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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 20,466 △17.0 1,378 7.4 1,360 6.7 828 10.0
24年3月期第1四半期 24,661 △6.7 1,284 54.7 1,275 55.8 753 133.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 833百万円 （10.6％） 24年3月期第1四半期 753百万円 （55.3％）

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

25年3月期第1四半期 3,638.94 ―
24年3月期第1四半期 3,308.14 ―

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

25年3月期第1四半期 42,912 28,337 65.9 124,076.96
24年3月期 44,235 27,989 62.9 122,230.61
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  28,264百万円 24年3月期  27,844百万円

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3月期 ― 1,400.00 ― 1,800.00 3,200.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 1,700.00 ― 1,700.00 3,400.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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

第2四半期(累計) 40,500 △15.9 2,600 △8.5 2,600 △6.4 1,300 △9.9 5,706.76
通期 80,000 △13.0 5,500 2.4 5,500 4.1 2,700 8.2 11,852.50



(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。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 227,800 株 24年3月期 227,800 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 227,800 株 24年3月期1Q 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要が出始め、企業収益や個人消費に回

復の兆しが見え始めたものの、欧州通貨危機に伴う欧米の景気減速懸念や円高の進行により、国内景気はなお不透

明な状況が続いております。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、ブロードバンド接続の主力サービスであるFTTH（光ファイバ

ー）の契約数は2012年３月末現在で2,230万契約（2011年３月末比10.3％増）となりましたが、伸び率は鈍化傾向

にあります（出典：総務省）。インターネット広告市場では、検索連動型広告中心に回復基調にあります。クラウ

ド市場は、企業の効率化、コスト意識の高まりなどから拡大が続いております。 

  

 事業別状況につきましては、従来ISP事業、Webサービス事業の２セグメントで報告しておりましたが、当第１四

半期連結累計期間よりISP事業、Webサービス事業、クラウド事業の３セグメントでご報告いたします。なお、報告

セグメント変更の詳細につきましては、11ページ「（6）-Ⅱ－２．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参

照ください。 

 

（ISP事業） 

 FTTH接続については、市場の競争が激化する中、チャネル別に採算性重視の獲得を継続しました。サポート業務

については、従来の接続に関する無償サポートから顧客ニーズの高いパソコンやパソコン周辺機器のさまざまなト

ラブルを解決する有償サポートサービス「@niftyまかせて365」へのシフトを積極的に推進し、2012年６月末現在

の会員数は77,000人（2012年３月末比3,700人増）となりました。また、拡大するモバイルブロードバンドサービ

スについては、４月に「@nifty EMOBILE LTE 定額にねんプラン」を提供開始し商品ラインアップの充実を図りま

した。この結果、2012年６月末現在のモバイルブロードバンド接続会員は2012年３月末と同数の９万人となりまし

たが、FTTH接続会員数は118万人（2012年３月末比２万人減）、ADSL接続会員数は29万人（同１万人減）となり、

CATVを含むブロードバンド接続会員数は170万人（同４万人減）となりました。 

 以上の結果、ISP事業の売上高は 百万円（前年同期比17.8％減）となりました。これは、従来からのキャ

リアの回線料金とISP料金をパックにした商品から、ISP料金のみの商品である「@nifty光ライフ with フレッツ」

へ会員がシフトしたことが主因です。営業利益は、会員数減少に伴う利益減少があったものの、コールセンターコ

ストや拡販費の抑制により、 百万円（前年同期比6.8％増）となり増益を達成いたしました。 

 

