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(百万円未満切捨て)
１．平成29年12月期の業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日）
（１）経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年12月期 7,365 8.1 143 6.6 172 5.1 119 41.0

28年12月期 6,811 20.9 134 - 164 - 84 -
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年12月期 45.49 - 10.5 3.4 2.0

28年12月期 32.27 - - - -
(参考) 持分法投資損益 29年12月期 -百万円 28年12月期 -百万円
　

(注)１．前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するもの
の、希薄化効果を有しないため、記載しておりません。

　 ２．平成28年12月期は連結業績を開示しておりましたが、当事業年度より非連結での業績を開示しております。
　 そのため、平成28年12月期の自己資本当期純利益率、総資産経常利益率及び売上高営業利益率については
　 記載しておりません。
　

（２）財政状態

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

29年12月期 5,376 1,223 21.6 440.74
28年12月期 4,711 1,183 23.8 425.00

(参考) 自己資本 29年12月期 1,160百万円 28年12月期 1,119百万円
　

（３）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年12月期 639 △294 △79 2,391

28年12月期 - - - -
　

(注)平成28年12月期は連結業績を開示しておりましたが、当事業年度より非連結での業績を開示しております。
そのため、平成28年12月期の実績は記載しておりません。

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

28年12月期 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 79 - -

29年12月期 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 65 55.0 5.8

30年12月期(予想) 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.9
(注)当事業年度より非連結となったことから、平成28年12月期の配当性向及び純資産配当率については記載して
　 おりません。
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３．平成30年12月期の業績予想（平成30年１月１日～平成30年12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 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) - - - - - - - - -

通期 7,800 5.9 330 129.7 330 90.9 259 116.2 98.32
　

(注)第２四半期累計期間の業績予想は行っておりません。詳細は、添付資料５ページ「１．経営成績等の概況
(５)今後の見通し」をご覧ください。

※ 注記事項

（１）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
　

（２）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) 29年12月期 2,717,300 株 28年12月期 2,717,300 株

② 期末自己株式数 29年12月期 83,146 株 28年12月期 83,146 株

③ 期中平均株式数 29年12月期 2,634,154 株 28年12月期 2,634,154 株
　　　

※ 決算短信は監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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、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説明にあた
っての注意事項等については、添付資料５ページ「１．経営成績等の概況(５)今後の見通し」をご覧ください。

　
（決算補足説明及び決算説明会の内容の入手方法について）

当社は、平成30年２月５日（月）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。
その模様及び説明内容については、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．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当社は、「インターネットで可能性をつなげる、ひろげる」というミッションの下、主に個人の表現活動を支援

するための様々なウェブサービス及びスマートフォンアプリを提供しております。

平成15年の創業以来、当社の業績を牽引しているレンタルサーバー「ロリポップ！」では、新たな顧客層の獲得

を図るべく、リブランディングを実施し、デザイン及びコンセプトを一新いたしました。また、今後における事業

拡大の基盤作りのため、従来のレンタルサーバーとは一線を画す新たなホスティングサービスの提供を行うべく、

当社の研究開発組織「ペパボ研究所」と共に、新プラン「マネージドクラウド」の開発を進めました。なお、新プ

ラン「マネージドクラウド」につきましては、正式リリースに先駆け、平成29年11月29日よりβ版を無料公開して

おります。

ネットショップ運営サービス「カラーミーショップ」においては、Amazon Payの導入など決済機能を拡充したほ

か、自宅以外での荷物受け取りが可能となる「EC自宅外受け取り」を提供開始するなど、ショップオーナー及び購

入者双方の利便性向上に務めた結果、契約件数及び顧客単価が堅調に推移いたしました。なお、EC事業におきまし

ても、新たに平成29年11月に定期販売サービス「カラーミーリピート」の提供を開始していることから、ホスティ

ング事業同様にECでのビジネス領域を広げることによる収益の増加を図ってまいります。

作品数、作家数国内No.１のハンドメイドマーケット「minne」においては、プロモーションへの投資を継続し、

Web広告及びCM放映などを積極的に展開したことに加え、オフライン施策として「minneのハンドメイドマーケッ

ト」及び「ハンドメイド大賞」を実施するなど、認知度の拡大に努めました。その結果、当事業年度におきまして

は、スマートフォンアプリの累計ダウンロード数は863万DLを突破し、流通金額は102億円（前年同期比22.6％増）

となりました。なお、同期間における「minne」への広告宣伝費は、積極的にWeb広告を展開したことに加え、当第

４四半期にCMを放映したことから、11億円（前年同期比9.4％増）となりました。

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高7,365,338千円（前年同期比8.1％増）、営業利益143,665千円

