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1.  平成25年4月期第1四半期の業績（平成24年5月1日～平成24年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年4月期第1四半期 1,103 30.6 563 45.8 552 53.5 342 69.9
24年4月期第1四半期 844 15.3 386 △1.9 360 △7.5 201 △4.1

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4月期第1四半期 20.92 20.63
24年4月期第1四半期 12.46 12.19

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第1四半期 5,421 4,918 90.3
24年4月期 5,351 4,624 86.0
（参考） 自己資本   25年4月期第1四半期  4,896百万円 24年4月期  4,603百万円

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  
平成25年４月期の期末配当金は未定であります。 

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4月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年4月期 ―
25年4月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成25年4月期の業績予想（平成24年5月1日～平成25年4月30日） 
平成25年４月期の業績予想につきましては、売上高と営業利益は平成24年４月期を上回ると見込んでおります。 



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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4月期1Q 16,347,600 株 24年4月期 16,347,600 株
② 期末自己株式数 25年4月期1Q 604 株 24年4月期 604 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期1Q 16,346,996 株 24年4月期1Q 16,150,196 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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 
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2013年４月期第１四半期累計期間（2012年５月１日〜2012年７月31日）の業績は、 

売上高           1,103百万円 （前年同期比30.6％増） 

営業利益           563百万円 （前年同期比45.8％増） 

経常利益           552百万円 （前年同期比53.5％増） 

四半期純利益       342百万円 （前年同期比69.9％増） 

となりました。 

当第１四半期累計期間の業績に関する特記事項は以下の通りです。 

イ. 売上高は1,103百万円（前年同期比30.6％増）となりました。会員事業において、プレミアム会

員数が順調に増加し、80万人を突破しました。また広告事業においては、ネットワーク広告が伸

長しました。 

ロ. 販売費及び一般管理費は人件費を中心に増加し、522百万円（前年同期比15.8％増）となりまし

た。 

ハ. 営業利益は563百万円（前年同期比45.8％増）となりました。なお売上高営業利益率は、増収効

果によって前年同期を5.3％ポイント上回る51.1％となりました。 

  

2012年７月のクックパッドの月間利用者数は、PCからの利用が1,269万人、モバイルからの利用（ス

マートフォン向けブラウザ、同アプリ、携帯版サービス「モバれぴ」の合計）が1,342万人となりまし

た。モバイルからの利用のなかでも、特にスマートフォン向けブラウザからの利用者数が順調に増加し

ており、531万人（前年同月比4.2倍）となりました。今後もスマートフォンの一層の普及がクックパッ

ドのユーザー数増加の後押しになると考えております。 

またレシピ数も堅調に増加しており、2012年７月末には累計レシピ数が127万品を超えました。2012

年４月の日経産業地域研究所の調査結果によると、「現在 もよく使っているレシピ専用サイトは」の

質問に対し78％の回答が「クックパッド」となり、日本 大のレシピサイトとして不動の地位を確立し

つつあります。 

さらに2012年７月には、野菜の定期宅配事業「やさい便」を全国展開しました。レシピの投稿・検索

にとどまらず、食に関連するあらゆるシーンで利用される食のインフラへとサービスを進化させるべ

く、新規事業の立ち上げにも注力してまいります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

① 経営成績の概況

② 運営サービスの状況
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  当第１四半期累計期間における会員事業の売上高は、681百万円（前年同期比25.7％増）となりまし

