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（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３月期第１四半期  18,487  △9.7  1,007  △26.9  927  △31.8  657  △20.7

25年３月期第１四半期  20,466  △17.0  1,378  7.4  1,360  6.7  828  10.0

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 701百万円（ ％） △15.8   25年３月期第１四半期 833百万円 （ ％） 10.6

  
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３月期第１四半期  2,884.25  －

25年３月期第１四半期  3,638.94  －

  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 

26年３月期第１四半期  41,220  29,270  70.8  128,157.29

25年３月期  42,473  28,957  68.0  126,764.66

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 29,194百万円   25年３月期 28,876百万円 

  
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３月期  － 1,700.00 －  1,700.00 3,400.00
26年３月期   －   
26年３月期（予想）   2,000.00 －  20.00 －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

平成26年３月期(予想)期末の配当金については、平成25年10月１日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割す

る株式分割を考慮した額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の年間配当額は、4,000円00銭(第

２四半期末: 2,000円00銭 期末: 2,000円00銭)となります。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３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 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）  36,500  △10.2  2,600  △8.0  2,400  △8.0  1,400  0.0  6,145.74

通期  74,000  △6.8  5,600  0.1  5,200  △0.9  3,000  71.5  131.69

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

平成26年３月期の連結業績予想における通期の１株当たり当期純利益については、平成25年10月１日を効力発生日とし

て普通株式１株を100株に分割する株式分割を考慮した額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合

の１株当たり当期純利益は、13,169円45銭となります。



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 227,800株 25年3月期 227,800株

②  期末自己株式数 26年3月期1Q －株 25年3月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 227,800株 25年3月期1Q 227,800株

 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。

 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、添付資料Ｐ.３「１．当四半期決算に関す

る定性的情報 (3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策と日銀の金融政策への期待感による円高修正

や株価上昇などから個人の消費マインドが好転しつつあることに加え、企業業績の上振れ観測など景気回復に向け

た明るい兆しが見え始めました。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、2013年３月末のブロードバンド接続サービスの契約者数は

LTEやWiMAXなどモバイルブロードバンド接続の契約者数が2,567万人（2012年12月末比40.4％増）と大幅に増加し

たことから、6,097万人（同13.8％増）となりました。なお、FTTH（光ファイバー）の契約者数は2,385万人（同

1.3％増）となり、伸び率は鈍化しております（出典：総務省）。インターネット広告市場では、従来型の携帯電

話向け広告が大きく減少しているものの、検索連動型広告やスマートフォン向け広告の伸長により回復基調にあり

ます。クラウド市場は、ソーシャルネットワーク関連企業に加え、一般企業の業務系システムにも裾野が広がりつ

つあることから、拡大基調しております。 

 このような環境の中、当社は本年度を来年度以降の利益成長に向けた準備期間と位置づけ、将来の収益の柱とな

るクラウド事業、Webサービス事業の拡大に注力いたしました。 

 この結果、当社グループのブロードバンド接続会員を含む会員総数は1,053万人（2013年３月末比６万人増）と

なりました。当第１四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は 百万円（前年同期比 ％

減）となりました。利益に関しましてはISP事業の利益減少をWebサービス事業およびクラウド事業の利益増加で補

えず、営業利益が 百万円（同 ％減）、経常利益が 百万円（同 ％減）となりました。四半期純利益

につきましては、 百万円（同 ％減）となりました。 

  

次に事業別の状況についてご報告いたします。 

（ISP事業） 

 利益水準の維持を目標に効率的な獲得戦略を推進したほか、付加価値サービスの拡充や事業運営の効率化に取組

みました。 

 チャネル別では、FTTH接続サービスについては、市場の伸び率が鈍化し競争が激化する中、過度な競争は避けて

採算性重視の獲得を継続する一方、引越しシーズンに当り一部チャネルで獲得を強化した結果、2013年６月末現在

の会員数は109万人（2013年３月末比２万人減）となりました。また、拡大するモバイルブロードバンドサービス

については商品ラインアップの拡充を図り、拡販に努めたことから会員数は10万人（同１万人増）となりました。

この結果、ADSL接続およびCATVを含むブロードバンド接続会員数は154万人（同３万人減）となりました。また、

サポート業務については、従来の無償サービスからパソコンやパソコン周辺機器のさまざまなトラブルを解決する

有償サポートサービス「@niftyまかせて365」へのシフトを積極的に推進しました。 

 この結果、ISP事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。これはブロードバンド接続

会員数の減少に加え、FTTHの主力商品である「@nifty光ライフ with フレッツ」がプロバイダ料金のみを請求する

方式に変更になったためです。営業利益は、効率的な運営に注力いたしましたが、ブロードバンド接続会員数減少

に伴う利益減少および一時的な獲得費用の増加（獲得単価の上昇）により 百万円（同 ％減）となりまし

た。 

  

