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（百万円未満切捨て） 

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 ％ 

25年３月期第３四半期 9,922 4.1 2,342 69.0 2,349 91.6 1,621 241.7 

24年３月期第３四半期 9,529 △1.7 1,385 △50.0 1,226 △52.5 474 △61.6 

（注） 包括利益 25年３月期第３四半期 1,631百万円（251.2％） 24年３月期第３四半期 464百万円（△62.6％） 

 

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３四半期 10,860.98 10,851.46 

24年３月期第３四半期 3,158.21 3,151.57 

 

(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期 19,906 16,217 81.2 

24年３月期 19,649 14,722 74.7 

（参考）自己資本    25年３月期第３四半期  16,155百万円  24年３月期  14,672百万円 

 

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 

24年３月期 － 0.00 － 1,000.00 1,000.00 

25年３月期 － 0.00 －   

25年３月期(予想)    1,800.00 1,800.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 

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） 

 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 

12,500 

～13,000 

△6.3 

～△2.5 

2,400 

～2,600 

9.4 

～18.5 

2,400 

～2,600 

13.9 

～23.4 

1,600 

～1,800 

113.4 

～140.1 

10,717.28 

～12,056.94 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 



※ 注記事項 

(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 

新規 －社  （社名） 、除外 －社  （社名） 

  

(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 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有 

④ 修正再表示 ：無 

（注）詳細は、添付資料P.４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計

上の見積りの変更・修正再表示」をご参照下さい。 

 

(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) 25年３月期３Ｑ 155,106株 24年３月期 155,106株 

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 5,786株 24年３月期 6,000株 

③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期３Ｑ 149,282株 24年３月期３Ｑ 150,255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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中です。 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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ご承知の上、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想

に関する定性的情報」をご覧下さい。 

 

２．当社は、平成25年２月６日に機関投資家及び証券アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日

使用する決算説明会資料は、速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報１．当四半期決算に関する定性的情報１．当四半期決算に関する定性的情報１．当四半期決算に関する定性的情報    

(1)(1)(1)(1)    連結経営成績に関する定性的情報連結経営成績に関する定性的情報連結経営成績に関する定性的情報連結経営成績に関する定性的情報    

 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

前年同四半期比 

増減率 

売上高(百万円) 9,529 9,922 4.1％ 

営業利益(百万円) 1,385 2,342 69.0％ 

経常利益(百万円) 1,226 2,349 91.6％ 

四半期純利益(百万円) 474 1,621 241.7％ 

 

当第３四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等を背景にした緩やかな景気回復

の兆しが見られたものの、欧州債務危機問題の長期化や新興国経済の減速などの影響により、景気の先行きは依

然として不透明な状況で推移しております。 

インターネット関連業界におきましては、「2012年度上期国内携帯電話端末出荷概況」（株式会社MM総研）に

よりますと、平成24年度上期のスマートフォン出荷台数は前年同期比41.6％増の1,422万台（総出荷台数の

69.4％）となり、スマートフォンへの移行が加速しております。 

このような経済環境の中、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,922百万円（前年同四半期比4.1％増）、営

業利益は2,342百万円（前年同四半期比69.0％増）、経常利益は2,349百万円（前年同四半期比91.6％増）、四半

期純利益は1,621百万円（前年同四半期比241.7％増）となりました。 

 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

 

① ソーシャルネット事業 

 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

前年同四半期比 

増減率 

売上高(百万円) 8,815 9,159 3.9％ 

 広告売上高（百万円） 6,155 3,823 △37.9％ 

 課金売上高（百万円） 2,658 5,336 100.7％ 

セグメント利益(百万円) 2,629 3,535 34.5％ 

スマートフォン 

月間ログインユーザー数 

557万人 

(平成23年12月) 

789万人 

(平成24年12月) 

－ 

 

