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1. 平成26年4月期第3四半期の連結業績（平成25年5月1日～平成26年1月31日）

(注) 当社は平成26年４月期第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年４月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率　
　　　 については記載していません。 

(2) 連結財政状態 

(注) 当社は平成26年４月期第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年４月期の数値については記載していません。  

(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4月期第3四半期 4,693 ― 2,341 ― 2,307 ― 1,398 ―
25年4月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年4月期第3四半期 1,413百万円 （―％） 25年4月期第3四半期 ―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

26年4月期第3四半期 42.39 41.81
25年4月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年4月期第3四半期 8,462 7,490 88.2
25年4月期 ― ― ―
（参考）自己資本 26年4月期第3四半期 7,466百万円 25年4月期 ―百万円

2. 配当の状況

(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．平成25年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、平成25年４月期の期末配当については、当該株式分割前の 
　　　　　 実績を記載しています。 
　　　 ３．平成26年４月期の期末配当は未定です。 

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4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年4月期 ― 0.00 ―
26年4月期（予想） ― ―

3. 平成26年 4月期の連結業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30日）
平成26年４月期の連結業績予想につきましては、売上高と営業利益は平成25年４月期を上回ると見込んでいます。 



(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） ： 有 

(注) 詳細は、添付資料４ページ「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」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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 平成25年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っています。そのため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと
　　　 仮定して、発行済株式数(普通株式)を算定しています。 

※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 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信(添付資料)３ページ「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。 

※ 注記事項

新規 2社 （社名）
COOKPAD Inc.(米国)、COOKPAD S
PAIN, S.L. 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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4月期3Q 33,067,600 株 25年4月期 32,884,800 株
② 期末自己株式数 26年4月期3Q 1,208 株 25年4月期 1,208 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期3Q 32,978,853 株 25年4月期3Q 32,708,949 株
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当社は、第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期等との比

較分析は行っていません。 

 ① 経営成績の概況 

2014年４月期第３四半期連結累計期間（2013年５月１日〜2014年１月31日）の業績は、 

売上高           4,693百万円  

営業利益         2,341百万円  

経常利益         2,307百万円 

四半期純利益     1,398百万円  

となりました。 

当第３四半期連結累計期間の業績に関する特記事項は以下のとおりです。 

イ. 売上高は4,693百万円となりました。会員事業において、プレミアム会員数が順調に増加し、120

万人を突破しました。また広告事業においては、ディスプレイ広告及びタイアップ広告が伸長

し、スマートフォン広告も売上に寄与しました。 

ロ. 販売費及び一般管理費は人件費を中心に増加し、2,292百万円となりました。 

ハ. 営業利益は2,341百万円となりました。なお、売上高営業利益率は49.9％となりました。 

  

 ② 運営サービスの状況 

「クックパッド」ののべ月間利用者数は順調に推移し、2014年１月時点で4,134万人（前年同月比

33.8％増）となりました。当サービスは日常の生活導線上で利用されているため、日常生活の多様なシ

ーンでインターネットの利用が可能なスマートフォンとの相性が非常に良く、特にスマートフォンから

の利用者が順調に増加し、2,470万人（前年同月比70.7％増）となりました。今後も多様化するデバイ

スに適応したサービスの展開に注力していきます。 

またレシピ数も堅調に増加しており、2014年１月末には累計投稿レシピ数が163万品を超えました。 

2013年６月に自社で実施したクックパッドの認知率調査では、20〜40代女性におけるクックパッドの

認知率は95.8％となり（認知率調査は2013年６月実施。マクロミルモニターを利用したインターネット

リサーチ、調査対象は全国の20〜40代女性936名）、日本 大のレシピサイトとして不動の地位を確立

しつつあります。 

レシピの投稿・検索にとどまらず、食に関連するあらゆるシーンで利用される食のインフラへとサー

ビスを進化させるべく、新規事業の立ち上げにも注力していきます。 

  

 ③ 事業別の状況  

当第３四半期連結累計期間の売上高を事業別に示すと、次のとおりです。 

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

事業別
当第２四半期連結累計期間

(自  2013年５月１日
至  2013年10月31日)

会員事業(百万円) 2,853

広告事業(百万円) 1,799

その他(百万円) 40

合計(百万円) 4,693
 

クックパッド㈱ （2193） 平成26年４月期 第３四半期決算短信（連結）

2



  

