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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年4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 ％

24年12月期第1四半期 1,214 7.1 311 7.2 306 3.7 177 △20.6
24年1月期第1四半期 1,133 △27.3 290 △43.3 295 △42.6 223 △23.5

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 191百万円 （△10.6％） 24年1月期第1四半期 214百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 364.69 ―
24年1月期第1四半期 423.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 5,179 3,981 76.9
24年1月期 5,672 4,588 80.9
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  3,981百万円 24年1月期  4,588百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

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

24年1月期 ― 0.00 ― 398.00 398.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 172.00 172.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年2月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 2,000 △6.3 80 △80.7 80 △81.1 30 △88.5 57.30
通期 4,060 △3.9 310 △52.4 320 △52.0 180 △54.8 344.21



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外でありますが、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きは終了しております。

※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、四半期決
算短信（添付資料）の2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 527,578 株 24年1月期 527,578 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 47,881 株 24年1月期 27,381 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 487,079 株 24年1月期1Q 527,578 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災に伴う経済活動の低迷から回復の兆しは見ら

れるものの、欧州の金融不安などによる景気の下振れリスクがあり、依然として先行きが不透明な状況となってお

ります。 

 一方、IT業界においては、自社のコンピュータ機能を外部の専門業者に委託する「クラウドコンピューティン

グ」や、スマートフォンなどの「モバイル端末」、及びこのようなIT技術の変化に対応した「セキュリティ」への

関心や需要が高まっています。 

 このような状況の下、当社グループも、今期はクラウドサービス事業に注力し、引き続き、日本発の高品質・低

価格のクラウドサービスの提供に努めております。 

 2011年11月から提供を開始している自社開発クラウド基盤（cybozu.com）上でのサービス導入企業数は、提供開

始から6ヶ月で1,000社を突破いたしました。 低利用人数5名、 少契約期間1か月、1ユーザーごとにご自身で簡

単にユーザーを増減いただけるcybozu.comの特長を活かし、小規模で手軽にスタートされる企業に支持いただいて

おります。cybozu.com上で提供されるサービスのひとつである業務アプリ構築PaaS「kintone」に、ルックアップ

やアプリのテンプレート化などの新たな機能を追加するなど、今期、クラウドサービス開発に積極的な投資をして

おります。 

 また、クラウドサービス紹介制度である「cybozu.comフレンド」を2012年夏よりスタートすることを発表いたし

ました。「cybozu.comフレンド」はcybozu.com上で提供するコラボレーションツールを顧客企業や知人、自らが属

するコミュニティなどに紹介すると契約状況に応じて法人口座にキャッシュバックを受け取ることができる紹介制

度です。さらに、クラウド型新サービス「メールワイズ on cybozu.com」を2012年秋に提供開始することを発表い

たしました。メールワイズは、導入社数2,000社を超えるパッケージ版のメール共有サービスで、この度、

cybozu.com上での提供を開始いたします。 

  また、海外展開にも引き続き積極的に取り組んでおり、2012年4月からは、「Cybozu SP Apps 2010」 の新バー

ジョン（1.1.0）を販売開始いたしました。 

 このような状況下において、当第１四半期連結累計期間の連結業績については、売上高は、震災の影響で落ち込

んだ前年同期に比べて増加し1,214百万円（前年同期比+7.1％）となりました。営業利益については、人件費が前

年同期に比べて増加したものの、売上高が前年同期に比べ増加したことなどから311百万円（前年同期比

+7.2％）、経常利益306百万円（前年同期比+3.7％）となりました。また、四半期純利益については、前年同期は

関係会社株式売却益160百万円の計上がありましたが、当第１四半期連結累計期間では多額の特別損益は発生して

いないため177百万円（前年同期比△20.6％）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況  

 資産の部については、当第１四半期連結累計期間中に599百万円の自己株式取得を行ったこと等により前連結会

計年度末に比べ493百万円減少し、5,179百万円となりました。 

 負債の部については、当第１四半期連結累計期間中に未払配当金を計上したこと等により、前連結会計年度末に

比べ114百万円増加し、1,198百万円となりました。 

 また、当第１四半期連結累計期間末の純資産の部については、第１四半期連結累計期間に177百万円の四半期純

利益を計上したものの、第１四半期連結累計期間中に599百万円の自己株式取得を行ったこと、また剰余金の配当

199百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比べ607百万円減少し、3,981百万円となり、自己資本比率

