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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第1四半期 4,014 24.5 114 △60.7 65 △74.1 26 △83.3

29年3月期第1四半期 3,224 10.0 291 0.2 251 △0.7 156 △8.0

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　26百万円 （△83.3％） 29年3月期第1四半期　　156百万円 （△8.0％）

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

30年3月期第1四半期 0.70 ―

29年3月期第1四半期 4.51 ―

(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 ％

30年3月期第1四半期 26,067 7,541 28.9

29年3月期 26,005 7,609 29.3

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 7,541百万円 29年3月期 7,609百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

（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30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30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）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 8,450 29.5 150 △74.5 65 △87.1 25 △92.2 0.66

通期 19,300 38.2 1,050 3.1 870 8.2 530 △3.4 14.09

（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 ： 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） 30年3月期1Q 37,620,700 株 29年3月期 37,620,700 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 444 株 29年3月期 444 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 37,620,256 株 29年3月期1Q 34,709,956 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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きましては、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29年7月24日に機関投資家及びアナリスト向け四半期決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明内容（音声）につきましては、当日使
用する決算説明資料とともに、開催後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

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の各種政策効果の下支えもあり緩やか

な回復が続いておりますが、海外景気の下振れリスクが依然として存在することなどにより、先行

き不透明な状況となっております。

　当社グループの属するデータセンター市場においては、VPS・クラウドサービスを中心に安定し

た成長が続いております。

　こうした状況のもと、当社グループはコストパフォーマンスに優れたデータセンターサービス

を、多様なラインナップで提供することにより、他社との差別化を図るとともに、営業体制の強

化、イベントの実施及びパートナー制度の推進などにより、販売力の向上に努めてまいりました。

また、平成29年１月にアイティーエム株式会社（旧：エヌシーアイ株式会社）の株式を取得し、連

結子会社としております。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,014,901千円(前年同

期比24.5％増）となりました。

　営業利益につきましては、売上高は増加いたしましたが、エンジニアの増員による人件費の増加

及びデータセンター増床やサービス機材増加に伴う経費の増加、本社移転による経費の増加など成

長のための先行的な設備・人材への投資により、114,735千円(前年同期比60.7％減）となりまし

た。

　経常利益につきましては、営業利益の減少などにより、65,066千円(前年同期74.1％減）となり

ました。

　親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、経常利益の減少などにより、26,159千円

(前年同期比83.3％減）となりました。

サービス別の状況は以下のとおりです。

① ハウジングサービス

首都圏内データセンター増加により価格競争の厳しい状況が続いておりますが、前第４四半期

に連結子会社としたアイティーエム株式会社の売上貢献により、ハウジングサービスの売上高は

607,824千円(前年同期比1.1％増）となりました。

② 専用サーバサービス

「さくらの専用サーバ」において、スーパーコンピュータ案件の提供開始や「さくらの専用サ

ーバ高火力シリーズ」の時間課金でのサービス提供開始など顧客ニーズを追求した取り組みを行

った結果、専用サーバサービスの売上高は945,947千円(前年同期比36.9％増）となりました。

③ レンタルサーバサービス

オプションサービスの提供や機能改善等を継続し、着実にユーザ数を積み増した結果、レンタ

ルサーバサービスの売上高は774,241千円(前年同期比6.1％増）となりました。

④ VPS・クラウドサービス

VPSサービスやクラウドサービスの新機能の積極的な追加等により、新規顧客の獲得や既存顧客

の利用増加を図った結果、VPS・クラウドサービスの売上高は1,069,795千円(前年同期比25.4％

増）となりました。
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⑤ その他サービス

ドメイン取得サービス及びSSL取得サービスが好調に推移したこと、並びに前第４四半期に連結

子会社としたアイティーエム株式会社のMSPサービス売上により、その他サービスの売上高は

617,092千円(前年同期比76.2％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末における資産・負債及び純資産の状況とそれらの要因は次のとおり

