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1.  平成22年4月期第2四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年10月31日） 

（注）当社は、21年４月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、21年４月期第２四半期および22年４月期第２四半期の対前年同
四半期増減率の記載をしておりません。 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

22年4月期第2四半期 890 ― 410 ― 398 ― 214 ―
21年4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

22年4月期第2四半期 172.58 164.38
21年4月期第2四半期 ― ―

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4月期第2四半期 2,564 2,199 85.8 1,672.86
21年4月期 825 594 72.0 516.46

（参考） 自己資本   22年4月期第2四半期  2,199百万円 21年4月期  594百万円

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4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年4月期 ― 0.00
22年4月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
※平成22年４月期の業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、平成21年12月1日付で実施致しました株式分割を考慮した額を記載しており
ます。 

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 1,907 76.1 732 78.1 720 74.8 400 67.4 168.93



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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4月期第2四半期 1,314,900株 21年4月期  1,152,000株
② 期末自己株式数 22年4月期第2四半期  ―株 21年4月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第2四半期 1,245,489株 21年4月期第2四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想は、本資料発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に対する仮定を前
提としているため、実際の業績は今後の様々な要因により異なる可能性があります。業績の前提となる仮定および業績予想に関する事項は、６ページ「３．
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．平成21年10月30日開催の経営会議決議に基づき、平成21年12月１日付で普通株式１株につき、３株の割合をもって分割いたしました。平成22年４月期
の業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割を考慮した株式数により算定しております。 



（参考）平成22年４月期第２四半期（３か月）の業績 

（平成21年８月１日～平成21年10月31日） 

（百万円未満切捨て） 

(1）経営成績（３か月） （％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４月期第２四半期 473 ― 231 ― 231 ― 122 ― 

21年４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

22年４月期第２四半期 93.64 89.50

21年４月期第２四半期 ― ― 



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、コスト削減による企業収益の回復や個人消費の一部持ち直しなど、

景気低迷から回復の兆しが見られたものの、設備投資の減少や雇用情勢の悪化など、依然として厳しい経済環境が続

いております。  

 当社顧客が主に事業を展開する食品・飲料業界におきましては、生活者の食の安全・安心に対する意識及び生活防

衛意識の高まりによる節約志向へのシフトに対応すべく、新たな価値ある製品の開発やブランド育成、生活者の購買

行動の変化分析を含めた販売促進活動に各社が注力している状況となっております。 

 一方で、インターネット関連業界におきましては、インターネット利用者が9,091万人、人口普及率は75.3％とな

り、モバイル端末からのインターネット利用者は7,506万人と増加し続けております(総務省 平成20年「通信利用動

向調査」)。また、平成20年のインターネット広告費は6,983億円であり、前年比16.3％増と引き続き成長を続けてお

ります(株式会社電通「2008年日本の広告費」)。 

 このような環境のもと、当社は、『クックパッド』及び『モバれぴ』利用者の満足度を高めるべく、引き続き利便

性の向上や機能強化に取り組んでまいりました。これにより、月間利用者数及び月間ページビュー数ともに引き続き

前年同月比増加傾向であり、平成21年10月における『クックパッド』の月間利用者数は816万人、月間ページビュー

数は３億9,861万ページビューとなりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 千円(前年同期比88.9％増)となりました。また、営業利益

は 千円(同116.7％増)、経常利益は 千円(同110.2％増)、四半期純利益は 千円(同94.1％増)と

なりました。 

   事業別の状況は次のとおりであります。  

  

  ① マーケティング支援事業 

 当事業におきましては、第１四半期会計期間に引き続き、当第２四半期会計期間(３か月)におきましても既存顧

客に対する売上が前年同期に比べ増加し、増収となりました。主な要因といたしましては、食品製造事業者及び飲

料製造事業者において新たな販促手法として浸透し、継続受注及び受注額が増加したことによるものです。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は410,655千円(前年同期比28.6％増)となりました。 

  

  ② 会員事業 

 当事業におきましては、前事業年度に実施した『モバれぴ』の携帯３キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)

公式サービス化と第１四半期会計期間に実施した『モバれぴ』の検索機能強化の影響が持続しており、当第２四半

期会計期間もモバれぴプレミアムサービス利用者を中心に引き続きプレミアムサービス利用者数(有料会員数)が増

加いたしました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は308,607千円(前年同期比591.0％増)となりました。  

