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1.  平成22年4月期第3四半期の業績（平成21年5月1日～平成22年1月31日） 

（注１）平成21年12月１日付で普通株式１株につき、３株の割合をもって株式分割を行っております。詳細につきましては、３ページ「株式分割に伴う１株当
たり数値の遡及修正」をご覧ください。 
（注２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は平成21年４月期第３四半期においては非上場
であるため、期中平均株価が把握できませんので、平成21年４月期第３四半期は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

（注）平成21年12月１日付で普通株式１株につき、３株の割合をもって株式分割を行っております。詳細につきましては、３ページ「株式分割に伴う１株当た
り数値の遡及修正」をご覧ください。  

(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3四半期 1,490 103.5 733 170.7 722 166.1 387 143.4
21年4月期第3四半期 732 ― 270 ― 271 ― 159 ―

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3四半期 101.76 97.25
21年4月期第3四半期 138.31 ―

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3四半期 2,823 2,392 84.7 601.26
21年4月期 825 594 72.0 516.46

（参考） 自己資本   22年4月期第3四半期  2,392百万円 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   

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 2,043 88.6 955 132.4 944 129.1 495 107.1 128.49



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） 

（注１）21年４月期第３四半期の期中平均株式数は、平成20年11月14日実施の株式分割が、その実施日を含む事業年度の開始の日（平成20年５月１
日）に行われたと仮定して算定しております。 
（注２）22年４月期第３四半期の期中平均株式数は、平成21年12月1日実施の株式分割が、その実施日を含む事業年度の開始の日（平成21年５月１
日）に行われたと仮定して算定しております。 

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4月期第3四半期 3,979,200株 21年4月期  1,152,000株
② 期末自己株式数 22年4月期第3四半期  100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3四半期 3,811,305株 21年4月期第3四半期 1,152,000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等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において当社が入手可能な情報及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。 
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株の割合をもって株式分割を行っております。詳細に
つきましては、３ページ「株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 
３.平成22年４月期の業績予想に係る１株当たり当期純利益の算定におきましては、当第３四半期累計期間（平成21年５月１日～平成22年１月31日）の株
式数を基礎としております。当第３四半期会計期間末（平成22年１月31日）以降におけるストックオプションの行使に伴う増加株式数等につきましては考慮
しておりません。 



（参考）平成22年４月期第３四半期（３か月）の業績  

（平成21年11月１日～平成22年１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３四半期  599  129.8 322  295.9  323  295.6  172  255.7

21年４月期第３四半期  261 ―  81 ―  81 ―  48 ― 

（注）１．当社は、平成21年12月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事業年

度の開始の日（平成20年５月１日）に行われたと仮定した場合における21年４月期第３四半期の１株当たり

四半期純利益は14.06円であります。 

２．21年４月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は平成21年４月期第３四半期においては非上場であるため、期中平均株価が把握できませんの

で記載しておりません。  

  

（参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正  

当社は、平成21年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、平成21年12月１日付で、その

所有する株式１株を３株に分割いたしました。その結果、発行済株式総数は分割前の1,315,800株から、分割後

は3,947,400株となりました。当該分割が前事業年度の開始日（平成20年５月１日）に行われたと仮定した場合

の、前第３四半期及び前事業年度における１株当たり情報は以下のとおりであります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株

式は平成21年４月期第３四半期及び平成21年４月期においては非上場であるため、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。  