ソーシャル・ネットワーキング サービス「mixi」におきましては、運営していくにあたっての最重要キーワー

ドを改めて「ユーザーファースト」として掲げ、これを実現するため運営体制の変更を平成24年８月に行いまし

た。具体的には、mixiのサービスごとに少人数の「ユニット」制を敷き、各ユニットが企画・開発・運用におけ

る意思決定を行う体制としました。少人数のユニットが裁量と責任をもってスピーディにサービスを運営するだ

けでなく、ユーザーの皆さまから直接意見を聞く場の設置・機能要望の対応強化、ログやABテスト等を通じた検

証を通じ、より良いサービスを提供できるよう運営してまいります。このような体制により、各ユニットからス

マートフォンを中心として機能改善や機能追加を実施しており、今後もスピーディにサービス提供・改善を進め

てまいります。 

収益面では、課金売上高においてスマートフォンアプリの課金が堅調に推移したことにより、前年同四半期比

100.7％増となりました。一方広告売上高においては、スマートフォン広告メニューの整備を進め、順調に拡大し

たものの、フィーチャーフォン広告が減少したことにより、前年同四半期比37.9％減となっております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,159百万円（前年同四半期比3.9％増）となりました。ま

た、セグメント利益は3,535百万円（前年同四半期比34.5％増）となりました。 
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② Find Job !事業 

 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

前年同四半期比 

増減率 

売上高(百万円) 713 729 2.3％ 

セグメント利益(百万円) 596 598 0.3％ 

 

Web系求人サイト「Find Job !」におきましては、Web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

ることで収益の拡大を目指して参りました。そのような中、Web業界の求人動向は引き続き採用が活発であり、収

益面においても堅調に推移してきております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は729百万円（前年同四半期比2.3％増）、セグメント利益は598

百万円（前年同四半期比0.3％増）となりました。 

 

(2)(2)(2)(2)    連結財政状態に関する定性的情報連結財政状態に関する定性的情報連結財政状態に関する定性的情報連結財政状態に関する定性的情報    

① 財政状態 

当第３四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16,582百万円（前連結会計年度末比789

百万円増加）となり、主な要因としては、現金及び預金の増加があげられます。固定資産は3,324百万円（前連結

会計年度末比532百万円減少）となり、主な要因としては、有形及び無形固定資産の除却による減少があげられま

す。 

負債については、流動負債が3,624百万円(前連結会計年度末比1,224百万円減少）となり、主な要因としては、

未払法人税等の支払いによる減少があげられます。固定負債は64百万円(前連結会計年度末比13百万円減少）とな

りました。純資産は16,217百万円(前連結会計年度末比1,494百万円増加）となり、主な要因としては、利益剰余

金の増加があげられます。 

 

② キャッシュ・フローの状況の分析 

当第３四半期連結累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8,555百万円となり

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３四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1,940百万円（前年同四半期は246百万円の

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2,647百万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３四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677百万円（前年同四半期は1,922百万円の

使用）となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入465百万円があったものの、定期預金の預入に

よる純支出1,000百万円等があ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３四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137百万円（前年同四半期は1,906百万円の

使用）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)(3)(3)(3)    連結業績予想に関する定性的情報連結業績予想に関する定性的情報連結業績予想に関する定性的情報連結業績予想に関する定性的情報    

売上高は、課金事業において前期実績は上回って推移しておりますが、本年春に予定している株式会社ディ

ー・エヌ・エーとの業務提携によるスマートフォン版「mixiゲーム」のリニューアルを控え、リニューアル前の

新規タイトルの抑制や、期中におけるソーシャルゲーム新ガイドラインへの対応等の影響により、課金売上の見

込を減額修正しております。なお、来期におきましては新規タイトルの大幅な拡充を見込んでおります。 

一方、事業スピード向上にむけた内製化等によりコスト抑制に成功し、営業利益については当初計画の下限値

を上回る見通しとなりました。また、平成24年９月11日に公表しました関連会社株式の売却により特別利益が発

生しております。このため、利益につきましては、増額修正をしております。 

詳細については、平成25年１月24日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．サマリー情報（注記事項２．サマリー情報（注記事項２．サマリー情報（注記事項２．サマリー情報（注記事項）に関する事項）に関する事項）に関する事項）に関する事項    