（前年同期比6.6％増）、経常利益172,823千円（前年同期比5.1％増）、当期純利益119,820千円（前年同期比41.0

％増）となりました。

（セグメント別の状況）

当社は、平成28年12月期は連結業績を開示しておりましたが、当事業年度より非連結での業績を開示しておりま

す。そのため、セグメント別の前年同期との比較は記載しておりません。

① ホスティング事業

ホスティング事業には、主に個人からビジネスまで幅広い用途にご利用頂けるレンタルサーバー「ロリポッ

プ！」及びドメイン取得代行「ムームードメイン」が属しております。

「ロリポップ！」におきましては、リブランディングの一環として、１月にサイトリニューアルを実施いたし

ました。これにより契約件数は堅調に推移し、レンタルサーバーの契約数は、438,171件（前年同期末比3,893件

増）となりました。

「ムームードメイン」におきましては、ドメイン更新時の複数年契約に対する割引キャンペーンが好評となり、

登録ドメイン数は1,230,317件（前年同期末比35,760件増）と順調に増加しました。

以上の結果、当事業年度におけるセグメント売上高は4,122,061千円、セグメント利益は1,312,802千円となり

ました。

② EC支援事業

EC支援事業には、主にネットショップ事業者に向けたショッピングカートASPサービス「カラーミーショップ」

及びオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI」が属しております。

「カラーミーショップ」におきましては、機能開発やUIの改善を行い、アップセルの推進に努めた結果、顧客

単価が1,538円（前年同期比7.2％増）となりました。

また、「SUZURI」におきましては、作成可能アイテムの拡充に努める中で、新アイテム「サコッシュ」がSNSを

中心に話題になったことや各種キャンペーンにより、累積会員数は185,273人（前年同期末比45,493人増）となり

ました。

以上の結果、当事業年度におけるセグメント売上高は1,624,264千円、セグメント利益は775,946千円となりま

した。
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③ ハンドメイド事業

ハンドメイド事業には、主にハンドメイドマーケット「minne」が属しております。

「minne」におきましては、首都圏におけるCM放映をはじめ、年末商戦に向けたキャンペーン及びプロモーショ

ンの強化を図った結果、平成29年12月の月間流通額は過去最高額となる10億円超を記録し、当事業年度における

流通金額は、102億円（前年同期比22.6％増）と堅調に推移しました。

以上の結果、当事業年度におけるセグメント売上高は1,392,778千円、セグメント損失は1,037,238千円となり

ました。

④ コミュニティ事業

コミュニティ事業では、ブログサービス「JUGEM」が属しております。

「JUGEM」におきましては、広告売上の減少により、当事業年度におけるセグメント売上高は202,030千円、セ

グメント利益は101,965千円となりました。

⑤ その他

当事業年度におけるセグメント売上高は24,202千円、セグメント損失は2,372千円となりました。

なお、「PEPABO WiMAX」は、平成29年２月１日付けで事業譲渡を行っております。

（２）当期の財政状態の概況

（流動資産）

当事業年度末における流動資産の残高は4,358,358千円（前事業年度末残高は3,729,214千円）となり、

629,143千円の増加となりました。これは、主に現金及び預金が87,070千円、関係会社預け金が200,000千円及び

売掛金が321,183千円増加したことによるものです。

（固定資産）

当事業年度末における固定資産の残高は1,018,600千円（前事業年度末残高は981,795千円）となり、36,804千

円の増加となりました。これは、主に工具、器具及び備品が8,279千円減少した一方で、ソフトウェアが40,959

千円及び投資有価証券が3,165千円増加したことによるものです。

（流動負債）

当事業年度末における流動負債の残高は4,099,969千円（前事業度末残高は3,474,616千円）となり、625,352

千円の増加となりました。これは、主に未払金が455,254千円、前受金が111,190千円及び預り金が67,895千円増

加したことによるものです。

（固定負債）

当事業年度末における固定負債の残高は53,940千円（前事業年度末残高は52,675千円）となり、1,264千円の

増加となりました。これは、主に資産除去債務が1,349千円増加したことによるものです。

（純資産）

当事業年度末における純資産の残高は1,223,048千円（前事業年度末残高は1,183,718千円）となり、39,330千

円の増加となりました。これは、主に当期純利益の計上119,820千円及び剰余金の配当79,024千円に伴い利益剰

余金が40,795千円増加したことによるものです。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,391,185千円となりました。なお、前

