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１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％ 
27年３月期第３四半期 68,265 973.7 29,927 － 29,979 － 19,104 － 
26年３月期第３四半期 6,357 △35.9 △509 － △636 － △1,573 － 

（注）包括利益 27年３月期第３四半期 19,199百万円（－％） 26年３月期第３四半期 △1,481百万円（－％） 

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 
27年３月期第３四半期 237.50 236.88 
26年３月期第３四半期 △21.08 － 

（注）１．平成26年３月期第３四半期の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、潜在株式は存在
するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

２．当社は、平成26年７月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。そのため、
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益又は１株当た
り四半期純損失」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」を算定しております。 

(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 ％ 
27年３月期第３四半期 62,426 39,650 63.5 
26年３月期 26,492 22,427 84.5 

（参考）自己資本    27年３月期第３四半期  39,634百万円  26年３月期  22,375百万円 

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 
26年３月期 － 0.00 － 14.00 14.00 
27年３月期 － 23.00 － 
27年３月期(予想) 56.00 79.00 

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：有 
２．当社は、平成26年７月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、平成26

年３月期については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。 

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 110,000 804.9 50,000 － 50,000 － 32,000 － 397.62 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 



※ 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 ：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 

 
(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) 27年３月期３Ｑ 83,203,000株 26年３月期 83,203,000株 

②  期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 2,600,000株 26年３月期 2,843,500株 

③  期中平均株式数(四半期累計) 27年３月期３Ｑ 80,439,425株 26年３月期３Ｑ 74,661,745株 

（注）当社は、平成26年７月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。そ
のため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）
を算定しております。 

 
※ 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．４「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想
などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
 
２．当社は、平成27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) 経営成績に関する説明 

 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

前年同四半期比 

増減率 

売上高(百万円) 6,357 68,265 973.7％ 

営業利益又は営業損失(△)
(百万円) 

△509 29,927 －％ 

経常利益又は経常損失(△)
(百万円) 

△636 29,979 －％ 

四半期純利益又は四半期純
損失(△)(百万円) 

△1,573 19,104 －％ 

 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策や金融緩和を背景とした企業収益・雇用情勢の改

善が見られるなど全体としては緩やかな回復基調にあるものの、新興国経済の成長鈍化や円安による原材料価格

上昇などが懸念材料となり、先行き不透明な状況で推移しました。 

インターネット関連業界におきましては、「平成26年版 情報通信白書」（総務省）によりますと、平成25年末

のスマートフォン世帯普及率は62.6％（前年比13.1ポイント増）と急速に普及が進んでおり、今後もスマートフ

ォン市場は更に拡大していくものと予測されます。 

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68,265百万円（前年同四半期比973.7％増）と

なり、営業利益は29,927百万円（前年同四半期は営業損失509百万円）、経常利益は29,979百万円（前年同四半期

は経常損失636百万円）、四半期純利益は19,104百万円（前年同四半期は四半期純損失1,573百万円）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。 

なお、第１四半期連結会計期間から、報告セグメントの名称及び区分方法を変更しており、以下の前年同四半

期比較及び分析については、変更後の区分に基づいて記載しております。 

 

① メディア・コンテンツ事業 

 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

前年同四半期比 

増減率 

売上高(百万円) 5,194 63,658 1,125.6％ 

 メディア事業(百万円) 4,932 3,632 △26.3％ 

 コンテンツ事業(百万円) 261 60,025 22,810.7％ 

セグメント利益(百万円) 1,002 31,198 3,011.7％ 

  
メディア事業：ソーシャル・ネットワーキング サービス「mixi」におきまして、コミュニティ・ニュース等の

情報の一部をインターネット開放し、コンテンツへの導線を強化するなど、同じ趣味・関心を持つ人同士を

「mixi」でつなげ、サービスの活性化を図っております。収益面では、ブラウザゲームにおいてデバイス環境の

変化等の影響から売上高が減少しておりますが、アドネットワーク広告の運用強化等を進めております。 

コンテンツ事業：スマートフォンネイティブゲーム「モンスターストライク」は、簡単な操作で誰でも楽しめ

ること、一緒にいる友人と協力する仕組み（マルチプレイ）が特長であり、利用者が順調に増加してまいりまし

た。国内では平成26年３月よりTVCMを開始し、海外においても台湾・北米・韓国・中国と展開を進めた結果、平

成27年１月には全世界での利用者数が2,300万人を突破いたしました。収益面では、利用者増加に伴い売上高・利

益ともに順調に拡大しております。 

この結果、売上高は63,658百万円（前年同四半期比1,125.6％増）、セグメント利益は31,198百万円（前年同四

半期比3,011.7％増）となりました。 
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② ライフイベント事業 

