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（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 7,904 26.5 1,689 △9.2 1,583 △12.9 717 △23.6
22年３月期第２四半期 6,248 － 1,860 － 1,816 － 939 －
 

 
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 4,636.83 4,614.47
22年３月期第２四半期 6,106.20 6,045.60
 
(2) 連結財政状態 

 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 18,331 15,170 82.7 97,989.36
22年３月期 17,372 14,508 83.5 93,873.94
（参考）自己資本  23年３月期第２四半期 15,164百万円 22年３月期 14,508百万円 

 
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 

22年３月期 － 0.00 － 500.00 500.00 
23年３月期 － 0.00  
23年３月期(予想)  － 500.00 500.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
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） 

 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 17,350 27.6 2,770 0.6 2,760 3.2 1,390 6.2 8,984.89
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。） 

 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規  －社  （社名） 、除外  －社  （社名） 
（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 154,760株 22年３月期 154,552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 154,649株 22年３月期２Ｑ 153,784株

 
 
 ※ 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手

続は終了しておりません。 

 

 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断した見通

しであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要因の変化により、

これら業績見通しとは異なる結果となることを御承知の上、投資判断を下さる様お願い致します。

業績予想の前提となる仮定等につきましては、四半期決算短信（添付資料）P.3「（3）連結業績予

想に関する定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におけるわが国の経済は、停滞感が強まっており、先行きについて慎重な見方が広まってまいり

ました。内閣府の10月の月例経済報告では、「景気は、このところ足踏み状態となっている。また、失業率が高

水準にあるなど厳しい状況にある。」とし、景気の持ち直しが期待される一方で、海外景気の下振れ懸念や為替

レート・株価の変動など景気を下押しするリスクや、雇用情勢の悪化懸念が依然残っていることに注意が必要で

あるとしております。 

インターネット関連業界におきましては、総務省の平成21年「通信利用動向調査」によりますと、インターネ

ットの利用者は9,408万人に達し、モバイル端末からの利用者は8,010万人と増加しております。また、「2009年

（平成21年）日本の広告費」（株式会社電通）によりますと、2009年のインターネット広告費は、景気後退の影

響を受けましたが前年比101.2％と引き続き成長を続けております。モバイル広告に関しましても、３Ｇ端末や

通信料定額制の普及定着やソーシャルメディアの利用が拡大したことによって、それを活用した企画性の高い広

告展開が進んできております。 

このような環境のもと、当社ではインターネットメディア事業が堅調に推移し、当第２四半期連結累計期間の

売上高は7,904百万円（前年同四半期比26.5％増）となりました。また、営業利益は1,689百万円（前年同四半期

比9.2％減）、経常利益は1,583百万円（前年同四半期比12.9％減）、四半期純利益は717百万円（前年同四半期

比23.6％減）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①インターネットメディア事業 

当事業におきましては、ソーシャル・ネットワーキング サービス（以下「SNS」という）「mixi」の９月の月

間ログインユーザー数（１ヵ月に１度以上ログインしたユーザー数）は約1,446万人（前連結会計年度末約1,386

万人）となりました。「mixi」におきましては、「mixiボイス」の利用が拡大し、日記と並ぶメインコミュニケ

ーション機能に成長してまいりました。また、「mixiチェック」「mixiチェックイン」などの新たなコミュニケ

ーション機能の提供を開始したと共に、利用者が増加しているスマートフォン（mixi Touch）から「mixiアプリ」

を利用できるよう機能追加を行っております。 

収益面では、8月の「mixi」サービスの障害による影響があったものの「mixiモバイル」の広告販売が堅調に

推移したほか、「mixiアプリ」に関連する広告・課金における収益化が進んできております。また、9月より

TVCMなどの大規模なマスプロモーションを実施したことにより広告宣伝費が増加しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,551百万円となりました。また、売上高のうち、広告売上

