
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり
四半期純利益については、当該分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定し算定しております。  
  

（２）連結財政状態  

  

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり
純資産については、当該分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定し算定しております。  
  

２．配当の状況  

（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。  
  

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）  

  

（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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（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３四半期  53,937 △10.4 3,148 △25.6 3,115 △21.8 1,870 △13.7 

25年３月期第３四半期  60,210 △14.6 4,229 3.4 3,981 △0.7 2,168 8.8 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  1,949百万円（△11.9％）   25年３月期第３四半期 2,211百万円 （11.0％）  

  
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３四半期  82.12 ―  

25年３月期第３四半期  95.18 ―  

  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３四半期  40,986 30,062 73.1 1,316.10 

25年３月期  42,473 28,957 68.0 1,267.65 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  29,980百万円   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  ―  2,000.00 ―      

26年３月期（予想）        20.00 ―  

  （％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  72,000 △9.3 5,000 △10.6 4,800 △8.6 3,000 71.5 131.69 



※  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（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  
  

（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）  

当社は、平成25年10月1日付で普通株式１株につき100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株式数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、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。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ 22,780,000株 25年３月期  22,780,000株

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ ―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３Ｑ 22,780,000株 25年３月期３Ｑ  22,780,000株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内経済において政府主導の強力な経済政策と日銀の金融緩

和策により企業業績の上振れ期待が台頭することに加え、株高による資産効果で高額品消費が回復傾向にあること

など、景気回復に向けた明るい兆しが見えつつあります。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、2013年９月末の移動系超高速ブロードバンド接続サービスの

契約数はLTEやWiMAXが急拡大したことから3,820万契約（2013年３月末比48.8％増）と大幅に増加いたしました。

一方、固定系ブロードバンドサービス契約数は3,561万契約（同0.9％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、基幹系システムにも用途が広がりつつあることから着実に拡大しております。

 このような環境の中、当社はISP事業で安定した顧客基盤の確保に努める一方、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したほか、従来の枠を超えた新規事業の創出にも取り組みました。 

  

次に事業別の状況についてご報告いたします。 

  

（ISP事業） 

 ISP事業は安定した顧客基盤の確保に注力したほか、ARPU向上のため既存会員向け付加価値サービスの拡充に積

極的に取り組みました。 

 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一層激化する中、採算性重視の獲

得を徹底いたしました。この結果、2013年12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

たが、足元では会員減少に歯止めがかかってまいりました。また、ADSL接続会員数は20万人（同４万人減）となり

ました。一方、拡大するモバイルブロードバンド接続サービスについては、2013年11月に「@nifty WiMAX」で「au

スマートバリュー mine」対応プランの提供を開始したほか、同12月に「@nifty EMOBILE 4G 定額にねん」を提供

開始するなど、商品ラインアップの拡充を図り拡販に努めましたが、獲得競争が激化していることから会員数は10

万人（同１万人増）にとどまりました。この結果、CATVを含むブロードバンド接続会員数は151万人（同６万人

減）となりました。 

 サポート業務については、ARPU向上のため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たことで当サービス

加入者数は11.4万人（同2.4万人増）となりました。また、2013年11月に@nifty会員向けに「@nifty レンタルサー

ビス」を開始いたしました。第一弾として、Windows XPのサポート終了を控え、Windows XP搭載パソコンからの乗

り換えを検討している方や、手軽にノートパソコンを利用したい方に向けて、Windows 8.1搭載の 新ノートパソ

コン２機種のレンタル提供を開始いたしました。 

 この結果、ISP事業の売上高はブロードバンド接続会員数の減少などにより 百万円（前年同期比 ％

減）となりました。営業利益は、一部チャネルで獲得を強化したことによる獲得時の損益悪化とブロードバンド接

続会員数減少に伴う利益減少などにより 百万円（同 ％減）と大幅に減少いたしました。 

  

（Webサービス事業） 

 従来の情報提供型ポータル事業からマーケットプレイス型事業への転換を図るためのサービス開発と、スマート

デバイス向けサービスへのシフトに注力いたしました。 

 マーケットプレイス型事業展開については、2013年10月に株式会社電通と共同で実証実験を行っていた生活者参

加型の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」を全国版として正式展開いたしました。また、

スマートデバイス対応については、2013年12月に株式会社サンリオウェーブと共同で展開し、世界で230万以上ダ

ウンロードされているゲームアプリ「ハローキティ ワールド」の第二弾として、iOS向けパズルゲームアプリ「ハ

ローキティ キャンディ」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、コンテンツ

のオープン化とクックパッド株式会社が運営するレシピサイト「クックパッド」などの外部サイトとの連携強化を

積極的に推進し、スマートフォン会員獲得に注力した結果、2013年12月末の会員数は180万人（2013年３月末比５

万人増）となりました。 

 コマースについては、子会社で動物病院やペット飼主向けにビジネス展開している株式会社プロミクロスが好調

に推移したことから増収となりました。 

 この結果、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

末に減損損失を計上したことによる減価償却費の減少などにより 百万円（同 ％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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10,658 10.5
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（クラウド事業） 

 競争力強化のため、商品力強化と新市場の開拓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、高性能・高信頼・簡単で使いやす