事業年度は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますが、キャッシュ・フロー計算書は作成していないた

め、前年同期との比較を行っておりません。

　各キャッシュ・フローの状況は、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）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は639,947千円となりました。

これは、主に売上債権の増加額278,412千円による減少の一方で、税引前当期純利益156,171千円、減価償却費

207,611千円、未払金の増加額422,516千円及び前受金の増加額147,138千円による増加の結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動の結果支出した資金は294,073千円となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出116,549千円及び無形固定資産の取得による支出120,020千円による

減少の結果であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動の結果支出した資金は79,097千円となりました。

これは、配当金の支払額による減少の結果であります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成29年
12月期

自己資本比率（％） 21.6

時価ベースの自己資本比率（％） 155.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） －

（注）１．上記指標の算出方法

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

４．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と

　 しています。

５．当社は平成28年12月期以前において、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、

　 関連指標は記載しておりません。

（４）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

環境変化の激しいインターネット業界においては、企業体質の強化及び積極的な事業展開に備えるための内部留

保の充実が重要であると考えますが、利益還元も重要な経営課題と認識しております。当社では、事業の成長に基

づく中長期的な株式価値の向上とともに、配当性向50％以上を基本として、業績に連動した配当を継続的に実施で

きる収益力の安定に努めます。

　上記の方針に基づき、当期の配当は１株当たり25円の期末配当金を予定しており、中間配当は実施しなかったた

め年間の配当性向は55.0％とさせていただく予定であります。

また、次期の配当につきましては、年間１株当たり50円の配当金を予定しており、年間の予想配当性向は50.9％

とさせていただく予定であります。
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（５）今後の見通し

IT技術は、絶えずイノベーション及び価値創造による革新的なインパクトを社会及び産業構造へ与え続けており、

今後もインターネット市場はさらなる拡大を続けるものと予想されます。

平成27年より積極的な投資を行っている国内最大のハンドメイドマーケット「minne」におきましては、圧倒的

ナンバーワンのサービスへと成長させるため、引き続き広告宣伝及び販売促進を強化いたしますが、収益化に向

けて、売上拡大を維持しながら、プロモーションやサービス運営コストの効果的かつ効率的な運用に努めてまい

ります。

ホスティング事業では「ロリポップ！」の新プラン「マネージドクラウド」、また、EC支援事業でも「カラーミ

ーリピート」といった既存サービスのブランド力を生かした新たなプランやサービスを投入し、収益の拡大を図っ

てまいります。

以上のことから、平成30年12月期の業績は、売上高7,800百万円、営業利益330百万円、経常利益330百万円、当期

純利益259百万円を見込んでおります。

なお、平成30年１月26日付で「「カラーミーショップ」における情報流出に関するご報告とお詫び 」を開示して

おりますが、その事象による影響に関しましては、上記、業績予想に織り込んでおります。

また、業績変化及び市場動向等に合わせて計画変更の可能性があるため、第２四半期累計期間の業績を予想する

ことが困難であると考えることから、第２四半期累計期間の業績予想は開示しておりません。

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成30年12月期

業績予想
7,800 330 330 259

平成29年12月期
実績

7,365 143 172 119

増減額 434 186 157 139

増減率（％） 5.9 129.7 90.9 116.2

（参考：主要セグメントの業績予想）

（単位：百万円）

セグメント 平成29年12月期 平成30年12月期 増減額 増減率（％）

ホスティング
売上高 4,122 4,342 220 5.3

営業利益 1,312 1,369 56 4.3

EC支援
売上高 1,624 1,636 12 0.8

営業利益 775 736 △39 △5.0

ハンドメイド
売上高 1,392 1,613 221 15.9

営業利益 △1,037 △680 356 ‐

　