です。

① 資産

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ62,154千円増加し、

26,067,516千円(前連結会計年度末比0.2％増）となりました。主な要因は、サービス機材調達に

伴う有形固定資産の増加によるものです。

② 負債

当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ130,040千円増加し、

18,526,201千円(前連結会計年度末比0.7％増）となりました。主な要因は、サービス機材調達に

伴うリース債務の増加によるものです。

③ 純資産

当第１四半期連結会計期間末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ67,885千円減少し、

7,541,315千円(前連結会計年度末比0.9％減）となりました。主な要因は、剰余金の配当に伴う利

益剰余金の減少によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成30年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまして、売上高は概ね

当初予想どおりに進むものと見込んでおります。

　利益面につきましては、当第１四半期連結累計期間は業績予想に対し順調に推移しております。

第２四半期連結会計期間以降につきましては、石狩データセンター３号棟の稼動開始時期の見極め

が必要であること、売上成長のための各種施策の実施、データセンター拠点の集約化による賃料の

減少及び集約化に伴う費用の増加などが見込まれることから、現時点では、平成29年４月24日付

「平成29年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」にて公表した第２四半期連結累計期間及び通期

の連結業績予想を据え置きとしております。

　なお、今後の業績動向に応じて、業績予想に修正が必要となった場合には、速やかに公表いたし

ます。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,868,773 4,513,667

売掛金 1,362,079 1,253,219

貯蔵品 454,101 561,858

その他 1,309,423 1,402,092

貸倒引当金 △32,505 △36,511

流動資産合計 7,961,872 7,694,327

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,291,056 7,367,171

リース資産（純額） 6,051,367 6,275,772

その他（純額） 2,316,650 2,385,339

有形固定資産合計 15,659,074 16,028,283

無形固定資産

その他 1,295,828 1,259,174

無形固定資産合計 1,295,828 1,259,174

投資その他の資産 1,088,585 1,085,731

固定資産合計 18,043,489 18,373,188

資産合計 26,005,361 26,067,516
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 448,152 472,028

短期借入金 228,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 1,235,224 1,145,334

未払法人税等 184,903 28,727

前受金 2,833,160 2,966,056

賞与引当金 210,971 110,572

その他 2,159,770 2,391,135

流動負債合計 7,300,182 7,463,854

固定負債

長期借入金 5,287,900 5,091,210

リース債務 5,386,742 5,584,193

その他 421,335 386,943

固定負債合計 11,095,978 11,062,346

負債合計 18,396,160 18,526,201

純資産の部

株主資本

資本金 2,256,921 2,256,921

資本剰余金 1,361,862 1,361,862

利益剰余金 3,990,665 3,922,774

自己株式 △67 △67

株主資本合計 7,609,382 7,541,491

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △181 △176

その他の包括利益累計額合計 △181 △176

純資産合計 7,609,200 7,541,315

負債純資産合計 26,005,361 26,067,516
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 3,224,663 4,014,901

売上原価 2,249,960 2,884,411

売上総利益 974,703 1,130,490

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 － 4,104

給料及び手当 159,955 267,842

賞与引当金繰入額 35,613 39,330

その他 487,199 704,477

販売費及び一般管理費合計 682,768 1,015,754

営業利益 291,934 114,735

営業外収益

受取利息 9 15

貸倒引当金戻入額 7,800 339

その他 2,379 1,259

営業外収益合計 10,189 1,614

営業外費用

支払利息 39,662 48,121

その他 10,842 3,161

営業外費用合計 50,504 51,283

経常利益 251,619 65,066

特別損失

固定資産除却損 773 521

減損損失 － 6,857

投資有価証券評価損 8,762 －

特別損失合計 9,535 7,379

税金等調整前四半期純利益 242,084 57,687

法人税、住民税及び事業税 57,273 14,695

法人税等調整額 28,124 16,831

法人税等合計 85,398 31,527

四半期純利益 156,685 26,159

親会社株主に帰属する四半期純利益 156,685 26,159
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 156,685 26,159

その他の包括利益

為替換算調整勘定 － 5

その他の包括利益合計 － 5

四半期包括利益 156,685 26,165

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 156,685 26,165
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（３）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）

当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

該当事項はありません。
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