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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第2四半期 49,869 3.6 519 △61.6 417 △55.9 233 △32.7
21年3月期第2四半期 48,117 ― 1,354 ― 946 ― 346 ―

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

22年3月期第2四半期 1,024.73 ―
21年3月期第2四半期 1,522.68 ―

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

22年3月期第2四半期 42,264 23,760 55.9 103,779.66
21年3月期 41,915 23,585 56.0 102,997.64

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  23,641百万円 21年3月期  23,462百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 700.00 ― 700.00 1,400.00
22年3月期 ― 800.00
22年3月期 

（予想）
― 800.00 1,600.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 102,500 5.3 2,500 6.1 2,300 2.0 1,200 80.8 5,267.78
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．連結業績予想に関する事項につきましては、平成21年４月24日公表いたしました業績予想に変更はございません。 
２．上記の業績予想は、当社および当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき作成しております。予想に内在する不確実性や今後の事業環境の
変化により、実際に発表される業績は当該予想と異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 227,800株 21年3月期  227,800株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  0株 21年3月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 227,800株 21年3月期第2四半期 227,800株
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  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、定額給付金の支給やエコポイント等の経済対策などにより一部持ち

直しの動きがあるものの、企業収益の減少による雇用情勢や所得環境の一層の悪化が懸念されるなど、引き続き厳しい状

況が続いております。その中でもインターネットサービス市場は引き続き拡大しており、ブロードバンド接続サービスで

は、FTTH（光ファイバー）接続サービスが伸張し、2009年６月末現在1,589万契約（2009年３月末比87万人増）となりま

した（出典：総務省）。また、インターネット広告は、検索連動型広告を中心に堅調に推移いたしました。 

 このような環境の中、当社グループは、接続・カスタマーサービス分野においては、プロモーションを強化して積極的

にFTTH接続会員の獲得を推進いたしました。その結果、2009年９月末現在のFTTH接続会員数は、前期末比７万人増の119

万人、ADSL、CATV、およびモバイルブロードバンドを含むブロードバンド接続会員数は、同５万人増の184万人と期初計

画を上回るペースで順調に増加いたしました。お客様に長期間お使いいただくために、２年間の継続利用を前提とした安

価なコースや、１年間継続すると１ヶ月分の料金が無料になるコースの販売に力を入れております。また、高速ワイヤレ

ス通信サービス「＠nifty WiMAX」を７月から提供開始いたしました。さらに、有償サポートサービス「＠niftyまかせて

365」や統合セキュリティサービス「常時安全セキュリティ24」などの付加価値サービスの利用促進にも引き続き注力い

たしました。この結果、接続・カスタマーサービス分野の売上高は、44,202百万円（前年同期比2.7％増）となりまし

た。 

 Webサービス・ネットマーケティング分野においては、検索数の増加による検索連動広告の伸長や当社の強みであるコ

ミュニティを活かしたタイアップ広告事業の推進などにより広告売上が拡大いたしました。さらに、利用が広がっている

携帯電話向けコンテンツサービスについては、当連結累計期間中に新たに６種の当社サイトが携帯キャリア公式サイトに

採用され、当社が運営する公式サイトは合わせて13種となりました。また、昨年度、他社との協業により開始した新・仮

想生活つきコミュニティサービス「Nicotto Town（ニコッとタウン）」や主婦を対象とした携帯電話向けサービス「シュ

フモ」の利用者も順調に増加しており、事業拡大や新たなビジネス展開に向けた取組みを進めております。この結果、広

告・マーケティングビジネスの売上高は2,415百万円（前年同期比8.5％増）、コンテンツおよびコマースビジネス等を含

めたWebサービス・ネットマーケティング分野全体の売上高は5,666百万円（同11.9％増）となりました。    

  当第２四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3.6％増）となりまし

た。損益につきましては、前期末から新規FTTH接続会員の獲得が引き続き好調に推移しており、それに伴う入会時の特典

付与などの獲得費用やプロモーション費用が増加したこと、および検索連動広告の単価が一時的に下落した期間があった

ことなどの結果、営業利益は 百万円（同61.6％減）、経常利益は 百万円（同55.9％減）、四半期純利益は 百万

円（同32.7％減）となりました。 

  

分野別売上高 

（第２四半期の概況）                                （百万円未満切捨て）

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

49,869

519 417 233

事業分野 

平成21年３月期 

第２四半期連結累計期間 

平成22年３月期 

第２四半期連結累計期間 
対前年同期 

増減率(％) 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日） 

金額（百万円） 割合(％) 金額（百万円） 割合(％) 

接続・カスタマー 

サービス分野 
  43,053   89.5   44,202   88.6   2.7

Webサービス・ネット 

マーケティング分野 
  5,063   10.5   5,666   11.4   11.9

合計   48,117   100.0   49,869   100.0   3.6
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四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 百万円の増加となりました。これは主に、有形固定資産の減価償