（Webサービス事業） 

 広告につきましては、検索連動型広告において、2011年８月以降検索エンジン切替えによる単価下落があったこ

とに加え、従来型の携帯電話向け広告が落ち込んだことから、売上高が減少いたしました。 

 こうした中で、選択と集中を推進し、将来へのさまざまな布石を打ちつつ、事業分野の拡大を加速いたしまし

た。まず、ペット市場でのネット活用による飼い主様へのサービス向上を目的に、全国の動物病院に必要な医療材

料を小ロット短納期で販売する株式会社プロミクロスの全株式を取得いたしました。当社グループのもつインター

ネットサービスのノウハウを活用することにより、さらなる事業拡大に向け新たなスタートを切ることができまし

た。さらに、海外進出企業を支援するため、海外進出に必要な付随業務をプラットフォーム提供する株式会社グロ

ザスを株式会社産業革新機構と合弁で設立しました。また、注力サービスである主婦を対象にした携帯電話・スマ

ートフォン向け無料サービス「シュフモ」はスマートフォン対応を充実したことで会員数が順調に拡大し、６月に

160万人（2012年３月末比12万人増）を突破しました。ソーシャルメディア分野への取組みにおいても、グループ

会社と一体となってシナジー効果を発揮できるように積極的に取組みました。一方、５月にはスマートフォンへサ

ービスシフトするため、従来型の携帯電話向けサービス「防災@nifty」（2012年５月末会員数41万人）を終了する

など事業の効率化についても継続的に取組み、サービス利用会員数は979万人（2012年３月末比17万人減）となり

ました。 

 以上の結果、Webサービス事業の売上高は 百万円（前年同期比25.6％減）となりました。営業損益は広告の

単価下落の影響が大きく、選択と集中によるコストダウン効果がありましたが、 百万円の損失（前年同期は営業

利益89百万円）となりました。 

 

（クラウド事業） 

 今後も更なる成長が見込める注力分野と位置づけ、段階的にリソースシフトを行いました。パブリック型クラウ

ドサービスである「ニフティクラウド」につきましては、４月より株式会社ケイ・オプティコムにOEM提供を開始

し、販路拡大に努めました。また、「ニフティクラウド」の使い勝手の良さを体感していただくキャンペーンを実

施したほか、５月には「第３回クラウドコンピューティングEXPO 春」に出展し、パートナー企業と共同でPaaS、

SaaSのビジネスソリューションの具体的事例を来場者に訴求するなど、認知度向上に努めました。この結果、2012

１．当四半期決算に関する定性的情報
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年５月末の「ニフティクラウド」利用社数は1,200社を超えております。また、サービス領域を拡大するためベン

チャー企業と共同で個人開発者向けに、アプリケーション開発プラットフォームである「ニフティクラウド C4SA 

クローズドβ」を試験的に開始いたしました。 

 以上の結果、クラウド事業の売上高は 百万円（前年同期比69.1％増）となりました。営業利益は「ニフティ

クラウド」の売上増の効果により 百万円（前年同期比85.4％増）となりました。 

 

 当社グループのブロードバンド接続会員を含む会員総数は1,149万人（2012年３月末比21万人減）となりまし

た。当第１四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17.0％減）とな

りました。営業利益は 百万円（同7.4％増）、経常利益は 百万円（同6.7％増）となりました。四半期純

利益につきましては、 百万円（同10.0％増）となりました。   

   

（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１四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 百万円とな

りました。 

 総資産は、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金に預け金

を合わせた現金及び現金同等物が 百万円減少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 百万円の減少となりました。これは主に、買掛金 百万円及び未払

金 百万円の減少によるものです。 

 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１四半期純利益 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１四半期連結会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

百万円減少しました。 

 当第１四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、仕入債務 百万円の減少及び法人税等 百万円の支払があったものの、売上債権 百万円の減少及

び減価償却費 百万円を計上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及び、事業拡大のための新規グループ会社の

取得や合弁会社の設立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 百万円の支払及びリース債務 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 

 売上高につきましては、第１四半期会計期間末より株式会社プロミクロスを連結子会社としたことから、第２四

半期連結累計期間および通期の業績予想を修正いたします。  

 利益につきましては、第１四半期の実績および 近の事業環境を勘案して、クラウド事業が計画通り推移してい

ること、およびWebサービス事業での選択と集中によるコストダウンが当初見込みより進捗していること、などか

ら第２四半期連結累計期間の業績予想を修正いたします。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、クラウド市場における競争力拡大のための先行投資をより機動的に

行う見込みであること、などの理由により、修正せずに据え置くことといたします。 
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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（注記事項）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,980 5,341

預け金 10,954 7,930

売掛金 15,401 15,118

たな卸資産 71 327

その他 1,046 1,156

貸倒引当金 △480 △407

流動資産合計 30,973 29,467

固定資産   

有形固定資産 3,756 3,524

無形固定資産   

ソフトウエア 7,557 7,233

その他 134 346

無形固定資産合計 7,692 7,579

投資その他の資産   

投資有価証券 1,192 1,712

その他 622 631

貸倒引当金 △1 △2

投資その他の資産合計 1,812 2,340

固定資産合計 13,261 13,444

資産合計 44,235 42,912

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,671 9,225

未払金 2,726 1,719

未払法人税等 562 394

役員賞与引当金 19 6

入会促進引当金 507 563

ポイント引当金 438 436

その他 1,603 1,590

流動負債合計 15,529 13,935

固定負債   

役員退職慰労引当金 87 －

資産除去債務 113 119

その他 515 519

固定負債合計 716 638

負債合計 16,246 14,574
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 21,305 21,724