  
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３四半期  43.65  41.97

21年４月期第３四半期  42.20  －

  21年４月期第３四半期 21年４月期 

  円  銭  円 銭  

１株当たり四半期（当期）純利益  46.10  69.28

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益  －  －

１株当たり純資産  148.97    172.15



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復基調に伴う企業収益の改善や緊急経済対策の効果を

背景とした個人消費の一部持ち直しなど、緩やかに景気回復の兆しが見られるものの、雇用情勢の改善は見られず依

然として先行きが不透明な厳しい経済環境が続いております。 

 一方で、わが国のインターネット利用者は平成20年12月時点で9,091万人、人口普及率は75.3％となり、引き続き

増加しております（総務省 平成20年「通信利用者動向調査」）。また高速データ通信可能な第三世代携帯電話加入

者数が１億617万人となり、加入者数の96.0％を占めており（電気通信事業者協会調べ）、パケット定額制の浸透及

び料金の見直しなどもあり、モバイルインターネットの利用拡大は更に進んでいくものと思われます。 

 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、多くの企業が生活者の意識の変化や多様なニーズ

に対応すべく新たな価値ある商品の開発、商品ポートフォリオの構築やブランド育成に注力しております。家庭での

利用・飲用シーンを盛り上げるための企画の実施やブランド価値を高めるための販売促進活動を展開し、自社商品の

市場拡大、更なる需要喚起に取り組んでおります。 

 そのような状況の下、当社は事業の基盤である『クックパッド』及び『モバれぴ』のサービス開発及び運営に注力

してまいりました。具体例としては、突発的なトラフィック増加やバレンタイン等の季節的なトラフィック増加への

対応が挙げられます。自社開発のサーバ管理システム及びサーバ自動設定ツールの導入、利用者の体感速度を基準と

した更なるサーバ処理速度の改善を実施いたしました。また、利用者の多様な欲求に対してより精度の高い結果を返

すための取組みにも注力しております。サイト内での利用状況や導線を効率的に解析できる分散処理システムを導入

し、当該解析結果に基づいた迅速な開発を可能にするテスト駆動開発の体制を構築してまいりました。こうした取組

みを通じて常に利用者の視点に立ったサービスの開発及び改善を継続したことにより、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を示しております。平成22年１月における『クックパッド』の月間利用

者数は858万人（前年同月比56.5％増）、月間ページビュー数は３億9,863万ページビュー（前年同月比51.6％増）と

なりました。なお、累積レシピ数は69万品（前年同月比40.7％増）となっております。  

  

 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２四半期累計期間同様、既存顧客に対する売上が前年同期に比べ伸長し、増収となりま

した。食品製造事業者に加えて飲料製造事業者や家庭用品製造事業者においても、メニュー提案型のマーケティング

手法が浸透し、継続受注及び受注額が増加いたしました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は667百万円(前年同期比44.0％増)となりました。 

  

② 会員事業 

 当事業におきましては、モバれぴプレミアムサービスの検索機能の改善やレシピ投稿に関連する機能追加など引き

続き、モバイルサービスの強化に取り組んでまいりました。その結果、第２四半期累計期間以降もモバれぴプレミア

ムサービス利用者を中心に有料会員数が堅調に増加しております。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は545百万円(前年同期比520.8％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る広告市況悪化の影響が一時見られましたが、当該影響も落ち着き、

『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３四半期累計期間の売上高は277百万円(前年同期比53.2％増)となりました。 

  

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比103.5％増）となりました。また、営業利

益は 百万円（前年同期比170.7％増）、経常利益は 百万円（前年同期比166.1％増）、四半期純利益は 百万

円（前年同期比143.4％増）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

1,490

733 722 387



                                            （単位：百万円） 

   

（注）平成22年４月期第１四半期及び第２四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）及び第２四半期決算短信（平成21年12月４日開示）をご参照ください。

  
平成21年４月期 

第３四半期累計  

平成22年４月期 

第３四半期累計  

増減 

(金額)  

増減 

(比率)  

 マーケティング 

 支援事業  
463 667 204 44.0％増

 会員事業  87 545 457 520.8％増

 広告事業  181 277 96 53.2％増

 売上高計  732 1,490 758 103.5％増



① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,997百万円増加し、 百万円となりました。こ

のうち、流動資産は同1,971百万円増加し、 百万円となり、固定資産は同26百万円増加し、 百万円となりま

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、収益拡大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あります。  

  

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債は 百万円となりました。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200百万円増加したことであります。 

  

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ1,797百万円増加し、 百万円となりました。

この主な要因は利益剰余金が387百万円増加したこと、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705百万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３四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

1,807百万円増加し、 百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次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 百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益 百万円及び

減価償却費 百万円を計上した一方で、法人税等の支払額 百万円及び売上の増加により売上債権の増加 百

万円が生じたこと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 百万円となりました。この主な要因は、サーバ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 百万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 百万円となりました。これは主に、新規上場に伴う新株発行によるもの

であります。 

  

