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(百万円未満切捨て)

１．平成29年12月期第２四半期の業績（平成29年１月１日～平成29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 ％

29年12月期第２四半期 3,668 － 91 － 99 － 98 －

28年12月期第２四半期 － － － － － － － －
　

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

29年12月期第２四半期 37.44 －

28年12月期第２四半期 － －

(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、当第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28年12月期第２四半期の実績及び対前年同四半期増減率は記載してお
りません。

　 ２．当第２四半期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、
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 ％

29年12月期第２四半期 4,803 1,187 23.4

28年12月期 4,711 1,183 23.8

(参考) 自己資本 29年12月期第２四半期 1,125百万円 28年12月期 1,119百万円
　

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

28年12月期 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00

29年12月期 0.00 0.00

29年12月期(予想) 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29年12月期の業績予想（平成29年１月１日～平成29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 7,650 12.3 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 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）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) 29年12月期２Ｑ 2,717,300株 28年12月期 2,717,300株

② 期末自己株式数 29年12月期２Ｑ 83,146株 28年12月期 83,146株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期２Ｑ 2,634,154株 28年12月期２Ｑ 2,634,154株
　

※ 四半期決算短信は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、インターネットを使った個

人の表現活動を支援するべく、レンタルサーバー、ショッピングカートASP及びハンドメイドマーケットといったサ

ービスを展開しております。

ハンドメイドマーケット「minne」においては、わずか２年で作家数、作品数ともに国内No.１へと急成長したこ

とから、より強いサービスへと成長させるべく、平成27年12月期から積極投資を開始し、プロモーションへの投資

を継続して行っております。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777万DLを突破し、流通金額は4,929,573千円（前年同期比22.9％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Web広告を中心に展開し、609,696千円（前年同期比12.9％減）となりました。

また、ホスティング事業及びEC支援事業における主力のストック型サービスにつきましては、顧客単価の上昇に

努めた結果、いずれも堅調に推移いたしました。

以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高3,668,320千円、営業利益91,534千円、経常利益

99,718千円、四半期純利益98,632千円となりました。

なお、当社は、前第２四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成29年１月１日

を効力発生日とした連結子会社（GMOペパボオーシー株式会社）の吸収合併により、連結対象子会社が存在しなくな

ったため、第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同四半期との比較

は行っておりません。

（セグメント別の状況）

第１四半期累計期間より四半期連結セグメント情報を作成しておりません。このため、セグメント売上高及びセ

グメント利益については、前年同四半期との比較を行っておりません。

① ホスティング事業

ホスティング事業では、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「ロリポップ！」におきましては、機能開発やUIの改善を行い、アップセルの推進に

努めた結果、顧客単価が上昇いたしました。また、リブランディングの一環として１月に実施したサイトリニュー

アル後も契約件数が堅調に推移し436,785件（前年同期末比7,311件増）となりました。

第３四半期以降につきましては、SSLオプションの無料化及び新プランとなる「マネージドクラウド」のα版をリ

リースすることにより、今後のホスティング市場における価値を高め、新たな顧客獲得に努めてまいります。

ドメイン取得代行サービス「ムームードメイン」では、ドメインの複数年契約に対し割引を行うなど継続率の向

上を図ったことなどから、更新率は高い水準で推移し、登録ドメイン数は1,216,233件（前年同期末比82,622件増）

と順調に増加しました。

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2,072,038千円、セグメント利益は661,618千円

となりました。

② EC支援事業

EC支援事業では、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

供を中心に展開しております。

「カラーミーショップ」では、機能開発やUIの改善及びリアルな場でのセミナーの開催など、アップセルの推進

に努めた結果、顧客単価が上昇いたしました。

また、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI」では、３周年を記念した割引キャンペーン及び、他社と

共同開発した好きな場所の衛星画像をTシャツにできるファッションブランド「WEAR YOU ARE（ウェアユーアー）」

の提供開始が反響を呼び、累積会員数は163,957人（前年同期比57,734人増）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763,881千円、セグメント利益は359,484千円と

なりました。
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③ ハンドメイド事業

ハンドメイド事業では、平成27年12月期より積極投資を行っている「minne」を中心としたハンドメイドマーケッ

トサービスを展開しております。

「minne」では、「母の日」及び「父の日」といったギフト需要を喚起する特集を積極的に展開し、オウンドメデ

ィアやSNSでの露出の強化を図りました。さらに、動画プロモーションを展開し新たな顧客層の拡大を図ったことか

ら、当第２四半期累計期間における流通金額は堅調に推移し、4,929,573千円（前年同期比22.9％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701,003千円、セグメント損失は505,517千円と

なりました。

④ コミュニティ事業

コミュニティ事業では、ブログサービス「JUGEM」において、広告売上の減少により、当第２四半期累計期間にお

けるセグメント売上高は107,194千円、セグメント利益は63,358千円となりました。

⑤ その他

当第２四半期累計期間におけるセグメント売上高は24,202千円、セグメント損失は1,779千円となりました。

なお、「PEPABO WiMAX」は、平成29年２月１日付けで事業譲渡を行っております。

（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4,803,013千円（前事業年度末比92,002千円増）となりました。これ