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で財務諸表を作成しております

が、今後の事業展開や国内外の諸情勢を踏まえた上で、国際会計基準の適用について検討を進めていく方針であり

ます。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当事業年度
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,504,115 1,591,185

関係会社預け金 600,000 800,000

売掛金 1,424,124 1,745,308

貯蔵品 1,265 2,068

前渡金 45,028 25,083

前払費用 59,074 95,265

預け金 89,170 89,170

親会社株式 - 9,040

その他 21,937 14,423

貸倒引当金 △15,502 △13,186

流動資産合計 3,729,214 4,358,358

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 49,532 46,708

工具、器具及び備品（純額） 258,359 250,080

その他 1,112 1,006

有形固定資産合計 309,004 297,795

無形固定資産

ソフトウエア 175,471 216,430

ソフトウエア仮勘定 25,574 28,189

その他 624 624

無形固定資産合計 201,669 245,244

投資その他の資産

投資有価証券 363,035 366,200

関係会社株式 8,640 8,640

長期貸付金 15,800 15,800

敷金及び保証金 83,645 84,919

投資その他の資産合計 471,121 475,560

固定資産合計 981,795 1,018,600

資産合計 4,711,010 5,376,958
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当事業年度
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 129,587 121,595

未払金 1,172,208 1,627,462

未払費用 139,118 145,396

未払法人税等 39,820 30,210

未払消費税等 97,947 54,394

前受金 1,567,011 1,678,202

預り金 313,598 381,494

賞与引当金 - 41,094

役員賞与引当金 - 7,000

その他 15,323 13,118

流動負債合計 3,474,616 4,099,969

固定負債

資産除去債務 25,754 27,104

繰延税金負債 26,920 26,835

固定負債合計 52,675 53,940

負債合計 3,527,291 4,153,909

純資産の部

株主資本

資本金 159,677 159,677

資本剰余金

資本準備金 149,677 149,677

資本剰余金合計 149,677 149,677

利益剰余金

利益準備金 3,650 3,650

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,011,759 1,052,554

利益剰余金合計 1,015,409 1,056,204

自己株式 △254,976 △254,976

株主資本合計 1,069,787 1,110,583

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 49,723 50,393

評価・換算差額等合計 49,723 50,393

新株予約権 64,207 62,071

純資産合計 1,183,718 1,223,048

負債純資産合計 4,711,010 5,376,958
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 6,811,435 7,365,338

売上原価 2,952,114 2,929,270

売上総利益 3,859,320 4,436,067

販売費及び一般管理費 3,724,499 4,292,402

営業利益 134,821 143,665

営業外収益

受取利息 2,389 1,716

受取配当金 3,354 -

投資事業組合運用益 15,530 15,254

開発支援金 5,000 250

ポイント失効益 - 14,221

その他 7,898 3,417

営業外収益合計 34,172 34,860

営業外費用

為替差損 553 -

投資事業組合運用損 1,415 3,215

その他 2,658 2,487

営業外費用合計 4,626 5,702

経常利益 164,367 172,823

特別利益

関係会社株式売却益 50,000 -

特別利益合計 50,000 -

特別損失

減損損失 5,037 1,438

投資有価証券評価損 1,207 15,213

関係会社貸付金貸倒損失 73,000 -

特別損失合計 79,245 16,651

税引前当期純利益 135,121 156,171

法人税、住民税及び事業税 30,274 37,038

法人税等調整額 19,849 △686

法人税等合計 50,123 36,351

当期純利益 84,997 119,820
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 159,677 149,677 149,677 3,650 926,761 930,411 △254,976 984,789

当期変動額

剰余金の配当 －

当期純利益 84,997 84,997 84,997

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

－

当期変動額合計 － － － － 84,997 84,997 － 84,997

当期末残高 159,677 149,677 149,677 3,650 1,011,759 1,015,409 △254,976 1,069,787

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 63,882 63,882 30,846 1,079,518

当期変動額

剰余金の配当 －

当期純利益 84,997

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

△14,158 △14,158 33,361 19,202

当期変動額合計 △14,158 △14,158 33,361 104,200

当期末残高 49,723 49,723 64,207 1,183,718
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当事業年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 159,677 149,677 149,677 3,650 1,011,759 1,015,409 △254,976 1,069,787