(1)(1)(1)(1)    当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動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)(2)(2)(2)    四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用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)(3)(3)(3)    会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示    

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固形資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。 
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３．３．３．３．四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表    

(1)  (1)  (1)  (1)  四半期連結貸借対照表四半期連結貸借対照表四半期連結貸借対照表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３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   10,423   12,555 

    売掛金   5,073   3,820 

    その他   461   353 

    貸倒引当金   △165   △147 

    流動資産合計   15,792   16,582 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物   432   435 

       減価償却累計額   △66   △101 

       建物（純額）   366   334 

      工具、器具及び備品   2,587   2,251 

       減価償却累計額   △1,697   △1,609 

       工具、器具及び備品（純額）   890   642 

      その他   2   3 

       減価償却累計額   △0   △0 

       その他（純額）   2   3 

      有形固定資産合計   1,258   980 

    無形固定資産   317   146 

    投資その他の資産         

      その他   2,282   2,198 

      貸倒引当金   △1   △1 

      投資その他の資産合計   2,280   2,197 

    固定資産合計   3,857   3,324 

  資産合計   19,649   19,906 

負債の部         

  流動負債         

    未払金   946   722 

    未払法人税等   907   263 

    預り金   2,709   2,416 

    賞与引当金   185   104 

    その他   99   118 

    流動負債合計   4,848   3,624 

  固定負債         

    資産除去債務   21   21 

    その他   57   43 

    固定負債合計   78   64 

  負債合計   4,926   3,688 
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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３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   3,765   3,765 

    資本剰余金   3,735   3,735 

    利益剰余金   8,955   10,367 

    自己株式   △1,753   △1,690 

    株主資本合計   14,704   16,177 

  その他の包括利益累計額         

    その他有価証券評価差額金   0   － 

    為替換算調整勘定   △32   △22 

    その他の包括利益累計額合計   △32   △22 

  新株予約権   50   62 

  純資産合計   14,722   16,217 

負債純資産合計   19,649   19,906 
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(2)(2)(2)(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及び四半期連結包括利益計算書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３四半期連結累計期間 

 
 

(単位:百万円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高   9,529   9,922 

売上原価   3,155   2,838 

売上総利益   6,373   7,083 

販売費及び一般管理費   4,987   4,740 

営業利益   1,385   2,342 

営業外収益         

  受取利息   6   6 

  投資事業組合運用益   12   21 

  その他   5   7 

  営業外収益合計   25   36 

営業外費用         

  持分法による投資損失   165   28 

  その他   19   0 

  営業外費用合計   184   29 

経常利益   1,226   2,349 

特別利益         

  関係会社株式売却益   3   406 

  その他   －   7 

  特別利益合計   3   413 

特別損失         

  固定資産除却損   27   59 

  賃貸借契約解約損   128   － 

  のれん償却額   －   56 

  その他   1   － 

  特別損失合計   157   115 

税金等調整前四半期純利益   1,072   2,647 

法人税、住民税及び事業税   589   799 

法人税等調整額   19   227 

法人税等合計   608   1,026 

少数株主損益調整前四半期純利益   463   1,621 

少数株主損失（△）   △10   － 

四半期純利益   474   1,621 
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四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

  (単位:百万円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   463   1,621 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金   －   △0 

  為替換算調整勘定   0   10 

  その他の包括利益合計   0   10 

四半期包括利益   464   1,631 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   475   1,631 

  少数株主に係る四半期包括利益   △10   － 
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((((3333))))    四半期連結キャッシュ・フロー計算書四半期連結キャッシュ・フロー計算書四半期連結キャッシュ・フロー計算書四半期連結キャッシュ・フロー計算書    

 
 

(単位：百万円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31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   1,072   2,647 