は76.9％となりました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

  平成24年12月期の連結業績予想につきましては、平成24年３月15日公表の平成24年１月期 決算短信から変更は 

     ありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   該当事項はありません。 

  

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

      該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,756,902 3,177,487

受取手形及び売掛金 683,318 745,621

有価証券 2,000,000 －

仕掛品 1,668 138

原材料及び貯蔵品 15,097 11,519

繰延税金資産 32,481 28,908

前払費用 44,722 52,407

その他 17,156 18,493

貸倒引当金 △992 △1,172

流動資産合計 4,550,354 4,033,405

固定資産   

有形固定資産 225,245 230,249

無形固定資産   

のれん 4,458 3,851

ソフトウエア 84,339 115,013

ソフトウエア仮勘定 45,580 22,713

その他 8,726 8,307

無形固定資産合計 143,105 149,885

投資その他の資産   

投資有価証券 486,328 500,287

敷金及び保証金 151,875 154,050

繰延税金資産 111,100 107,061

破産更生債権等 3,294 3,379

その他 4,952 4,799

貸倒引当金 △3,294 △3,379

投資その他の資産合計 754,256 766,199

固定資産合計 1,122,607 1,146,334

資産合計 5,672,961 5,179,740

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,839 15,932

未払法人税等 124,080 119,707

役員賞与引当金 6,000 －

前受金 571,101 623,376

未払金 227,356 175,232

その他 150,832 264,336

流動負債合計 1,084,209 1,198,585

負債合計 1,084,209 1,198,585
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 613,810 613,810

資本剰余金 976,765 976,765

利益剰余金 3,622,410 3,600,966

自己株式 △599,993 △1,199,979

株主資本合計 4,612,992 3,991,563

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △413 △281

為替換算調整勘定 △23,827 △10,126

その他の包括利益累計額合計 △24,240 △10,408

純資産合計 4,588,752 3,981,155

負債純資産合計 5,672,961 5,179,740
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 1,133,394 1,214,001

売上原価 95,155 92,177

売上総利益 1,038,238 1,121,823

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 242,414 297,849

業務委託費 37,883 29,743

貸倒引当金繰入額 43 537

のれん償却額 10,630 606

その他 456,602 481,622

販売費及び一般管理費合計 747,573 810,359

営業利益 290,664 311,464

営業外収益   

受取利息 2,266 1,655

受取手数料 907 338

その他 1,416 4,094

営業外収益合計 4,590 6,088

営業外費用   

為替差損 － 9,034

自己株式取得費用 － 2,475

その他 1 4

営業外費用合計 1 11,514

経常利益 295,253 306,037

特別利益   

関係会社株式売却益 160,488 －

特別利益合計 160,488 －

特別損失   

固定資産除売却損 225 56

事務所移転費用 3,123 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,734 －

減損損失 10,800 －

特別損失合計 32,884 56

税金等調整前四半期純利益 422,858 305,981

法人税、住民税及び事業税 39,008 120,863

法人税等調整額 160,196 7,483

法人税等合計 199,205 128,346

少数株主損益調整前四半期純利益 223,653 177,634

四半期純利益 223,653 177,634
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 223,653 177,634

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 533 131

為替換算調整勘定 △10,019 13,700

その他の包括利益合計 △9,486 13,832

四半期包括利益 214,167 191,467

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 214,167 191,467
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該当事項はありません。     

  

  

 当社は、平成24年２月10日の取締役会において決議された自己株式の取得を行い、この結果当第１四半期連結会

計期間において自己株式が599,985千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において1,199,979千円となっており

ます。 

なお、当該決議に基づく自己株式の取得につきましては、平成24年４月３日をもって、終了しております。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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