いという強みを活かし、パートナーとの協業による新市場の開拓に注力いたしました。2013年10月には、SaaSを箱

型パッケージにして提供する「ハコクラ NIFTY Cloud selection」を提供開始いたしました。同11月には、スマー

トフォンアプリ開発に特化したクラウドサービス「ニフティクラウド mobile backend」の他社サービス連携を強

化し、アプリビジネスにおける開発からマーケティング、マネタイズまでの流れを一貫して支援するスマートフォ

ンアプリビジネス特化型の総合プラットフォームとして展開いたしました。また、同12月には「ニフティクラウ

ド」コントロールパネルを大幅リニューアルするなど、利便性の向上にも取り組みました。 

 この結果、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」の売上高増加により 百万円（同 ％増）となりました。 

  

 従来の枠を超えた新規事業として、2013年10月に宅内のLAN接続された様々な機器を外出先から安全かつ手軽に

操作できる次世代ネットワークサービス「スマートサーブ」の提供を開始いたしました。 

  

 以上の結果、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1,060万人（2013年３月末比13万人増）

となりました。当第３四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Webサービス事業およびクラウド事業の利益増加があったものの、ISP事

業の利益減少により営業利益が 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。 

   

（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３四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、売掛金 百万円の減

少があったことによるものです。 

 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、買掛金 百万円及び未

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３四半期純利益 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３四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３四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、税金等調整前四半期純利益 百万円及び減価償却費

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10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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841 218
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,347 8,582

預け金 8,779 6,942

売掛金 13,449 12,131

たな卸資産 313 447

その他 1,062 1,099

貸倒引当金 △286 △218

流動資産合計 30,665 28,984

固定資産   

有形固定資産 3,839 4,302

無形固定資産   

ソフトウエア 4,978 4,863

その他 282 148

無形固定資産合計 5,260 5,011

投資その他の資産   

投資有価証券 1,584 1,718

その他 1,124 971

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,707 2,688

固定資産合計 11,808 12,002

資産合計 42,473 40,986

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,972 6,968

未払金 1,861 1,811

未払法人税等 1,101 －

役員賞与引当金 35 41

入会促進引当金 269 227

ポイント引当金 426 419

その他 1,490 1,242

流動負債合計 13,157 10,711

固定負債   

資産除去債務 122 124

その他 235 88

固定負債合計 358 212

負債合計 13,515 10,923
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31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 23,284

株主資本合計 28,750 29,778

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 163 210

為替換算調整勘定 △37 △8

その他の包括利益累計額合計 126 202

少数株主持分 80 82

純資産合計 28,957 30,062

負債純資産合計 42,473 40,986
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 60,210 53,937

売上原価 44,466 38,762

売上総利益 15,743 15,174

販売費及び一般管理費 11,514 12,026

営業利益 4,229 3,148

営業外収益   

受取利息 10 10

受取手数料 12 15

持分法による投資利益 － 15

その他 11 24

営業外収益合計 34 65

営業外費用   

支払利息 6 3

固定資産除売却損 176 56

持分法による投資損失 65 －

その他 33 38

営業外費用合計 282 98

経常利益 3,981 3,115

特別利益   

投資有価証券売却益 141 94

特別利益合計 141 94

特別損失   

投資有価証券売却損 － 10

投資有価証券評価損 5 49

関係会社株式売却損 2 －

のれん償却額 － 85

減損損失 585 －

特別損失合計 593 144

税金等調整前四半期純利益 3,529 3,064

法人税、住民税及び事業税 1,110 760

法人税等調整額 240 430

法人税等合計 1,350 1,191

少数株主損益調整前四半期純利益 2,178 1,873

少数株主利益 10 2

四半期純利益 2,168 1,870
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,178 1,873

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 30 85

持分法適用会社に対する持分相当額 2 △9

その他の包括利益合計 33 75

四半期包括利益 2,211 1,949

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,201 1,946

少数株主に係る四半期包括利益 10 2
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12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利益 3,529 3,064

減価償却費 3,153 2,362

減損損失 585 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △153 △68

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △87 －

入会促進引当金の増減額（△は減少） △258 △41

ポイント引当金の増減額（△は減少） 0 △6

受取利息及び受取配当金 △13 △13

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △133 △34

支払利息 6 3

固定資産廃棄損 170 55

持分法による投資損益（△は益） 65 △15

売上債権の増減額（△は増加） 2,256 1,317

たな卸資産の増減額（△は増加） 2 △133

仕入債務の増減額（△は減少） △1,300 △1,003

その他 △592 △578

小計 7,247 4,912

利息及び配当金の受取額 26 161

利息の支払額 △6 △3

法人税等の支払額 △1,241 △1,899

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,025 3,171

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 △572 △230

投資有価証券の売却による収入 291 120

有形固定資産の取得による支出 △1,384 △1,384

無形固定資産の取得による支出 △1,824 △1,327

定期預金の預入による支出 － △200

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 △156 85

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,397 △2,936

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △794 △841

リース債務の返済による支出 △370 △218

その他 △115 22

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,280 △1,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 347 △802

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 15,282 15,324
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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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12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：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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12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：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  47,938  9,642  2,629  60,210  －  60,210

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  47,938  9,642  2,629  60,210  －  60,210

セグメント利益  5,110  414  497  6,022  △1,793  4,229

△1,793 △1,793

  

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  40,043  10,658  3,235  53,937  － 53,937

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  40,043  10,658  3,235  53,937  －  53,937

セグメント利益  3,522  946  579  5,049  △1,901 3,148

△1,901 △1,901
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