当期変動額

剰余金の配当 △79,024 △79,024 △79,024

当期純利益 119,820 119,820 119,820

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

－

当期変動額合計 － － － － 40,795 40,795 － 40,795

当期末残高 159,677 149,677 149,677 3,650 1,052,554 1,056,204 △254,976 1,110,583

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 49,723 49,723 64,207 1,183,718

当期変動額

剰余金の配当 △79,024

当期純利益 119,820

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

670 670 △2,135 △1,465

当期変動額合計 670 670 △2,135 39,330

当期末残高 50,393 50,393 62,071 1,223,048
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当事業年度

(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 156,171

減価償却費 207,611

減損損失 1,438

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,748

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,094

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000

投資有価証券評価損益（△は益） 15,213

投資事業組合運用損益（△は益） △12,039

受取利息及び受取配当金 △1,716

売上債権の増減額（△は増加） △278,412

前渡金の増減額（△は増加） 19,945

その他の流動資産の増減額（△は増加） △37,064

営業未払金の増減額（△は減少） △14,915

未払金の増減額（△は減少） 422,516

前受金の増減額（△は減少） 147,138

預り金の増減額（△は減少） 56,208

その他の流動負債の増減額（△は減少） △38,537

その他 △3,214

小計 685,691

利息及び配当金の受取額 1,705

法人税等の支払額 △47,449

営業活動によるキャッシュ・フロー 639,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △116,549

無形固定資産の取得による支出 △120,020

投資有価証券の取得による支出 △25,000

投資事業組合からの分配による収入 10,892

敷金及び保証金の差入による支出 △1,268

敷金及び保証金の回収による収入 3,291

事業譲渡による支出 △45,571

その他 153

投資活動によるキャッシュ・フロー △294,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △79,097

財務活動によるキャッシュ・フロー △79,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 266,776

現金及び現金同等物の期首残高 2,104,115

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 20,293

現金及び現金同等物の期末残高 2,391,185
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（５）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。

(追加情報)

　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業

年度から適用しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、平成28年12月期は連結業績を開示しておりましたが、当事業年度より非連結での業績を開示しておりま

す。そのため、前事業年度のセグメント情報は記載しておりません。

１ 報告セグメントの概要

（1）報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

当社は、個人向けにインターネットサービスを提供しており、「ホスティング事業」「EC支援事業」「ハンドメ

イド事業」「コミュニティ事業」の４つを報告セグメントとしております。「ホスティング事業」では、主にサー

バーを提供するレンタルサーバーサービスやドメイン取得や活用に関わるドメイン取得サービスを提供しており、

「EC支援事業」では、主に電子商取引の運営を支援するオンランショップ構築サービス、オンラインショッピング

モールを提供しております。また、「ハンドメイド事業」では、ハンドメイドマーケットサービスを提供しており、

「コミュニティ事業」では、ブログなどインターネット上でのコミュニケーションを軸とするサービスを提供して

おります。

　

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した

方法であります。また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　当事業年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

財務諸表

計上額

（注）３
ホスティング

事業

EC支援

事業

ハンドメイド

事業

コミュニティ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 4,122,061 1,624,264 1,392,778 202,030 7,341,135 24,202 7,365,338 － 7,365,338

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － － － － － －

計 4,122,061 1,624,264 1,392,778 202,030 7,341,135 24,202 7,365,338 － 7,365,338

セグメント利益

又は損失（△）
1,312,802 775,946 △1,037,238 101,965 1,153,476 △2,372 1,151,103 △1,007,438 143,665

セグメント資産

（注）４
658,314 355,578 1,222,385 22,376 2,258,654 281 2,258,936 3,118,021 5,376,958

その他の項目

減価償却費（注）５ 132,295 45,562 1,240 1,641 180,739 － 180,739 26,872 207,611

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額（注）６
162,911 151,766 1,240 - 315,918 － 315,918 42,814 358,733

(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、PEPABO WiMAXサービスを含んでお
ります。

２．セグメント利益の調整額△1,007,438千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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。

３．セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．セグメント資産のうち、調整額に含めた報告セグメントに配分していない全社資産の金額は3,118,021千円で