  減価償却費   477   348 

  のれん償却額   45   97 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   60   △18 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   △40   △81 

  受取利息及び受取配当金   △6   △6 

  為替差損益（△は益）   5   △12 

  持分法による投資損益（△は益）   165   28 

  投資事業組合運用損益（△は益）   △12   △21 

  固定資産除却損   27   59 

  関係会社株式売却損益（△は益）   △1   △406 

  賃貸借契約解約損   128   － 

  売上債権の増減額（△は増加）   △595   1,248 

  未払金の増減額（△は減少）   △449   △203 

  未払消費税等の増減額（△は減少）   △9   32 

  預り金の増減額（△は減少）   788   △292 

  その他   56   △43 

  小計   1,711   3,375 

  利息の受取額   8   8 

  法人税等の支払額   △1,473   △1,443 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   246   1,940 

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   △3,500   △5,500 

  定期預金の払戻による収入   3,500   4,500 

  有形固定資産の取得による支出   △776   △39 

  無形固定資産の取得による支出   △78   △9 

  投資有価証券の取得による支出   △472   △165 

  投資有価証券の分配による収入   34   54 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 

  △544   △23 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出 

  △243   △12 

  関係会社株式の売却による収入   24   465 

  貸付金の回収による収入   320   － 

  その他   △186   52 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,922   △677 

財務活動によるキャッシュ・フロー         

  株式の発行による収入   0   － 

  自己株式の取得による支出   △1,753   － 

  自己株式の処分による収入   －   10 

  配当金の支払額   △153   △148 

  その他   △0   － 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,906   △137 

現金及び現金同等物に係る換算差額   △3   7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △3,585   1,132 

現金及び現金同等物の期首残高   11,293   7,423 

現金及び現金同等物の四半期末残高   7,707   8,555 
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(4) (4) (4) (4) 継続企業の前提に関する注記継続企業の前提に関する注記継続企業の前提に関する注記継続企業の前提に関する注記    

        該当事項はありません。    

 

(5) (5) (5) (5) セグメント情報セグメント情報セグメント情報セグメント情報    

前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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） 

 

報告セグメント 

その他 合計 

調整額 

(注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 

ソーシャル

ネット事業 

Find Job !

事業 

計 

売上高        

  外部顧客への売上高 8,815 713 9,529 － 9,529 － 9,529 

  セグメント間の内部

売上高又は振替高 

51 1 52 － 52 △52 － 

計 8,867 714 9,581 － 9,581 △52 9,529 

セグメント利益 2,629 596 3,225 － 3,225 △1,839 1,385 

(注) １．セグメント利益の調整額△1,839百万円は、全社費用であります。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行っております。 

 

２．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 

（のれんの金額の重要な変動） 

 「ソーシャルネット事業」セグメントにおいて、第２四半期連結会計期間に株式会社ネイキッドテクノロジ

ーの株式を取得し、新たに連結子会社としたことに伴い、のれんが502百万円増加しております。なお、当該事

象による、当第３四半期連結累計期間における、のれんの償却額は41百万円、未償却残高は460百万円でありま

す。 
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当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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） 

 

報告セグメント 

その他 

(注)１ 

合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

ソーシャル

ネット事業 

Find Job !

事業 

計 

売上高        

  外部顧客への売上高 9,159 729 9,888 33 9,922 － 9,922 

  セグメント間の内部

売上高又は振替高 

6 0 6 24 31 △31 － 

計 9,166 729 9,895 57 9,953 △31 9,922 

セグメント利益又は損

失（△） 

3,535 598 4,133 △133 3,999 △1,657 2,342 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スマートフォンアプリの開発

や米国における市場調査を行う事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額△1,657百万円は全社費用であり、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。 

３．セグメント利益又は損失は、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) (6) (6) (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記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。 

 

(7) (7) (7) (7) 重要な後発事象重要な後発事象重要な後発事象重要な後発事象    

  該当事項はありません。 
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