 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』のサービス開発及び運営に資源を重点的に

配分し、既存サービスの更なる利便性向上や新たなサービスの開発等を通じて利用者の満足度を高め、収益基盤の強

化にも積極的に取り組んでいく計画です。 

 通期業績予想につきましては、第２四半期累計期間までの業績推移と最近の受注動向及び有料会員数の伸びを踏ま

え売上計画を策定しております。また費用に関しましては人員の増加に伴う人件費・採用費の増加や会員事業売上の

増加に伴う売上手数料増加を織り込んでおります。 

 以上により、通期の売上高は2,043百万円（前期比88.6％増）、営業利益955百万円（前期比132.4％増）、経常利

益944百万円（前期比129.1％増）、当期純利益495百万円（前期比107.1％増）を見込んでおります。 

 なお、平成22年２月16日公表の通期予想数値から変更しておりません。  

  

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。 

   

２．財政状態に関する定性的情報
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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３四半期会計期間末 
(平成22年１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 2,209,412 401,713

受取手形及び売掛金 423,841 278,422

繰延税金資産 25,922 13,287

その他 9,616 2,996

貸倒引当金 △1,412 △512

流動資産合計 2,667,381 695,907

固定資産   

有形固定資産   

建物 31,470 31,240

減価償却累計額 △27,576 △15,895

建物（純額） 3,893 15,345

工具、器具及び備品 122,675 62,756

減価償却累計額 △54,767 △31,732

工具、器具及び備品（純額） 67,908 31,024

有形固定資産合計 71,802 46,370

無形固定資産 2,472 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 13,188 12,971

その他 178 178

貸倒引当金 △178 △178

投資その他の資産合計 81,898 81,681

固定資産合計 156,173 129,995

資産合計 2,823,555 825,902

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,812 4,857

未払金 109,699 81,237

未払法人税等 262,313 113,913

未払消費税等 34,257 18,218

その他 20,975 12,719

流動負債合計 431,058 230,946

負債合計 431,058 230,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,270 63,050

資本剰余金 767,695 62,475

利益剰余金 857,284 469,431

自己株式 △752 －

株主資本合計 2,392,496 594,956

純資産合計 2,392,496 594,956

負債純資産合計 2,823,555 825,902



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 732,456 1,490,597

売上原価 23,590 35,459

売上総利益 708,865 1,455,138

販売費及び一般管理費 437,971 721,843

営業利益 270,893 733,294

営業外収益   

受取利息 378 329

その他 303 753

営業外収益合計 682 1,082

営業外費用   

株式交付費 － 11,734

為替差損 212 226

その他 0 241

営業外費用合計 212 12,202

経常利益 271,363 722,175

税引前四半期純利益 271,363 722,175

法人税、住民税及び事業税 116,817 347,174

法人税等調整額 △4,783 △12,852

法人税等合計 112,034 334,322

四半期純利益 159,329 387,852



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 261,046 599,958

売上原価 8,400 13,673

売上総利益 252,645 586,285

販売費及び一般管理費 171,071 263,313

営業利益 81,574 322,971

営業外収益   

受取利息 156 176

その他 220 469

営業外収益合計 376 645

営業外費用   

自己株式取得費用 － 2

為替差損 155 －

営業外費用合計 155 2

経常利益 81,795 323,615

税引前四半期純利益 81,795 323,615

法人税、住民税及び事業税 29,905 156,043

法人税等調整額 3,274 △5,338

法人税等合計 33,180 150,704

四半期純利益 48,615 172,911



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１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 271,363 722,175

減価償却費 25,042 35,383

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 899

受取利息及び受取配当金 △378 △329

株式交付費 － 11,734

売上債権の増減額（△は増加） △22,888 △145,418

たな卸資産の増減額（△は増加） 121 △89

仕入債務の増減額（△は減少） △1,005 △1,044

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,724 16,039

その他の資産の増減額（△は増加） 3,110 △6,350

その他の負債の増減額（△は減少） 25,105 44,640

小計 297,745 677,640

利息及び配当金の受取額 190 150

法人税等の支払額 △179,492 △206,697

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,442 471,093

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 △37,258 △60,148

無形固定資産の取得による支出 △682 △1,196

差入保証金の回収による収入 1,902 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,038 △61,344

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 － 1,398,705

自己株式の取得による支出 － △754

財務活動によるキャッシュ・フロー － 1,397,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 82,404 1,807,699

現金及び現金同等物の期首残高 271,219 401,713

現金及び現金同等物の四半期末残高 353,624 2,209,412



 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市場に上場し、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３四半期会計期間末において、資本金が 千円及び資本剰余金が

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

768,270

767,695


	クックパッド㈱　（2193）　平成22年４月期　第３四半期決算短信（非連結）: クックパッド㈱　（2193）　平成22年４月期　第３四半期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