高は6,369百万円、課金売上高は1,181百万円となっております。セグメント利益は2,282百万円となりました。 

②インターネット求人広告事業 

当事業におきましては、IT系求人サイト「Find Job !」において、IT系の求人情報に特化することにより他社

との差別化を図ること、及び、自社媒体である「mixi」を活用することによる高い広告宣伝効果と広告宣伝費の

抑制により、利益率を確保しながら収益の拡大を目指して参りました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は353百万円、セグメント利益は291百万円となりました。 

なお、平成22年９月22日開催の取締役会において、平成23年１月５日を効力発生日として、インターネット求

人広告事業「Find Job !」を分割し、新設する株式会社ミクシィ・リクルートメントに承継させることを決議し

ております。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、資産については流動資産が15,703百万円（前連結会計年度末比

612百万円増加）となりました。固定資産は2,627百万円（前連結会計年度末比346百万円増加）となりました。

主な要因としては、流動資産においては、現金及び預金の増加、固定資産においては、投資有価証券の取得等に

よる増加であります。 

負債については、流動負債が3,143百万円(前連結会計年度末比279百万円増加）となり、主な要因としては、

未払法人税等の増加があげられます。固定負債は17百万円(前連結会計年度末比17百万円増加）となりました。

純資産は15,170百万円(前連結会計年度末比661百万円増加）となり、主な要因としては、利益剰余金が7,696百

万円となったことがあげられます。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結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10,610百万円

（前年同四半期比1,277百万円の減少）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） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は1,217百万円（前年同四半期は1,020百万円

の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,443百万円となっ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） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は171百万円（前年同四半期は441百万円の獲

得）となりました。これは主に、定期預金の払い戻しによる収入があったものの、投資有価証券の取得、サーバ

等の有形固定資産の取得等を行っ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） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は94百万円（前年同四半期は43百万円の獲得）

となりました。これは主に、配当金の支払いによるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想に関しましては、インターネット広告市場及び求人市場の先行きは不透明であり、「mixi新プラ

ットフォーム」をはじめとした各施策やマスプロモーション等への投資も予定しているため、前回予想より変更

しておりません。 

 

２．その他の情報 

(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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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６百万円減少し、税金等調整前四半期純利益

が38百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「その他」が37百万

円減少しております。当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は17百万円であります。 
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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  12,610   12,163

    売掛金  2,767   2,720

    その他  334   212

    貸倒引当金  △8   △5

    流動資産合計  15,703   15,090

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物  227   171

       減価償却累計額  △158   △47

       建物（純額）  69   124

      工具、器具及び備品  2,193   2,097

       減価償却累計額  △1,344   △1,251

       工具、器具及び備品（純額）  849   846

      有形固定資産合計  918   970

    無形固定資産      

      その他  250   183

      無形固定資産合計  250   183

    投資その他の資産      

      その他  1,486   1,137

      貸倒引当金  △27   △10

      投資その他の資産合計  1,459   1,127

    固定資産合計  2,627   2,281

  資産合計  18,331   17,372

負債の部      

  流動負債      

    短期借入金  26   53

    未払金  1,111   1,558

    未払法人税等  919   332

    賞与引当金  106   52

    その他  980   866

    流動負債合計  3,143   2,863

  固定負債      

    資産除去債務  17   －

    固定負債合計  17   －

  負債合計  3,161   2,863

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  3,757   3,753

    資本剰余金  3,727   3,723

    利益剰余金  7,696   7,056

    株主資本合計  15,180   14,533

  評価・換算差額等      

    為替換算調整勘定  △15   △24

    評価・換算差額等合計  △15   △24

  新株予約権  5   －

  純資産合計  15,170   14,508

負債純資産合計  18,331   17,372
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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  6,248   7,904