あり、その主なものは、現金及び預金、関係会社預け金、投資有価証券、管理部門に係る資産等であります。
５．減価償却費の調整額26,872千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産の減価償却費であります。
６．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額42,814千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産の設備

投資であります。
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【関連情報】

　当事業年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

　 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高は、損益計算書の売上高の10％未満であるため記載を省略しています。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため該当事項はありません。

　

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客に対する売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してい

ます。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　当事業年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

　 （単位：千円）

ホスティング
事業

EC支援事業
ハンドメイド

事業

コミュニティ
事業

その他 全社・消去 合計

減損損失 1,438 － － － － － 1,438

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　当事業年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

　 該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　当事業年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日

　該当事項はありません。

(持分法損益等)

当社が有しているすべての関連会社は利益基準及び剰余金基準から見て重要性の乏しい関連会社であるため、記

載を省略しております。
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(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり純資産額 425円00銭 440円74銭

１株当たり当期純利益金額 32円27銭 45円49銭

(注)１．前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

　潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため、記載しておりません。

　 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益金額(千円) 84,997 119,820

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益金額(千円) 84,997 119,820

普通株式の期中平均株式数(株) 2,634,154 2,634,154

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

（新株予約権）
平成27年３月３日付与
ストック・オプション
潜在株式の数 73,800株

（新株予約権）
平成27年３月３日付与
ストック・オプション
潜在株式の数 65,400株

　 ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,183,718 1,223,048

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 64,207 62,071

（うち新株予約権(千円)) （64,207） （62,071）

普通株主に係る期末の純資産額(千円) 1,119,510 1,160,976

１株当たりの純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数(株)

2,634,154 2,634,154
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(重要な後発事象)

（当社における不正アクセスによる情報流出）

平成30年１月26日に公表いたしました「カラーミーショップにおける情報流出に関するご報告とお詫び」に

てお知らせいたしましたとおり、当社が運営するネットショップ運営サービス「カラーミーショップ」におい

て、第三者による不正アクセスが確認され、本サービスを利用してネットショップを運営いただいている一部

のショップオーナー様の情報の流出と、一部のショップオーナー様及び本サービスを利用しているネットショ

ップで購入された一部の方のクレジットカード情報の流出、またはその可能性があることが判明いたしまし

た。現在、当社は不正アクセス及び情報流出に関する調査を進めるとともに、外部の専門家アドバイザーを含

めた「再発防止委員会」を設置し、当社システム開発及び運用にかかわる課題に取り組んでおります。

これらに伴い、お客様からのお問い合わせ対応費用、不正アクセス及び情報流出に対する調査、情報セキュ

リティ対策、クレジットカードの再発行等の費用の発生が見込まれます。

なお、翌事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える正確な影響額については、

調査中であるため、現時点では未確定であります。
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４．その他

主要サービス別契約件数等

サービス別契約件数等は以下のとおりです。

事業部門
平成28年

第４四半期末
（件）

平成29年
第１四半期末

（件）

平成29年
第２四半期末

（件）

平成29年
第３四半期末

（件）

平成29年
第４四半期末

（件）

前年
同四半期末比

（％）

レンタルサーバー（注） 434,278 436,192 436,785 437,166 438,171 100.9%

ムームードメイン 1,194,557 1,213,619 1,216,233 1,226,931 1,230,317 103.0%

カラーミーショップ 45,056 45,177 45,147 45,184 45,244 100.4%

　（注）レンタルサーバーは「ロリポップ！」「ヘテムル」「プチ・ホームページサービス」の合算です。

「minne」における各種KPIは以下のとおりです。

平成28年
第４四半期末

平成29年
第１四半期末

平成29年
第２四半期末

平成29年
第３四半期末

平成29年
第４四半期末

前年
同四半期末比

（％）

流通額（千円）（注） 2,317,686 2,436,192 2,493,380 2,503,663 2,861,800 123.5%

作家数 307,406 331,618 357,161 379,132 399,375 129.9%

作品数 4,637,845 5,249,961 5,860,717 6,392,685 6,891,171 148.6%

アプリダウンロード数 6,790,658 7,194,924 7,771,879 8,240,670 8,639,113 127.2%

（注) 流通額は、当該四半期会計期間における数値です。
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