株主資本合計 27,798 28,217

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106 96

為替換算調整勘定 △61 △49

その他の包括利益累計額合計 45 46

少数株主持分 145 72

純資産合計 27,989 28,337

負債純資産合計 44,235 42,912
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 24,661 20,466

売上原価 18,500 15,181

売上総利益 6,160 5,285

販売費及び一般管理費 4,876 3,907

営業利益 1,284 1,378

営業外収益   

受取利息 3 3

受取手数料 0 3

その他 5 3

営業外収益合計 9 9

営業外費用   

支払利息 3 2

寄付金 4 4

持分法による投資損失 3 13

その他 6 6

営業外費用合計 17 27

経常利益 1,275 1,360

特別利益   

投資有価証券売却益 10 －

特別利益合計 10 －

特別損失   

減損損失 － 24

関係会社株式売却損 － 2

特別損失合計 － 27

税金等調整前四半期純利益 1,286 1,333

法人税、住民税及び事業税 431 377

法人税等調整額 96 124

法人税等合計 528 502

少数株主損益調整前四半期純利益 757 831

少数株主利益 4 2

四半期純利益 753 828
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 757 831

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 △17

持分法適用会社に対する持分相当額 6 18

その他の包括利益合計 △4 1

四半期包括利益 753 833

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 748 830

少数株主に係る四半期包括利益 4 2

ニフティ㈱（3828）平成25年3月期　第1四半期決算短信

-8-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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 1,286 1,333

減価償却費 1,350 1,122

減損損失 － 24

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46 △74

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19 △13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 △87

ポイント引当金の増減額（△は減少） △6 0

入会促進引当金の増減額（△は減少） 661 55

受取利息及び受取配当金 △3 △4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △10 2

支払利息 3 2

持分法による投資損益（△は益） 3 13

売上債権の増減額（△は増加） 934 941

たな卸資産の増減額（△は増加） 4 △10

仕入債務の増減額（△は減少） △411 △722

その他 △1,426 △584

小計 2,312 1,998

利息及び配当金の受取額 7 4

利息の支払額 △3 △2

法人税等の支払額 △1,271 △543

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,044 1,457

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 △7 △408

投資有価証券の売却による収入 13 －

有形固定資産の取得による支出 △271 △570

無形固定資産の取得による支出 △700 △592

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △750

その他 △135 △159

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,102 △2,480

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △110

配当金の支払額 △260 △394

リース債務の返済による支出 △166 △133

その他 △6 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △432 △640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △490 △1,663

現金及び現金同等物の期首残高 11,601 14,935

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,111 13,271
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

（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
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（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  

１．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 

（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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）  

１．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 

（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。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当第１四半期連結累計期間より、クラウドサービス関連事業の報告セグメントについては、前連結会計年度

から本格的に事業展開を開始し、今後の競争力強化とさらなる業容拡大を図っているため、「クラウド事業」

として従来の「Webサービス事業」から区分し、「ISP事業」から一部関連サービスを移しております。 

 また、報告セグメントの利益又は損失の測定方法については、組織見直しにより従来配分不能であった全社

費用の一部を各報告セグメントへ配分すると共に、より適正な評価管理を行うために、各報告セグメントに共

通するIT基盤に係る費用の配分方法を見直しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法及び利益又は損失の測定

方法により作成しており、「Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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」に記載しております。 

   

（６）セグメント情報等

  

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 

クラウド 
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  20,822  3,313  525  24,661  －  24,661

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  20,822  3,313  525  24,661  －  24,661

セグメント利益  1,714  89  88  1,892  △608  1,284

△608 △608

  

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 

クラウド 
事業  

計 

売上高             

外部顧客への売上高  17,113  2,465  888  20,466  －  20,466

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  17,113  2,465  888  20,466  －  20,466

セグメント利益  1,830  △25  163  1,969  △590  1,378

△590 △590
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