 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

前年同四半期比 

増減率 

売上高(百万円) 1,029 4,390 326.6％ 

セグメント利益(百万円) 408 518 27.1％ 

 
求人広告事業、フォトブック事業、結婚支援事業を運営しております。 

前第３四半期連結会計期間から結婚支援事業の連結を開始したこともあり、売上高は4,390百万円（前年同四半

期比326.6％増）、セグメント利益は518百万円（前年同四半期比27.1％増）となりました。 

 

③ その他 

 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

前年同四半期比 

増減率 

売上高(百万円) 134 216 61.1％ 

セグメント損失(△) 

(百万円) 
△378 △333 －％ 

 
リサーチ事業やその他の新規事業を運営しております。 

売上高は216百万円（前年同四半期比61.1％増）、セグメント損失は333百万円（前年同四半期はセグメント損

失378百万円）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

① 財政状態 

当第３四半期連結会計期間の財政状態は、資産については流動資産が57,328百万円（前連結会計年度末比

35,410百万円増加）となり、主な要因としては、現金及び預金と売掛金の増加があげられます。固定資産は5,098

百万円（前連結会計年度末比522百万円増加）となり、主な要因としては、投資有価証券の増加があげられます。 

負債については、流動負債が22,771百万円（前連結会計年度末比18,725百万円増加）となり、主な要因として

は、未払法人税等や未払消費税等の増加があげられます。固定負債は4百万円（前連結会計年度末比14百万円減

少）となりました。純資産は39,650百万円（前連結会計年度末比17,222百万円増加）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における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末

と比べて25,247百万円増加し、42,065百万円となりました。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26,303百万円（前年同四半期は570百万円の

使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が29,939百万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53百万円（前年同四半期は1,231百万円の獲

得）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1,000百万円があったものの、投資有価証券の取得に

よる支出914百万円や有形固定資産の取得による支出108百万円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1,055百万円（前年同四半期は327百万円の

使用）となりました。これは主に、短期借入金の純増額599百万円があったものの、配当金の支払額が1,754百万

円となったことによるものであります。 
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成27年３月期の連結業績予想につきましては、最近の業績動向等を踏まえ、平成26年11月７日に公表しまし

た通期の連結業績予想を修正いたしました。 

詳細は、本日公表しております「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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。 

 

㈱ミクシィ（2121）　平成27年３月期　第３四半期決算短信

- 4 -



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26年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   17,818   42,065 

    売掛金   3,798   14,126 

    その他   350   1,163 

    貸倒引当金   △50   △28 

    流動資産合計   21,917   57,328 

  固定資産         

    有形固定資産   622   607 

    無形固定資産         

      のれん   846   628 

      その他   119   35 

      無形固定資産合計   965   663 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   1,418   2,366 

      その他   1,572   1,464 

      貸倒引当金   △3   △4 

      投資その他の資産合計   2,987   3,827 

    固定資産合計   4,575   5,098 

  資産合計   26,492   62,426 

負債の部         

  流動負債         

    短期借入金   －   599 

    未払金   1,595   3,747 

    未払法人税等   213   11,381 

    未払消費税等   －   3,295 

    前受金   358   2,083 

    預り金   1,538   1,482 

    賞与引当金   281   132 

    ポイント引当金   30   40 

    資産除去債務   20   － 

    その他   6   7 

    流動負債合計   4,046   22,771 

  固定負債         

    長期預り金   19   4 

    固定負債合計   19   4 

  負債合計   4,065   22,775 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   7,034   7,034 

    資本剰余金   7,013   7,004 

    利益剰余金   9,853   26,882 

    自己株式   △1,661   △1,519 

    株主資本合計   22,238   39,402 

  その他の包括利益累計額         

    為替換算調整勘定   137   231 

    その他の包括利益累計額合計   137   231 

  新株予約権   46   10 

  少数株主持分   5   5 

  純資産合計   22,427   39,650 

負債純資産合計   26,492   62,426 
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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25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

売上高   6,357   68,265 

売上原価   2,309   7,051 

売上総利益   4,048   61,213 

販売費及び一般管理費   4,558   31,286 

営業利益又は営業損失（△）   △509   29,927 

営業外収益         

  受取利息   3   4 

  為替差益   37   49 

  その他   12   12 

  営業外収益合計   53   66 

営業外費用         

  支払利息   －   1 

  持分法による投資損失   152   － 

  投資事業組合運用損   15   6 

  その他   12   5 

  営業外費用合計   180   13 

経常利益又は経常損失（△）   △636   29,979 

特別利益         

  新株予約権戻入益   15   1 

  特別利益合計   15   1 

特別損失         

  固定資産除売却損   11   42 

  減損損失   71   － 

  特別損失合計   82   42 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

  △704   29,939 

法人税、住民税及び事業税   184   11,504 

法人税等調整額   685   △669 

法人税等合計   869   10,834 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

  △1,573   19,104 

少数株主損失（△）   －   △0 

四半期純利益又は四半期純損失（△）   △1,573   19,104 
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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25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

