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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 40,659 △15.6 2,826 △0.6 2,607 △6.1 1,399 △3.0
24年3月期第2四半期 48,165 △8.0 2,842 52.4 2,777 63.0 1,443 70.7

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,396百万円 （0.8％） 24年3月期第2四半期 1,385百万円 （62.8％）

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2四半期 6,143.71 ―
24年3月期第2四半期 6,336.40 ―

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2四半期 43,510 28,901 66.2 126,539.63
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2四半期  28,825百万円 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 ― 1,700.00
25年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 80,000 △13.0 5,500 2.4 5,300 0.4 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2Q 227,800 株 24年3月期 227,800 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 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2Q 227,800 株 24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、一部に東日本大震災の復興需要が出始めているものの、個人

消費が停滞していることに加え、欧州債務問題の長期化や、中国の景気減速懸念と領土問題による投資後退を背景

とした企業業績下振れリスクの台頭などにより、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契約数はモバイルブロードバンド接続

の急拡大を背景に2012年６月末現在で4,181万契約（2012年３月末比5.8％増）と拡大している一方、主力サービス

であるFTTH（光ファイバー）の契約数は2,283万契約（2012年３月末比2.4％増）と伸び率は鈍化傾向にあり、競争

が激化しております（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。また、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、第１四半

期連結会計期間より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しております。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） 

 利益水準の維持を目標として採算性を重視した施策を推進いたしました。 

 ブロードバンド接続については、市場の競争が一段と激化する中、チャネル別に採算性を重視した効率的な獲得

を継続いたしました。この結果、モバイルブロードバンド接続会員数は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116万人（2012年３月末比４万人減）、ADSL接続会員数は27万人（同３万人減）となり、

CATVを含むブロードバンド接続会員数は166万人（同８万人減）となりました。 

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９月末現在の会員数は82,000人（2012年３月末比９千人増）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19.0％減）となりました。これは、会員数の減少お

よび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要因です。営業利益は、拡販費やコールセンター費用などを抑制し

コストダウンに努めましたが、主にナローバンド接続の利益減少により、 百万円（同5.4％減）となりまし

た。 

 

（Webサービス事業） 

 従来に引き続き、事業の選択と集中を推進いたしました。 

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

ことに加え、ポイントプログラムやユーザ参加型コンテンツの拡充など会員活性化策を推進したことから、会員数

が順調に拡大し、2012年９月末に167万人（2012年３月末比19万人増）となりました。また、新たな取り組みとし

て、2012年８月に温浴施設で利用できるギフトカード「温泉ギフト」の販売を、北海道から沖縄までの全国約370

店舗以上のイオンで開始するなど、他業種企業との協業による事業分野の拡大に注力いたしました。さらに、同８

月には「NIFTY-Serve」サービス開始25周年を記念して、「NIFTY-Serve 大同窓会 3days －オフラインで、逢いま

しょう。－」と題したイベントを当社が運営するイベントスペースである東京カルチャーカルチャーにて開催いた

しました。一方、Sports@nifty PC版などのサービスおよび一部機能の提供を終了するなど、事業の効率化にも継

続的に取り組みました。 

広告につきましては、純広告において売上高が増加したものの、検索連動型広告において、検索エンジン切替え

による単価下落の影響が７月まで残ったことに加え、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。 

 以上の結果、Webサービス事業の売上高は、５月末に子会社化した株式会社プロミクロスの売上高が７月より連

結対象となったものの、広告の売上高減少や一部サービス提供終了の影響により 百万円（前年同期比6.5％

減）となりました。営業利益は検索連動型広告の単価下落の影響がありましたが、純広告の粗利益増加や選択と集

中によるコストダウン効果があり、 百万円（同21.3％増）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、積極的に推進いたしました。 

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、これまで提供してきた東日本リー

ジョンに加えて、2012年９月から新たに西日本リージョンを開設し、「リージョンの選択機能」を追加しました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

32,920

3,489

5,995
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あわせて、プライベートネットワークの設定を容易に行える「セキュアネットワーク機能」などを提供開始しまし

た。これにより、業務システム利用においてニーズの高い、災害対策や仮想プライベートクラウドの構築をより柔

軟に実現することを可能にいたしました。さらに同９月に、「ニフティクラウド」の利用社数増加により拡大した

スケールメリットを還元するため、価格改定を実施しました。これらの施策により2012年９月末の「ニフティクラ

ウド」の利用社数は1,300社を超えております。 

また、2012年７月には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」正式版を提供開始いたしました。 

 以上の結果、クラウド事業の売上高は「ニフティクラウド」が好調に推移したことにより 百万円（前年同

期比58.6％増）となりました。営業利益は 百万円（同83.0％増）となりました。 

 

