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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 52,327 4.9 1,865 258.9 1,703 308.1 845 262.3
22年3月期第2四半期 49,869 3.6 519 △61.6 417 △55.9 233 △32.7

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

23年3月期第2四半期 3,712.60 ―
22年3月期第2四半期 1,024.73 ―

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

23年3月期第2四半期 43,872 25,365 57.5 110,743.64
22年3月期 42,232 24,744 58.3 108,054.60

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  25,227百万円 22年3月期  24,614百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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

22年3月期 ― 800.00 ― 1,000.00 1,800.00
23年3月期 ― 1,000.00
23年3月期 

（予想）
― 1,000.00 2,000.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 103,600 1.6 3,500 24.5 3,200 22.8 1,600 11.5 7,023.71



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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 
 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］Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]P.４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 227,800株 22年3月期  227,800株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 227,800株 22年3月期2Q 227,800株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直しなど改善の兆しが見

られるものの、欧米の景気鈍化懸念の高まりや急速な円高進行に加え、依然厳しい雇用情勢や個人消費の伸び悩

みなどにより、国内景気の先行きに不透明感が台頭するなど、予断を許さない状況にあります。その中でインタ

ーネットサービス市場は緩やかながらも引き続き拡大しており、ブロードバンド接続サービスの契約数は、FTTH

（光ファイバー）接続サービスが伸長したことにより、2010年６月末現在3,354万契約（2010年３月末比53万契

約増）となりました（出典：総務省）。また、インターネット広告市場では、検索連動型広告やモバイル広告は

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、ISP事業においては、ADSL接続会員が減少するなか、FTTH接続会員獲

得について、チャネル別にきめ細かな獲得戦略を推進いたしました。一方、急速に拡大するモバイル接続サービ

スについて、「@nifty WiMAX」用に機器レンタルを開始したことやWi-Fi機器の販売ラインアップを拡充するな

ど、拡販強化に取り組みました。この結果、2010年９月末現在のFTTH接続会員数は、前期末比１万人増の124万

人となりましたが、ADSL接続会員数が同４万人減少したことにより、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２万人減の184万人となりました。 

 この結果、ISP事業の売上高は、44,816百万円となりました。営業利益については、システム運用費用の削減

やFTTH会員の効率的獲得による拡販費の減少などにより、3,123百万円となりました。９月には、IPv6インター

ネット事業における新会社に出資し、IPv4と比較してアドレス数および機能が飛躍的に拡張されているIPv6を利

用したサービス開始に向けて布石を打ちました。 

 Webサービス事業においては、広告ビジネスでは検索数増加に伴い検索連動型広告が伸長した他、タイアップ

広告やモバイル広告が好調に推移いたしました。また2010年１月よりサービスを開始した「ニフティクラウド」

につきましては、５月に開催された「第１回クラウドコンピューティングEXPO」に出展したほかクラウドセミナ

ーを他社と共同開催するなど拡販に注力したことに加え、サービスメニューのエンハンスを継続的に実施しユー

ザーの要望に対応したことで９月末の利用社数は前期末比367社増の462社となりました。 

 その他のWebサービスにつきましては、当社の強みであるネットとコミュニティの融合による差別化戦略を推

進いたしました。コミュニティを活用したリアル企業の販促支援につきましては、「理想のプリン2010年バージ

ョン」や「女性のためのオリジナル梅酒」の共同開発などに取り組みました。さらに、顧客層の拡大をめざして

顧客ターゲットごとのサービス開拓にも注力いたしました。主婦向けには携帯電話サービス「シュフモ」の利用

者獲得に注力した結果、利用者数は88万人を超え、広告売上も増加いたしました。20歳代中心のソーシャルゲー

ム層に向けては、「吸血カードバトル～ヴァンパイア戦記～」（７月）を含むソーシャルゲーム３タイトルを提

供開始したほか、９月にはソーシャルゲーム自社製作で培った実績・ノウハウを活用してソーシャルアプリ分野

における企画開発事業者との協業型ビジネスプログラムをスタートしました。アクティブシニア向けには７月に

「旅」「食」などの情報を提供する携帯電話向けサイト「らくらくニッポン探訪」を富士通製「らくらくホン」

利用者中心に提供開始いたしました。 

 この結果、Webサービス事業の売上高は7,510百万円となりました。営業利益は、ニフティクラウドの売上拡大

や検索数増加に伴う検索連動型広告の利益増に加え、前期に生じた広告単価の一時的な下落が解消したことなど

により、225百万円となりました。 

 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 ％増）とな

りました。営業利益は 百万円（同 ％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は

百万円（同 ％増）となりました。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

52,327 4.9

1,865 258.9 1,703 308.1

845 262.3
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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、現金及び預金が 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、未払法人税等 百万円の

増加、およびブロードバンド接続会員の獲得に伴う入会促進引当金 百万円の増加によるものです。 

 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、配当金 百万円の支払が

あったものの、当第２四半期純利益 百万円の計上により利益剰余金が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

百万円増加しました。 

 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とおりです。 

（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 百万円の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益 百万円に加え、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。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の売上高は、ほぼ前回予想並みです。営業利益、経常利益及び当期純利益はニフティクラウド等の売上拡大や

効率化促進によるコストダウン効果により前回予想を上回る見込みです。  

 なお、平成22年４月28日に公表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

          （単位：百万円）

  