却等に伴う減少 百万円、および預け金の減少 百万円があったものの、ブロードバンド接続会員の増加に伴

い売掛金が 百万円増加し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 百万円の増加となりました。これは主に、法人税等の支払による未

払法人税等の減少 百万円、およびリース債務の返済による減少 百万円があったものの、ブロードバンド接

続会員の増加に伴いネットワーク使用料等の買掛金が 百万円増加したことによるものです。 

 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、利益剰余金が配当金の

支払いにより 百万円減少したものの、四半期純利益の計上に伴い 百万円増加したこと、および評価・換算

差額等が 百万円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２四半期連結累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２四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通りです。 

  

（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、および売上債権の増加額 百万円があったものの、減価償却費

百万円の計上、および入会促進引当金が 百万円増加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 百万円の支払と、リース債務 百万円の返済によるものです。  

  

平成21年４月24日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

42,264 18,503 23,760

348

408 641

1,300

173

136 389

697

175

159 233

104

5,991

595

2,466 3,690

614 1,300

2,943 227

2,150 2,354

911 1,135

158 752

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,714 3,668

預け金 2,276 2,918

売掛金 19,088 17,788

原材料及び貯蔵品 42 32

その他 1,221 1,105

貸倒引当金 △299 △279

流動資産合計 26,044 25,234

固定資産   

有形固定資産 3,685 4,093

無形固定資産   

ソフトウエア 10,918 10,968

その他 65 89

無形固定資産合計 10,984 11,057

投資その他の資産   

投資有価証券 936 829

その他 615 704

貸倒引当金 △1 △3

投資その他の資産合計 1,550 1,530

固定資産合計 16,219 16,681

資産合計 42,264 41,915

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,147 10,449

未払金 2,488 2,533

未払法人税等 466 603

役員賞与引当金 11 20

入会促進引当金 924 696

ポイント引当金 430 420

その他 1,826 2,061

流動負債合計 17,294 16,785

固定負債   

役員退職慰労引当金 51 62

その他 1,157 1,481

固定負債合計 1,209 1,544

負債合計 18,503 18,330
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３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 17,095 17,021

株主資本合計 23,588 23,515

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86 39

為替換算調整勘定 △33 △91

評価・換算差額等合計 52 △52

少数株主持分 119 122

純資産合計 23,760 23,585

負債純資産合計 42,264 41,915
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 48,117 49,869

売上原価 38,405 39,957

売上総利益 9,711 9,911

販売費及び一般管理費 8,357 9,391

営業利益 1,354 519

営業外収益   

受取利息 17 10

受取手数料 36 25

その他 4 4

営業外収益合計 58 41

営業外費用   

支払利息 12 7

固定資産除売却損 403 69

持分法による投資損失 12 21

その他 38 44

営業外費用合計 466 143

経常利益 946 417

特別利益   

投資有価証券売却益 35 68

特別利益合計 35 68

特別損失   

投資有価証券評価損 194 27

減損損失 － 36

特別損失合計 194 63

税金等調整前四半期純利益 787 422

法人税、住民税及び事業税 687 472

法人税等調整額 △247 △280

法人税等合計 439 192

少数株主利益 1 △2

四半期純利益 346 233
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 787 422

減価償却費 3,319 2,943

減損損失 － 36

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120 20

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42 △11

入会促進引当金の増減額（△は減少） 45 227

ポイント引当金の増減額（△は減少） 412 9

受取利息及び受取配当金 △18 △11

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 159 △41

支払利息 12 7

固定資産廃棄損 389 65

持分法による投資損益（△は益） － 21

売上債権の増減額（△は増加） △229 △1,300

たな卸資産の増減額（△は増加） 8 △9

仕入債務の増減額（△は減少） 716 697

その他 △735 6

小計 4,935 3,076

利息及び配当金の受取額 15 12

利息の支払額 △12 △7

法人税等の支払額 △1,247 △614

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,690 2,466

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 △54 △37

投資有価証券の売却による収入 150 79

有形固定資産の取得による支出 △285 △245

無形固定資産の取得による支出 △2,124 △1,974

その他 △39 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,354 △2,150

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △159 △158

リース債務の返済による支出 △976 △752

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,135 △911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 200 △595

現金及び現金同等物の期首残高 6,060 6,587

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,260 5,991
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 該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（平成21年３月期第２四半期） 

 当社及び連結子会社の事業は、インターネットサービス並びにこれらに付帯する単一事業であります。従いま

して、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。 

 

当第２四半期連結累計期間（平成22年３月期第２四半期） 

 当社及び連結子会社の事業は、インターネットサービス並びにこれらに付帯する単一事業であります。従いま

して、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間（平成21年３月期第２四半期） 

 在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間（平成22年３月期第２四半期） 

 在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（平成21年３月期第２四半期） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間（平成22年３月期第２四半期） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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