  

  ③ 広告事業  

 当事業におきましては、国内景気の悪化により広告市場全体が縮小傾向である中、『クックパッド』の月間利用

者数及び月間ページビュー数が引き続き増加傾向であることを背景に、売上は前年同期比増収となりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は171,376千円(前年同期比59.5％増)となりました。 

 （単位：千円）

  

(注)１．当社は、平成21年４月期第２四半期決算短信の作成はしておりませんが、当該四半期情報については、新規上

場申請のための四半期報告書として株式会社東京証券取引所に提出しております。したがって、上記において、

前年同四半期金額及び前年四半期比については、期間比較性の向上に資するべく、当該四半期報告書に基づい

て、参考数値として記載しております。 

２．平成22年４月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年４月期第１四半期決算短

信（平成21年９月４日開示）をご参照ください。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

890,639

410,322 398,559 214,941

  
平成21年４月期 

第２四半期累計  

平成22年４月期 

第２四半期累計  

増減 

(金額)  

増減 

(比率)  

 マーケティング 

 支援事業  
319,316 410,655 91,339 28.6％増

 会員事業  44,659 308,607 263,947 591.0％増

 広告事業  107,434 171,376 63,942 59.5％増

 売上高計  471,409 890,639 419,229 88.9％増



 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

 当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,738,660千円増加し、2,564,562千円となりまし

た。このうち、流動資産は同1,698,650千円増加し、2,394,558千円となり、固定資産は同40,009千円増加し、

170,004千円となりました。  

 これらの増加の主な要因は、流動資産については、株式上場時の新株発行に伴う払込金による現金及び預金の増

加、収益性の上昇による現金及び預金並びに売掛金の増加によるものであり、固定資産については、サーバー増設

や業容拡大に伴うソフトウェアの増加によるものです。  

  

  (負債) 

 当第２四半期会計期間末における負債は364,924千円となりました。この主な要因は、未払法人税等が増加した

ことにより、流動負債が前事業年度末に比べ133,978千円増加したことであります。 

  

 (純資産) 

 当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ1,604,681千円増加し、2,199,637千円となりま

した。この主な要因は、利益剰余金が214,941千円増加したこと、株式上場に伴う新株発行等により、資本金及び

資本剰余金がそれぞれ694,870千円増加したことであります。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前事業年度末より

1,624,203千円増加し、2,025,917千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因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276,179千円となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益398,559千円及

び減価償却費20,625千円を計上した一方で、法人税等の支払額114,626千円及び売上の増加により売上債権の増加

63,412千円が生じたこと等によるものであります。 

  

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動により使用した資金は29,981千円となりました。この主な要因は、サーバー増設といった設備投資を行

ったことに伴い、有形固定資産の取得による支出28,784千円が発生したことによるものであります。 

  

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果得られた資金は1,378,005千円となりました。これは主として新規上場に伴う新株発行によるも

のであります。 

  

２．財政状態に関する定性的情報



 第２四半期累計期間におきましては、事業の基盤である『クックパッド』の月間利用者数が引き続き増加傾向で推

移しております。事業別では、マーケティング支援事業は既存顧客売上が増加し順調に推移しており、広告事業は、

景気の影響を受けつつも媒体成長を背景に前年同期比増収で推移しております。会員事業は、有料会員数の伸びが前

事業年度から継続しており好調に推移しております。その結果、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益いずれ

も当初計画を上回りました。 

 当社は引き続き、事業の基盤である『クックパッド』及び『モバれぴ』において新たなサービスの開発や機能改

善・強化による利便性の向上により利用者の満足度を高め、事業拡大を図ってまいります。 

 通期の業績予想につきましては、最近の受注動向及び有料会員数の伸びを踏まえ売上予想を見直すとともに、業容

拡大に伴う人件費・採用費の増加やオフィスの拡充、サーバー増強に伴う費用増加等を考慮し、計画を見直し、平成

21年10月30日に業績予想の修正を行いました。前回公表の予想からの変更はございません。 

  

  

  