43,872 18,507 25,365

1,640 1,652

1,018 506

407

621 227

845

8,921

2,252

5,390 2,466

551 1,559

2,759 407

2,416 2,150

721 911

227 488

  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 

前回発表予想（Ａ）  102,000  3,000  2,800  1,450 円 銭 6,365 23

今回修正予想（Ｂ）  103,600  3,500  3,200  1,600 円 銭 7,023 71

増減額（Ｂ－Ａ）  1,600  500  400  150 - 

増減率（％）  1.6  16.7  14.3  10.3 - 

（ご参考）前期実績 

（平成22年３月期） 
 101,935  2,811  2,606  1,435 円 銭 6,301 79
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ 百万円減少し、税金等調整前四半期

純利益が 百万円減少しております。 

  

② 表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２．その他の情報

5

117
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,318 3,665

預け金 3,603 3,003

売掛金 19,111 19,479

原材料及び貯蔵品 77 90

その他 1,423 1,007

貸倒引当金 △616 △310

流動資産合計 28,917 26,935

固定資産   

有形固定資産 2,858 3,073

無形固定資産   

ソフトウエア 10,396 10,646

その他 42 52

無形固定資産合計 10,439 10,698

投資その他の資産   

投資有価証券 1,136 980

その他 522 545

貸倒引当金 △2 △1

投資その他の資産合計 1,657 1,524

固定資産合計 14,955 15,297

資産合計 43,872 42,232

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,104 10,932

未払金 2,582 2,409

未払法人税等 1,121 615

役員賞与引当金 12 24

入会促進引当金 979 572

ポイント引当金 478 442

その他 1,359 1,643

流動負債合計 17,637 16,640

固定負債   

役員退職慰労引当金 62 64

資産除去債務 131 －

その他 674 783

固定負債合計 869 848

負債合計 18,507 17,488
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22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 18,733 18,115

株主資本合計 25,226 24,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 48

為替換算調整勘定 △55 △42

評価・換算差額等合計 0 5

少数株主持分 138 129

純資産合計 25,365 24,744

負債純資産合計 43,872 42,232
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 49,869 52,327

売上原価 39,957 41,403

売上総利益 9,911 10,924

販売費及び一般管理費 9,391 9,058

営業利益 519 1,865

営業外収益   

受取利息 10 6

受取手数料 25 10

その他 4 3

営業外収益合計 41 20

営業外費用   

支払利息 7 4

固定資産除売却損 69 153

持分法による投資損失 21 6

その他 44 18

営業外費用合計 143 183

経常利益 417 1,703

特別利益   

投資有価証券売却益 68 40

特別利益合計 68 40

特別損失   

投資有価証券評価損 27 73

減損損失 36 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

特別損失合計 63 184

税金等調整前四半期純利益 422 1,559

法人税、住民税及び事業税 472 1,060

法人税等調整額 △280 △356

法人税等合計 192 703

少数株主損益調整前四半期純利益 － 856

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 10

四半期純利益 233 845
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 422 1,559

減価償却費 2,943 2,759

減損損失 36 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 305

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 △1

入会促進引当金の増減額（△は減少） 227 407

ポイント引当金の増減額（△は減少） 9 36

受取利息及び受取配当金 △11 △6

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △41 33

支払利息 7 4

固定資産廃棄損 65 151

持分法による投資損益（△は益） 21 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

売上債権の増減額（△は増加） △1,300 367

たな卸資産の増減額（△は増加） △9 13

仕入債務の増減額（△は減少） 697 172

その他 6 31

小計 3,076 5,939

利息及び配当金の受取額 12 7

利息の支払額 △7 △4

法人税等の支払額 △614 △551

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,466 5,390

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 △37 △269

投資有価証券の売却による収入 79 72

有形固定資産の取得による支出 △245 △340

無形固定資産の取得による支出 △1,974 △1,888

その他 28 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,150 △2,416

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △158 △227

リース債務の返済による支出 △752 △488

その他 0 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △911 △721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △595 2,252

現金及び現金同等物の期首残高 6,587 6,669

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,991 8,921
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該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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。 

  

〔海外売上高〕 

前第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。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、主にインターネットサービスを企画・販売しており、本社に機能別・サービス別の事業本部を置き、各

事業本部は、取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「ISP事業」及び

「Webサービス事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ISP事業」は、インターネットを安心・安全・快適に利用することを支援するサービス領域で、インターネッ

ト接続サービスの提供、セキュリティ及び電話や訪問によるトラブル解決サポート等の付加価値サービスの提供を

行っております。 

 「Webサービス事業」は、インターネットを活用して暮らしを便利で豊かにすることを支援するサービス領域

で、生活に関連する商品やサービスの検索、広告表示を通じた購入サイトの選択や誘導、お客様が無料で利用でき

る各種Webサイトの運営、利用者の情報発信を支援するブログやSNS等のサービスの提供、パソコン・携帯電話向け

の多様なコンテンツの提供、企業に対するマーケティング支援サービス等を行っております。 

  

２．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 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円

であります。全社費用は、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。 

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ ISP事業 

Webサービス
事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  44,816  7,510  52,327  －  52,327

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計 44,816  7,510  52,327  －  52,327

セグメント利益  3,123  225  3,349  △1,484  1,865

△1,484 △1,484
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該当事項はありません。  

  

（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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