は、主に現金及び預金が196,261千円減少した一方で、関係会社預け金が250,000千円増加、売掛金が40,940千円

増加したことによるものであります。

負債は3,615,311千円（同88,019千円増）となりました。これは、主に未払法人税等が31,572千円減少した一方

で、前受金が111,401千円増加したことによるものであります。

純資産は1,187,701千円（同3,983千円増）となりました。これは、主に利益剰余金が19,607千円増加したこと

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、2,157,853千円となりま

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251,662千円となりました。これは、主に税引前四半期純利益99,718千円及び前

受金の増加額147,349千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139,264千円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出49,738

千円、無形固定資産の取得による支出54,876千円及び事業譲渡による支出45,571千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78,953千円となりました。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91,534千円、経常利益99,718千円、四半期純利益98,632千円となりました

が、「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ま

すので、通期業績予想につきましては、平成29年２月３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28年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,504,115 1,307,853

関係会社預け金 600,000 850,000

売掛金 1,424,124 1,465,065

貯蔵品 1,265 1,805

その他 215,210 213,336

貸倒引当金 △15,502 △15,051

流動資産合計 3,729,214 3,823,009

固定資産

有形固定資産 309,004 312,783

無形固定資産 201,669 217,576

投資その他の資産

投資有価証券 363,035 338,049

その他 108,085 111,593

投資その他の資産合計 471,121 449,643

固定資産合計 981,795 980,003

資産合計 4,711,010 4,803,013

負債の部

流動負債

営業未払金 129,587 117,840

未払金 1,172,208 1,194,149

未払法人税等 39,820 8,247

前受金 1,567,011 1,678,413

預り金 313,598 350,140

賞与引当金 － 12,267

その他 252,390 206,497

流動負債合計 3,474,616 3,567,555

固定負債

資産除去債務 25,754 27,049

その他 26,920 20,706

固定負債合計 52,675 47,755

負債合計 3,527,291 3,615,311
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成29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 1,015,409 1,035,016

自己株式 △254,976 △254,976

株主資本合計 1,069,787 1,089,395

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 49,723 36,234

評価・換算差額等合計 49,723 36,234

新株予約権 64,207 62,071

純資産合計 1,183,718 1,187,701

負債純資産合計 4,711,010 4,803,013
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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)
当第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)

売上高 3,668,320

売上原価 1,468,105

売上総利益 2,200,214

販売費及び一般管理費 2,108,679

営業利益 91,534

営業外収益

受取利息 722

投資事業組合運用益 6,623

保険返戻金 1,192

その他 2,115

営業外収益合計 10,654

営業外費用

投資事業組合運用損 1,357

その他 1,113

営業外費用合計 2,470

経常利益 99,718

税引前四半期純利益 99,718

法人税、住民税及び事業税 1,429

法人税等調整額 △343

法人税等合計 1,086

四半期純利益 98,632
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当第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)

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

減価償却費 98,203

貸倒引当金の増減額（△は減少） △883

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,267

投資事業組合運用損益（△は益） △5,266

受取利息及び受取配当金 △722

売上債権の増減額（△は増加） 1,831

前渡金の増減額（△は増加） 13,538

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,943

営業未払金の増減額（△は減少） △18,831

未払金の増減額（△は減少） △18,639

前受金の増減額（△は減少） 147,349

預り金の増減額（△は減少） 24,854

その他の流動負債の増減額（△は減少） △44,874

その他 △9,333

小計 282,268

利息及び配当金の受取額 695

法人税等の支払額 △31,301

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,662

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

無形固定資産の取得による支出 △54,876

事業譲渡による支出 △45,571

投資事業組合からの分配による収入 10,892

その他 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △78,953

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,445

現金及び現金同等物の期首残高 2,104,115

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
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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）

株主資本の金額は、前事業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）

当第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

コミュニティ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 2,072,038 763,881 701,003 107,194 3,644,117 24,202 3,668,320 － 3,668,320

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － － － － － －

計 2,072,038 763,881 701,003 107,194 3,644,117 24,202 3,668,320 － 3,668,320

セグメント利益

又は損失（△）
661,618 359,484 △505,517 63,358 578,944 △1,779 577,165 △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、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△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。
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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28年

第２四半期末
（件）

平成28年
第３四半期末

（件）

平成28年
第４四半期末

（件）

平成29年
第１四半期末

（件）

平成29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） 429,474 431,619 434,278 436,192 436,785 101.7

ムームードメイン 1,133,611 1,161,158 1,194,557 1,213,619 1,216,233 107.3

カラーミーショップ 44,615 44,775 45,056 45,177 45,147 101.2

　（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28年
第２四半期末

平成28年
第３四半期末

平成28年
第４四半期末

平成29年
第１四半期末

平成29年
第２四半期末

前年
同四半期末比

（％）

流通額（千円）（注） 2,041,394 2,067,862 2,317,686 2,436,192 2,493,380 122.1

作家数 252,987 282,884 307,406 331,618 357,161 141.2

作品数 3,278,677 3,985,352 4,637,845 5,249,961 5,860,717 178.8

アプリダウンロード数 6,028,736 6,418,457 6,790,658 7,194,924 7,771,879 128.9

（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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