（Webサービス事業） 

 事業転換を図るため、成果報酬モデルのサービス開発とスマートデバイスへのシフトに注力いたしました。 

 商品やサービスを提供している事業者と利用者のマッチングを支援するサービスで成功している「@nifty 不動

産」や「@nifty 保険」などのスキームを拡大し、2013年４月23日には、生活者参加型地方特産品開発支援サービ

ス「うまいもんプロデューサー」を株式会社電通と協働で開発し、株式会社秋田銀行の協力のもと秋田県内の事業

者と実証実験を開始いたしました。また、同６月５日には複数の家事代行サービス・ハウスクリーニング提供事業

者と連携し、利用者が自分に合ったプランを見つけられる「暮らしづくり 代行」サービスを提供開始いたしまし

た。 

 主婦を対象としたスーパーマーケットのチラシ情報などを掲載する無料サービス「シュフモ」では、スマートフ

ォン会員獲得を積極的に推進した結果、2013年６月末の会員数は178万人（2013年３月末比３万人増）となりまし

た。また、株式会社サンリオウェーブと共同でiOS向けゲームアプリ「ハローキティ ワールド」を63の国と地域に

拡大展開しダウンロード数も150万を超えました。 

 広告につきましては、従来型の携帯電話向け広告が落ち込みましたが、PC向けが好調に推移したことや検索連動

型広告が増加したことなどにより、増収となりました。 

 コマースにつきましては、新カタログ発刊効果と新規事業の好調により増収となった株式会社プロミクロスの売

上が連結対象となったことにより、大幅増収となりました。 

 以上の結果、Webサービス事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。営業利益は、前期

末に当初想定した収益性が見込めなくなったポータル（情報提供）型サービスのソフトウェアならびにサーバー設

１．当四半期決算に関する定性的情報
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備に関する減損損失を計上したことによる減価償却費負担の減少により 百万円（前年同期25百万円赤字から黒

字転換）となりました。 

  

（クラウド事業） 

 成長分野と位置づけ、商品・販売パートナーとの協業によるエコシステム拡大に注力いたしました。 

 パブリック型クラウドサービスである「ニフティクラウド」につきましては、2013年５月に「第４回クラウドコ

ンピューティングEXPO 春」に参加し、クラウドを活用した業務改善や新しい活用事例の紹介と提案を行いまし

た。また、同６月には、サーバー、ファイアウォール、ロードバランサーなど、インフラ環境の構築を自動化する

「Cloud Automation β」を提供開始するなど機能拡充にも積極的に取組みました。 

 以上の結果、クラウド事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となり、営業利益は「ニフティクラ

ウド」の売上高増加の効果により 百万円（同 ％増）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の財政状態は、総資産 百万円、負債 百万円、純資産 百万円とな

りました。 

 総資産は、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金に預け金

を合わせた現金及び現金同等物 百万円及び売掛金 百万円の減少によるものです。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等 百万円の

減少によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して 百万円の増加となりました。これは主に、配当金 百万円の支払が

あったものの、当第１四半期純利益 百万円の計上により利益剰余金が増加したことによるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 百万円となり、前連結会計年度末比で

百万円減少しました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。  

（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、 百万円の収入（前年同期は 百万円の収入）となりました。これ

は主に、法人税等 百万円の支払があったものの、売上債権 百万円の減少及び減価償却費 百万円を計上

したことによるものです。 

  

（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、 百万円の支出（前年同期は 百万円の支出）となりました。これ

は主に、情報基盤整備と当社グループのサービス向上のための投資を実施したことによるものです。 

  

（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（前年同期は 百万円の支出）となりました。これは

主に、配当金 百万円の支払及びリース債務 百万円の返済によるものです。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想については、概ね予想通りに推移しているため、平成25年４月25日に公表した連

