687

営業外収益合計 10,654 23,153

営業外費用

投資事業組合運用損 1,357 3,888

その他 1,113 1,633

営業外費用合計 2,470 5,521

経常利益 99,718 306,172

特別利益

親会社株式売却益 － 8,960

受取保険金 － 31,466

特別利益合計 － 40,427

特別損失

投資有価証券評価損 － 800

情報セキュリティ対策費 － 48,769

特別損失合計 － 49,570

税引前四半期純利益 99,718 297,029

法人税、住民税及び事業税 1,429 27,800

法人税等調整額 △343 △301

法人税等合計 1,086 27,498

四半期純利益 98,632 269,530
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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２四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30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 99,718 297,029

減価償却費 98,203 97,654

のれん償却額 - 3,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △883 △574

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,267 △21,155

役員賞与引当金の増減額（△は減少） - △7,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） - 15,128

投資有価証券評価損益（△は益） - 800

投資事業組合運用損益（△は益） △5,266 △10,739

受取利息及び受取配当金 △722 △949

受取保険金 - △31,466

情報セキュリティ対策費 - 48,769

親会社株式売却損益（△は益） - △8,960

売上債権の増減額（△は増加） 1,831 20,461

たな卸資産の増減額（△は増加） △318 △5,123

前渡金の増減額（△は増加） 13,538 5,334

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,624 9,716

営業未払金の増減額（△は減少） △18,831 30,069

未払金の増減額（△は減少） △18,639 △335,567

前受金の増減額（△は減少） 147,349 74,633

預り金の増減額（△は減少） 24,854 9,642

その他の流動負債の増減額（△は減少） △44,874 10,319

その他 △9,333 7,755

小計 282,268 208,776

利息及び配当金の受取額 695 958

情報セキュリティ対策費の支払額 - △46,457

法人税等の支払額 △31,301 △19,032

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,662 144,244

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 △49,738 △24,580

無形固定資産の取得による支出 △54,876 △88,227

投資有価証券の取得による支出 - △11,000

投資事業組合からの分配による収入 10,892 4,624

親会社株式の売却による収入 - 8,931

事業譲渡による支出 △45,571 -

事業譲受による支出 - △60,000

その他 30 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,264 △170,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △78,953 △65,716

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,953 △65,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,445 △91,723

現金及び現金同等物の期首残高 2,104,115 2,391,185

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 20,293 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,157,853 2,299,461
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（４）四半期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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ．前第２四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日)

　 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

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
計

売上高

外部顧客への売上高 2,072,038 763,881 701,003 3,536,923 131,396 3,668,320 － 3,668,320

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － － － － －

計 2,072,038 763,881 701,003 3,536,923 131,396 3,668,320 － 3,668,320

セグメント利益

又は損失（△）
661,618 359,484 △505,517 515,586 61,579 577,165 △485,630 91,534

(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、JUGEM及びPEPABO WiMAXを含んでお

ります。

２．セグメント利益の調整額△485,630千円は、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、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　Ⅱ．当第２四半期累計期間(自 平成30年１月１日 至 平成30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

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
計

売上高

外部顧客への売上高 2,190,360 941,856 793,936 3,926,153 89,263 4,015,417 － 4,015,417

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － － － － －

計 2,190,360 941,856 793,936 3,926,153 89,263 4,015,417 － 4,015,417

セグメント利益

又は損失（△）
720,745 427,762 △336,225 812,282 17,481 829,764 △541,224 288,539

(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、JUGEMを含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△541,224千円は、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、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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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）

「EC支援事業」セグメントにおいて、平成30年４月１日付けで株式会社ベーシックから「Canvath」の事業譲

受を行いました。なお、当該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57,000千円であり

ます。

　

（重要な負ののれんの発生益）

該当事項はありません。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期会計期間より、従来記載しておりました「コミュニティ事業」について量的な重要性が乏しいため、

「その他」の区分に含めて記載する方法に変更しております。

なお、前第２四半期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29年

第２四半期末
（件）

平成29年
第３四半期末

（件）

平成29年
第４四半期末

（件）

平成30年
第１四半期末

（件）

平成30年
第２四半期末

（件）

前年
同四半期末比

（％）

レンタルサーバー（注） 436,785 437,166 438,171 439,204 439,740 100.7

ムームードメイン 1,216,233 1,226,931 1,230,317 1,237,195 1,243,384 102.2

カラーミーショップ 45,147 45,184 45,244 44,651 44,208 97.9

　（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29年
第２四半期末

平成29年
第３四半期末

平成29年
第４四半期末

平成30年
第１四半期末

平成30年
第２四半期末

前年
同四半期末比

（％）

流通額（千円）（注） 2,493,380 2,503,663 2,861,800 2,945,303 2,992,844 120.0

作家数 357,161 379,132 399,375 423,518 449,722 125.9

作品数 5,860,717 6,392,685 6,891,171 7,627,713 8,199,020 139.9

アプリダウンロード数 7,771,879 8,240,670 8,639,113 9,114,553 9,540,978 122.8

（注) 流通額は、当該四半期会計期間における数値です。
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