売上原価  1,252   1,997

売上総利益  4,995   5,907

販売費及び一般管理費  3,135   4,218

営業利益  1,860   1,689

営業外収益      

  受取利息  12   10

  その他  0   2

  営業外収益合計  13   12

営業外費用      

  支払利息  0   1

  持分法による投資損失  16   71

  為替差損  4   13

  投資事業組合運用損  35   32

  その他  0   －

  営業外費用合計  57   119

経常利益  1,816   1,583

特別利益      

  持分変動利益  －   4

  特別利益合計  －   4

特別損失      

  固定資産除却損  7   14

  固定資産臨時償却費  －   98

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －   31

  特別損失合計  7   144

税金等調整前四半期純利益  1,809   1,443

法人税、住民税及び事業税  866   880

法人税等調整額  3   △153

法人税等合計  870   726

少数株主損益調整前四半期純利益  －   717

四半期純利益  939   717
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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  1,809   1,443

  減価償却費  220   227

  固定資産臨時償却費  －   98

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －   31

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  1   18

  賞与引当金の増減額（△は減少）  4   53

  受取利息及び受取配当金  △12   △10

  支払利息  0   1

  為替差損益（△は益）  2   12

  持分法による投資損益（△は益）  16   71

  投資事業組合運用損益（△は益）  35   32

  持分変動損益（△は益）  －   △4

  固定資産除却損  7   14

  売上債権の増減額（△は増加）  △55   △46

  未払金の増減額（△は減少）  △118   △509

  未払消費税等の増減額（△は減少）  △39   48

  その他  128   15

  小計  2,001   1,498

  利息の受取額  9   9

  利息の支払額  △0   △1

  法人税等の支払額  △990   △289

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,020   1,217

投資活動によるキャッシュ・フロー      

  定期預金の預入による支出  －   △2,000

  定期預金の払戻による収入  －   2,500

  有価証券の償還による収入  1,000   －

  有形固定資産の取得による支出  △190   △262

  無形固定資産の取得による支出  △88   △17

  投資有価証券の取得による支出  △246   △312

  貸付けによる支出  △30   △20

  その他  △2   △59

  投資活動によるキャッシュ・フロー  441   △171

財務活動によるキャッシュ・フロー      

  短期借入金の返済による支出  －   △26

  短期借入れによる収入  14   －

  株式の発行による収入  29   7

  配当金の支払額  －   △75

  財務活動によるキャッシュ・フロー  43   △94

現金及び現金同等物に係る換算差額  11   △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,517   947

現金及び現金同等物の期首残高  10,371   9,663

現金及び現金同等物の四半期末残高  11,888   10,610
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(5) セグメント情報 

【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（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（単位：百万円） 

 
インターネット
メディア事業

インターネット
求人広告事業

その他事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 5,982 265 － 6,248 － 6,248

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － －

計 5,982 265 － 6,248 － 6,248

営業利益又は営業損失（△） 2,235 188 △86 2,337 (476) 1,860

(注) １．事業の区分の方法 

事業は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主なサービス 

インターネットメディア事業・・・SNS「mixi」の運営 

インターネット求人広告事業・・・IT系求人サイト「Find Job!」の運営 

その他事業・・・海外（中国）事業、その他新規事業 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。 

 

【海外売上高】 

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） 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

（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。 

当社はインターネット上でウェブサイトの運営事業を中心に事業活動を展開しております。その中で、「イン

ターネットメディア事業」及び「インターネット求人広告事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「インターネットメディア事業」は、SNS「mixi」の運営を、「インターネット求人広告事業」は、IT系求人サ

イト「Find Job !」の運営を行っております。 

 

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） 

 
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 

インターネット
メディア事業

インターネット
求人広告事業

計 

売上高  

  外部顧客への売上高 7,551 353 7,904 0 7,904

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － －

計 7,551 353 7,904 0 7,904

セグメント利益 2,282 291 2,574 △885 1,689

(注) １．セグメント利益の調整額△885百万円には、全社費用△815百万円が含まれております。全社費用は、主

に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。 

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おこなっております。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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 

該当事項はありません。 
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