結業績予想から修正は行っていません。   
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（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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,347 7,340

預け金 8,779 8,310

売掛金 13,449 12,816

たな卸資産 313 374

その他 1,062 1,129

貸倒引当金 △286 △282

流動資産合計 30,665 29,689

固定資産   

有形固定資産 3,839 3,698

無形固定資産   

ソフトウエア 4,978 4,918

その他 282 263

無形固定資産合計 5,260 5,181

投資その他の資産   

投資有価証券 1,584 1,598

その他 1,124 1,054

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,707 2,650

固定資産合計 11,808 11,531

資産合計 42,473 41,220

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,972 7,682

未払金 1,861 1,574

未払法人税等 1,101 168

役員賞与引当金 35 14

入会促進引当金 269 406

ポイント引当金 426 429

その他 1,490 1,390

流動負債合計 13,157 11,665

固定負債   

資産除去債務 122 122

その他 235 161

固定負債合計 358 284

負債合計 13,515 11,949
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,746 3,746

資本剰余金 2,746 2,746

利益剰余金 22,256 22,526

株主資本合計 28,750 29,020

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 163 190

為替換算調整勘定 △37 △17

その他の包括利益累計額合計 126 173

少数株主持分 80 76

純資産合計 28,957 29,270

負債純資産合計 42,473 41,220
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 20,466 18,487

売上原価 15,181 13,248

売上総利益 5,285 5,239

販売費及び一般管理費 3,907 4,232

営業利益 1,378 1,007

営業外収益   

受取利息 3 3

受取手数料 3 3

その他 3 4

営業外収益合計 9 10

営業外費用   

支払利息 2 1

固定資産除売却損 3 30

寄付金 4 5

持分法による投資損失 13 33

その他 3 20

営業外費用合計 27 90

経常利益 1,360 927

特別利益   

投資有価証券売却益 － 94

特別利益合計 － 94

特別損失   

減損損失 24 －

投資有価証券売却損 － 10

関係会社株式売却損 2 －

特別損失合計 27 10

税金等調整前四半期純利益 1,333 1,011

法人税、住民税及び事業税 377 155

法人税等調整額 124 201

法人税等合計 502 357

少数株主損益調整前四半期純利益 831 653

少数株主利益 2 △3

四半期純利益 828 657
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 831 653

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17 16

持分法適用会社に対する持分相当額 18 30

その他の包括利益合計 1 47

四半期包括利益 833 701

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 830 704

少数株主に係る四半期包括利益 2 △3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,333 1,011

減価償却費 1,122 778

減損損失 24 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △74 △4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △87 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 0 2

入会促進引当金の増減額（△は減少） 55 136

受取利息及び受取配当金 △4 △4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 2 △83

支払利息 2 1

持分法による投資損益（△は益） 13 33

売上債権の増減額（△は増加） 941 633

たな卸資産の増減額（△は増加） △10 △61

仕入債務の増減額（△は減少） △722 △289

その他 △584 △460

小計 1,998 1,671

利息及び配当金の受取額 4 101

利息の支払額 △2 △1

法人税等の支払額 △543 △1,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,457 696

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 △408 △103

投資有価証券の売却による収入 － 116

有形固定資産の取得による支出 △570 △227

無形固定資産の取得による支出 △592 △521

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△750 －

その他 △159 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,480 △728

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △110 －

配当金の支払額 △394 △374

リース債務の返済による支出 △133 △97

その他 △2 26

財務活動によるキャッシュ・フロー △640 △445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,663 △476

現金及び現金同等物の期首残高 14,935 16,127

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,271 15,650
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

セグメント情報 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万

円であります。全社費用は、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．セグメント利益又は損失は、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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円であり

ます。全社費用は、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。   

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

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 
（注）２ 

ISP事業 
Webサービス

事業 
クラウド 
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  17,113  2,465  888  20,466  －  20,466

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計 17,113  2,465  888  20,466  －  20,466

セグメント利益又は損失（△）  1,830  △25  163  1,969  △590  1,378

△590 △590

  

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 
（注）２ 

ISP事業 
Webサービス

事業 
クラウド 
事業  

計 

売上高             

外部顧客への売上高  13,814  3,583  1,089  18,487  －  18,487

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計 13,814  3,583  1,089  18,487  －  18,487

セグメント利益  1,072  333  218  1,624  △616  1,007

△616 △616
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