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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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 ％

31年3月期第1四半期 4,399 9.6 112 △2.1 63 △1.8 39 49.5

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

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　37百万円 （45.1％） 30年3月期第1四半期　　26百万円 （△83.3％）

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

31年3月期第1四半期 1.04 ―

30年3月期第1四半期 0.70 ―

(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 ％

31年3月期第1四半期 25,619 7,833 30.5

30年3月期 26,111 7,889 30.1

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 7,808百万円 30年3月期 7,863百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50

31年3月期 ―

31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31年3月期の連結業績予想（平成30年4月1日～平成31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) 9,500 17.0 310 2.0 210 △4.3 140 33.1 3.72

通期 20,400 19.8 1,200 60.9 1,000 74.1 650 86.0 17.28

（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） 31年3月期1Q 37,620,700 株 30年3月期 37,620,700 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 444 株 30年3月期 444 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 37,620,256 株 30年3月期1Q 37,620,256 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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.決算補足説明資料は平成30年7月27日に、当社ホームページに掲載致します。
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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、グループ間連携の強化などにより、販売力の向上

に努めてまいりました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,399,810千円(前年同期

比9.6％増）となりました。

　営業利益につきましては、売上高の増加やデータセンター最適化による賃借料の減少がありまし

たが、エンジニアの増員による人件費の増加及びサービス機材増加に伴う経費の増加など成長のた

めの先行的な人材・設備への投資により、112,383千円(前年同期比2.1％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、63,862千円(前年同期比1.8％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、データセンター最適化による減損損失を前

年同期に計上したことなどにより、39,107千円(前年同期比49.5％増）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、スポットで発

生した機材販売等により、ハウジングサービスの売上高は673,121千円(前年同期比10.7％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」のモデル改定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956,852千円(前年同期比1.2％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804,440千円(前年同期比3.9％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継続的な追加等により、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1,284,895千円(前年同期比20.1％

増）となりました。

⑤ その他サービス

ドメイン取得サービス等が好調に推移したこと、及び前第２四半期末に連結子会社としたビッ

トスター株式会社の売上貢献により、その他サービスの売上高は680,500千円(前年同期比10.3％

増）となりました。
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（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492,177千円減少し、

25,619,277千円(前連結会計年度末比1.9％減）となりました。主な要因は、債務支払や借入金返

済による現金及び預金の減少、減価償却による有形固定資産の減少によるものです。

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436,079千円減少し、

17,785,719千円(前連結会計年度末比2.4％減）となりました。主な要因は、返済による長期借入

金及び支払いによる買掛金等の減少によるものです。

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56,097千円減少し、

7,833,557千円(前連結会計年度末比0.7％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31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は、概ね当初予

想どおりに進むものと見込んでおり、平成30年４月26日付「平成30年３月期決算短信〔日本基準〕

（連結）」にて公表した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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,612,747 4,068,220

売掛金 1,571,503 1,494,163

商品及び製品 216,562 229,732

貯蔵品 537,716 519,289

その他 611,522 825,752

貸倒引当金 △36,509 △36,449

流動資産合計 7,513,542 7,100,709

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,286,021 7,230,354

リース資産（純額） 6,209,510 6,219,891

その他（純額） 2,416,569 2,378,862

有形固定資産合計 15,912,102 15,829,107

無形固定資産

その他 1,280,925 1,218,323

無形固定資産合計 1,280,925 1,218,323

投資その他の資産 1,404,885 1,471,137

固定資産合計 18,597,912 18,518,568

資産合計 26,111,454 25,619,277
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 521,358 353,607

短期借入金 263,000 346,000

1年内返済予定の長期借入金 848,271 806,738

未払法人税等 131,867 27,520

前受金 3,079,987 3,196,849

賞与引当金 238,202 132,170

その他 2,607,666 2,594,301

流動負債合計 7,690,353 7,457,186

固定負債

長期借入金 4,680,537 4,487,376

リース債務 5,506,251 5,522,797

その他 344,657 318,359

固定負債合計 10,531,446 10,328,532

負債合計 18,221,799 17,785,719

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 4,246,084 4,191,140

自己株式 △67 △67

株主資本合計 7,864,800 7,809,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △777 230

為替換算調整勘定 △185 △1,335

その他の包括利益累計額合計 △962 △1,104

非支配株主持分 25,817 24,804

純資産合計 7,889,655 7,833,557

負債純資産合計 26,111,454 25,619,277
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 4,014,901 4,399,810

売上原価 2,884,411 3,187,112

売上総利益 1,130,490 1,212,697

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 4,104 57

給料及び手当 267,842 304,735

賞与引当金繰入額 39,330 44,673

その他 704,477 750,848

販売費及び一般管理費合計 1,015,754 1,100,314

営業利益 114,735 112,383

営業外収益

受取利息 15 12

貸倒引当金戻入額 339 158

受取出向料 － 1,453

その他 1,259 1,712

営業外収益合計 1,614 3,336

営業外費用

支払利息 48,121 46,941

その他 3,161 4,915

営業外費用合計 51,283 51,857

経常利益 65,066 63,862

特別損失

固定資産除却損 521 469

減損損失 6,857 －

特別損失合計 7,379 469

税金等調整前四半期純利益 57,687 63,392

法人税、住民税及び事業税 14,695 10,810

法人税等調整額 16,831 14,487

法人税等合計 31,527 25,298

四半期純利益 26,159 38,094

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △1,012

親会社株主に帰属する四半期純利益 26,159 39,107
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純利益 26,159 38,094

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 1,008

為替換算調整勘定 5 △1,149

その他の包括利益合計 5 △141

四半期包括利益 26,165 37,952

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 26,165 38,965

非支配株主に係る四半期包括利益 － △1,012
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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30年４月１日 至 平成30年６月30日）

該当事項はありません。
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