 この結果、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1,144万人（2012年３月末比26万人減）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 ％

減）となりました。営業利益は 百万円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％減）となりました。

四半期純利益につきましては、ソフトウェアに関する減損損失計上の影響があり、 百万円（同 ％減）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、ソフトウエアが 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、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、税金等調整前四半期純利益

百万円に加え、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 

 当第２四半期連結累計期間の実績が売上高、営業利益において前回公表予想を上回りましたが、引き続きクラウ

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、平成25年３

月期の連結業績予想につきましては、売上高、営業利益は修正せずに据え置くこととし、経常利益につきましては

当第２四半期連結累計期間に固定資産除売却損を計上したことにより200百万円下方に修正いたします。なお、当

期純利益につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績が前回公表予想を上回った影響もあり、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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,980 7,354

預け金 10,954 7,753

売掛金 15,401 14,355

たな卸資産 71 290

その他 1,046 1,211

貸倒引当金 △480 △348

流動資産合計 30,973 30,616

固定資産   

有形固定資産 3,756 3,889

無形固定資産   

ソフトウエア 7,557 6,384

その他 134 319

無形固定資産合計 7,692 6,703

投資その他の資産   

投資有価証券 1,192 1,677

その他 622 625

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,812 2,301

固定資産合計 13,261 12,894

資産合計 44,235 43,510

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,671 8,548

未払金 2,726 2,104

未払法人税等 562 884

役員賞与引当金 19 28

入会促進引当金 507 404

ポイント引当金 438 438

その他 1,603 1,647

流動負債合計 15,529 14,057

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 515 433

固定負債合計 716 552

負債合計 16,246 14,609
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 22,294

株主資本合計 27,798 28,788

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106 94

為替換算調整勘定 △61 △57

その他の包括利益累計額合計 45 37

少数株主持分 145 75

純資産合計 27,989 28,901

負債純資産合計 44,235 43,510
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 48,165 40,659

売上原価 36,204 30,160

売上総利益 11,960 10,499

販売費及び一般管理費 9,118 7,673

営業利益 2,842 2,826

営業外収益   

受取利息 5 6

受取手数料 15 13

その他 10 8

営業外収益合計 31 29

営業外費用   

支払利息 6 4

固定資産除売却損 71 174

持分法による投資損失 6 37

その他 11 31

営業外費用合計 96 247

経常利益 2,777 2,607

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   

投資有価証券評価損 － 5

関係会社株式売却損 － 2

減損損失 316 366

特別損失合計 316 374

税金等調整前四半期純利益 2,472 2,233

法人税、住民税及び事業税 1,009 822

法人税等調整額 14 6

法人税等合計 1,024 828

少数株主損益調整前四半期純利益 1,448 1,404

少数株主利益 4 4

四半期純利益 1,443 1,399
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,448 1,404

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 △15

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 7

その他の包括利益合計 △62 △7

四半期包括利益 1,385 1,396

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,380 1,391

少数株主に係る四半期包括利益 4 4
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 2,472 2,233

減価償却費 2,587 2,199

減損損失 316 366

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64 △134

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14 4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △87

入会促進引当金の増減額（△は減少） 433 △103

ポイント引当金の増減額（△は減少） △2 0

受取利息及び受取配当金 △6 △7

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △10 8

支払利息 6 4

固定資産廃棄損 70 170

持分法による投資損益（△は益） 6 37

売上債権の増減額（△は増加） 1,173 1,704

たな卸資産の増減額（△は増加） △21 26

仕入債務の増減額（△は減少） △1,048 △1,399

その他 △1,239 △386

小計 4,659 4,635

利息及び配当金の受取額 10 7

利息の支払額 △6 △4

法人税等の支払額 △1,265 △496

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,397 4,142

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 △66 △413

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 △356 △826

無形固定資産の取得による支出 △1,166 △1,037

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 △128 △156

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,703 △3,185

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 △273 △409

リース債務の返済による支出 △314 △261

その他 △27 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △614 △784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,078 172

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 12,680 15,108

ニフティ㈱（3828）平成25年3月期　第2四半期決算短信

-9-



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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 

 第１四半期連結会計期間より、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２四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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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  40,655  6,410  1,099  48,165  －  48,165

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  40,655  6,410  1,099  48,165  －  48,165

セグメント利益  3,688  131  174  3,994  △1,151  2,842

△1,151 △1,151

  

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  32,920  5,995  1,743  40,659  －  40,659

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  32,920  5,995  1,743  40,659  －  40,659

セグメント利益  3,489  159  319  3,967  △1,141  2,826

△1,141 △1,141
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