  △1,573   19,104 

その他の包括利益         

  為替換算調整勘定   92   94 

  その他の包括利益合計   92   94 

四半期包括利益   △1,481   19,199 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   △1,481   19,199 

  少数株主に係る四半期包括利益   －   0 
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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３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 

  △704   29,939 

  減価償却費   241   136 

  減損損失   71   － 

  のれん償却額   82   217 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △57   △21 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   △111   △149 

  受取利息   △3   △4 

  支払利息   －   1 

  為替差損益（△は益）   △24   △34 

  持分法による投資損益（△は益）   152   － 

  投資事業組合運用損益（△は益）   15   6 

  固定資産除売却損益（△は益）   11   42 

  売上債権の増減額（△は増加）   713   △10,327 

  未払金の増減額（△は減少）   △94   2,190 

  未払消費税等の増減額（△は減少）   △56   3,295 

  前受金の増減額（△は減少）   16   1,725 

  預り金の増減額（△は減少）   △367   △317 

  その他   34   69 

  小計   △77   26,767 

  利息の受取額   5   4 

  利息の支払額   －   △1 

  法人税等の支払額   △498   △467 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △570   26,303 

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   △2,000   － 

  定期預金の払戻による収入   5,000   1,000 

  有形固定資産の取得による支出   △40   △108 

  無形固定資産の取得による支出   △77   △4 

  投資有価証券の取得による支出   △408   △914 

  投資有価証券の分配による収入   92   31 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

  △925   － 

  事業譲受による支出   △303   － 

  その他   △105   △57 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   1,231   △53 

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）   －   599 

  自己株式の処分による収入   0   98 

  配当金の支払額   △328   △1,754 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △327   △1,055 

現金及び現金同等物に係る換算差額   94   53 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   428   25,247 

現金及び現金同等物の期首残高   9,199   16,818 

現金及び現金同等物の四半期末残高   9,628   42,065 

 

㈱ミクシィ（2121）　平成27年３月期　第３四半期決算短信

- 8 -



(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

  (継続企業の前提に関する注記) 

  該当事項はありません。 

 

  (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。 

 

  (セグメント情報等) 

前第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25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 

メディア・
コンテンツ

事業 

ライフイベ
ント事業 

計 

売上高        

  外部顧客への売上高 5,194 1,029 6,223 134 6,357 － 6,357 

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

50 7 58 50 109 △109 － 

計 5,245 1,036 6,281 185 6,467 △109 6,357 

セグメント利益又は損
失（△） 

1,002 408 1,410 △378 1,031 △1,541 △509 

(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、リサーチ事業や当社イノベー

ションセンターによる新規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△1,541百万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損失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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 

その他 全社 合計 メディア・コン
テンツ事業 

ライフイベント
事業 

計 

減損損失 71 － 71 － － 71 

(注) メディア・コンテンツ事業の減損損失は、株式会社ミクシィの地方拠点を閉鎖する意思決定を行ったこと、

並びに上海蜜秀網絡科技有限公司及び上海明希網絡科技有限公司を清算する意思決定を行ったことに伴うも

のであります。 

 

（のれんの金額の重要な変動） 

 「ライフイベント事業」において、当第３四半期連結会計期間に、株式会社Diverse及び株式会社コンフィアンザ

の株式を取得し新たに連結子会社としたこと、また、「その他」において、連結子会社である株式会社ミクシィ・

リサーチがミステリーショッピングサービス「ショッパーズ・アイ」を事業取得したことに伴い、のれんが940百万

円増加しております。なお、当第３四半期連結累計期間における、のれんの償却額は82百万円、未償却残高は1,036

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26年４月１日  至  平成26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 

メディア・
コンテンツ

事業 

ライフイベ
ント事業 

計 

売上高        

  外部顧客への売上高 63,658 4,390 68,048 216 68,265 － 68,265 

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3 17 20 26 47 △47 － 

計 63,661 4,408 68,069 243 68,313 △47 68,265 

セグメント利益又は損
失（△） 

31,198 518 31,717 △333 31,383 △1,456 29,927 

(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、リサーチ事業や当社イノベー

ションセンターによる新規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△1,456百万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．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当社グループは第１四半期連結会計期間から、事業ポートフォリオの拡大に合わせて報告セグメントの名称及

び区分方法を以下のとおりに変更しております。 

 従来「ソーシャルネット事業」「Find Job !事業」としておりましたセグメントの名称を、第１四半期連結会

計期間から「メディア・コンテンツ事業」「ライフイベント事業」に変更しております。また、従来「ソーシャ

ルネット事業」に属していた事業を「メディア・コンテンツ事業」に移管し、従来「Find Job !事業」に属して

いた事業と、「その他」に属していた事業の一部（フォトブック事業及び結婚支援事業）を「ライフイベント事

業」に移管しております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。 

 

３．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。 

 

 

  (重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 
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