（会員事業） 

当第３四半期連結累計期間における会員事業の売上高は、2,853百万円となりました。スマートフォ

ン利用者数の増加に牽引され、スマートフォンからのプレミアムサービス入会者数が順調に増加してお

り、2014年１月末のプレミアム会員数は120万人を超えました。 

「② 運営サービスの状況」に記載したように、20〜40代女性におけるクックパッドの認知率は高い

一方で、クックパッドの有料サービス（プレミアムサービス）の認知率は51.8％に留まっています。プ

レミアムサービスのサービス内容充実をはかるとともに、その認知や価値訴求に一層注力していきま

す。 

（広告事業） 

当第３四半期連結累計期間における広告事業の売上高は、1,799百万円となりました。大型のディス

プレイ広告の受注によって売上が堅調に増加しています。また、ディスプレイ広告と共にタイアップ広

告を展開する案件が増加し、タイアップ広告の売上も増加しました。さらに、当四半期会計期間からス

マートフォンのディスプレイ広告も売上に寄与しました。今後も引き続き、PC及びスマートフォンの両

方において広く商品の認知を獲得できる広告商品を中核に据え、事業を成長させていきます。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、8,462百万円となりました。なお、流動資産は

5,425百万円、固定資産は3,036百万円です。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、972百万円となりました。なお、流動負債は959

百万円、固定負債は12百万円です。 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、7,490百万円となりました。 

  

2014年４月期の連結業績予想につきましては、売上高と営業利益は2013年４月期を上回ると見込んで

います。「クックパッド」を中心とするサービスをより幅広いユーザーに利用いただくことを目指し、

プレミアム会員数の増加による会員事業の拡大を中心に中期的な成長を実現していきます。 

  

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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第２四半期連結会計期間においてコーチ・ユナイテッド株式会社の株式を取得し子会社化したことに

伴い、第２四半期連結会計期間より同社を連結の範囲に含めています。 

また、当第３四半期連結会計期間において、当社の子会社であるCOOKPAD Inc.(米国)がALLTHECOOKS,

LLCの持分を取得し孫会社化した結果、重要性が増したことに伴い、当第３四半期連結会計期間より同

２社を連結の範囲に含めています。さらに、新たに設立したCOOKPAD SPAIN, S.L.ほか１社を連結の範

囲に含め、合計４社を新たに連結の範囲に含めています。 

なお、COOKPAD Inc.(米国)及びCOOKPAD SPAIN, S.L.は当社の特定子会社に該当します。 

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
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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）

当第３四半期連結会計期間 
(2014年１月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 4,041,793

受取手形及び売掛金 1,205,279

その他 181,236

貸倒引当金 △2,901

流動資産合計 5,425,407

固定資産  

有形固定資産 33,122

無形固定資産  

のれん 2,595,250

その他 21,367

無形固定資産合計 2,616,617

投資その他の資産  

その他 418,241

投資損失引当金 △30,997

投資その他の資産合計 387,244

固定資産合計 3,036,984

資産合計 8,462,391

負債の部  

流動負債  

買掛金 13,306

未払金 597,640

未払法人税等 315,326

その他 33,697

流動負債合計 959,971

固定負債  

長期借入金 12,092

固定負債合計 12,092

負債合計 972,063
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(2014年１月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 870,705

資本剰余金 870,130

利益剰余金 5,711,443

自己株式 △1,185

株主資本合計 7,451,092

その他の包括利益累計額  

為替換算調整勘定 15,279

その他の包括利益累計額合計 15,279

新株予約権 23,955

純資産合計 7,490,327

負債純資産合計 8,462,391
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2013年５月１日 
 至 2014年１月31日) 

売上高 4,693,030

売上原価 59,062

売上総利益 4,633,968

販売費及び一般管理費 2,292,776

営業利益 2,341,192

営業外収益  

受取利息 4,746

その他 3,145

営業外収益合計 7,892

営業外費用  

為替差損 9,776

投資損失引当金繰入額 30,997

その他 526

営業外費用合計 41,300

経常利益 2,307,783

特別利益  

新株予約権戻入益 14,598

事業譲渡益 8,000

特別利益合計 22,598

特別損失  

固定資産除売却損 461

関係会社株式評価損 2,688

特別損失合計 3,150

税金等調整前四半期純利益 2,327,231

法人税、住民税及び事業税 846,766

法人税等調整額 82,274

法人税等合計 929,041

少数株主損益調整前四半期純利益 1,398,190

四半期純利益 1,398,190

クックパッド㈱ （2193） 平成26年４月期 第３四半期決算短信（連結）

7



 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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2013年５月１日 
 至 2014年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,398,190

その他の包括利益  

為替換算調整勘定 15,279

その他の包括利益合計 15,279

四半期包括利益 1,413,469

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,413,469

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（３）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）
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