た。スマートフォン利用者数の増加に牽引され、スマートフォンからのプレミアムサービス入会者数が

順調に増加しており、2012年７月末のプレミアム会員数は80万人を超えました。当第１四半期から合計

600kcal前後で一汁三菜の献立を提案する「太らない簡単こんだて」、専門家がスポーツ・美容・健康

などのテーマごとに監修する「プレミアムカテゴリ」などの新サービスを追加して、プレミアムサービ

スの付加価値向上による利用者数の拡大を図ってまいりました。また2012年６月には、iPadならではの

大きな画面や直感的な操作性を活かしたiPadアプリ版「クックパッド」をリリースしました。今後もさ

らなる新サービスの追加やその認知向上によって、プレミアム会員数の拡大を目指してまいります。 

当第１四半期累計期間における広告事業の売上高は、420百万円（前年同期比39.2％増）となりまし

た。震災の影響を受けた前年同期比では大きく伸長する結果となり、ネットワーク広告の提供も拡大し

ました。今後はサイトリニューアル後の表現力の大きな広告パネルを活かし、広く商品認知を提供する

リーチ型の広告商品に注力して事業を成長させてまいります。 

なお、これまでのマーケティング支援事業部門および広告事業部門の売上高は、当事業年度より、広

告事業とすることに変更しました。 

  

前事業年度末から当第１四半期会計期間末までの財政状態の主な変動は以下の通りです。  

資産につきましては、5,351百万円から5,421百万円に増加しました。この主な要因は、事業拡大によ

る資産の増加によるものです。  

負債及び純資産につきましては、負債が726百万円から502百万円に減少した一方で利益剰余金が

2,942百万円から3,235百万円に増加しました。負債の減少の主な要因は、未払法人税等の減少によるも

のです。 

  

2013年４月期の業績予想につきましては、売上高と営業利益は2012年４月期を上回ると見込んでおり

ます。「クックパッド」を中心とするサービスをより幅広いユーザーに利用いただくことを目指し、プ

レミアム会員数の増加による会員事業の拡大を中心に中期的な成長を実現してまいります。 

  

  

  

③ 事業別の状況

（会員事業）

（広告事業）

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2012年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(2012年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,978,746 3,972,494

受取手形及び売掛金 934,925 932,846

繰延税金資産 80,967 59,085

その他 82,237 103,112

貸倒引当金 △3,880 △4,066

流動資産合計 5,072,997 5,063,473

固定資産   

有形固定資産   

建物 60,018 61,161

減価償却累計額 △60,018 △60,018

建物（純額） － 1,142

工具、器具及び備品 74,222 81,891

減価償却累計額 △50,395 △53,635

工具、器具及び備品（純額） 23,827 28,255

有形固定資産合計 23,827 29,398

無形固定資産 11,457 10,892

投資その他の資産   

関係会社株式 58,491 153,651

差入保証金 68,869 76,014

繰延税金資産 61,478 55,489

その他 83,419 68,896

投資損失引当金 △28,991 △36,372

投資その他の資産合計 243,267 317,680

固定資産合計 278,552 357,971

資産合計 5,351,549 5,421,445

負債の部   

流動負債   

買掛金 15,393 9,948

未払金 235,479 228,877

未払法人税等 404,979 187,707

未払消費税等 49,369 44,083

その他 21,388 31,904

流動負債合計 726,610 502,522

負債合計 726,610 502,522
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（単位：千円）

前事業年度 
(2012年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(2012年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 831,480 831,480

資本剰余金 830,905 830,905

利益剰余金 2,942,227 3,235,239

自己株式 △1,185 △1,185

株主資本合計 4,603,426 4,896,438

新株予約権 21,512 22,484

純資産合計 4,624,938 4,918,922

負債純資産合計 5,351,549 5,421,445
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 2011年５月１日 
 至 2011年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2012年５月１日 
 至 2012年７月31日) 

売上高 844,977 1,103,782

売上原価 6,974 17,295

売上総利益 838,002 1,086,486

販売費及び一般管理費 451,425 522,923

営業利益 386,577 563,562

営業外収益   

受取利息 57 111

受取補償金 － 10,024

その他 179 －

営業外収益合計 236 10,135

営業外費用   

為替差損 24,621 13,550

投資損失引当金繰入額 2,009 7,380

その他 － 3

営業外費用合計 26,630 20,934

経常利益 360,183 552,763

特別利益   

新株予約権戻入益 － 959

特別利益合計 － 959

税引前四半期純利益 360,183 553,723

法人税、住民税及び事業税 113,912 183,800

法人税等調整額 44,926 27,870

法人税等合計 158,839 211,671

四半期純利益 201,344 342,052
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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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