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,025,917 401,713

受取手形及び売掛金 341,835 278,422

繰延税金資産 21,161 13,287

その他 6,777 2,996

貸倒引当金 △1,133 △512

流動資産合計 2,394,558 695,907

固定資産   

有形固定資産   

建物 31,470 31,240

減価償却累計額 △23,682 △15,895

建物（純額） 7,787 15,345

工具、器具及び備品 122,325 62,756

減価償却累計額 △44,134 △31,732

工具、器具及び備品（純額） 78,190 31,024

有形固定資産合計 85,978 46,370

無形固定資産 2,703 1,943

投資その他の資産   

差入保証金 68,709 68,709

繰延税金資産 12,611 12,971

その他 178 178

貸倒引当金 △178 △178

投資その他の資産合計 81,321 81,681

固定資産合計 170,004 129,995

資産合計 2,564,562 825,902

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,944 4,857

未払金 122,845 81,237

未払法人税等 197,258 113,913

未払消費税等 20,572 18,218

その他 19,303 12,719

流動負債合計 364,924 230,946

負債合計 364,924 230,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 757,920 63,050

資本剰余金 757,345 62,475

利益剰余金 684,372 469,431

株主資本合計 2,199,637 594,956

純資産合計 2,199,637 594,956

負債純資産合計 2,564,562 825,902



（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21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 890,639

売上原価 21,785

売上総利益 868,853

販売費及び一般管理費 458,530

営業利益 410,322

営業外収益  

受取利息 152

その他 313

営業外収益合計 466

営業外費用  

株式交付費 11,734

為替差損 243

その他 250

営業外費用合計 12,229

経常利益 398,559

税引前四半期純利益 398,559

法人税、住民税及び事業税 191,131

法人税等調整額 △7,514

法人税等合計 183,617

四半期純利益 214,941



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 473,441

売上原価 11,689

売上総利益 461,751

販売費及び一般管理費 230,182

営業利益 231,569

営業外収益  

受取利息 112

その他 266

営業外収益合計 378

営業外費用  

為替差損 39

その他 113

営業外費用合計 152

経常利益 231,794

税引前四半期純利益 231,794

法人税、住民税及び事業税 119,612

法人税等調整額 △10,790

法人税等合計 108,822

四半期純利益 122,972



（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21年５月１日 
 至 平成21年10月31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 398,559

減価償却費 20,625

貸倒引当金の増減額（△は減少） 620

受取利息及び受取配当金 △152

株式交付費 11,734

売上債権の増減額（△は増加） △63,412

たな卸資産の増減額（△は増加） △39

仕入債務の増減額（△は減少） 87

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,354

その他の資産の増減額（△は増加） △3,646

その他の負債の増減額（△は減少） 24,017

小計 390,750

利息及び配当金の受取額 56

法人税等の支払額 △114,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 276,179

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 △28,784

無形固定資産の取得による支出 △1,196

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,981

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 1,378,005

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,378,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,624,203

現金及び現金同等物の期首残高 401,713

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,025,917



 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年７月17日に東京証券取引所マザーズに上場し、上場にあたり、平成21年７月16日に公募増資

による払込を受けたことから、第１四半期会計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ690,460千円増

加しております。この結果、当第２四半期会計期間末において、資本金が757,920千円及び資本剰余金が757,345

千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



６．その他の情報

  

（重要な後発事象）  

平成21年10月30日開催の当社経営会議の決議に基づき、次のように株式分割を行っております。 

  

(1）株式分割の目的 

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、流動性の向上及び投資家層の長期的な拡大を図るこ

とを目的といたします。  

(2）株式分割により増加する株式数 

 普通株式   2,631,600株 

(3）株式分割の方法 

 平成21年11月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式を、１株につき３株の割合をもって

分割いたします。 

(4）株式分割の日程 

 株式分割基準日 平成21年11月30日 

 効力発生日   平成21年12月１日  

  

 当該株式分割が前事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報及び当事業年度の開始の日に

行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 

１株当たり四半期純利益金額等 

  

当第２四半期会計期間末 前事業年度末 

557.62円 172.15円

当第２四半期累計期間 

１株当たり四半期純利益金額           57.53円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額    54.79円

当第２四半期会計期間 

１株当たり四半期純利益金額 31.21円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 29.83円
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