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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9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 ％

2021年3月期第2四半期 10,695 3.5 601 47.5 516 58.3 326 84.5

2020年3月期第2四半期 10,329 14.6 407 43.7 326 56.3 177 63.5

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　331百万円 （68.3％） 2020年3月期第2四半期　　197百万円 （57.8％）

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

2021年3月期第2四半期 8.96 ―

2020年3月期第2四半期 4.86 ―

(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 ％

2021年3月期第2四半期 29,550 7,664 25.6

2020年3月期 28,787 7,424 25.5

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 7,572百万円 2020年3月期 7,336百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021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
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

通期 23,400 6.8 740 △21.2 580 △26.5 350 118.6 9.59

（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） 2021年3月期2Q 37,620,700 株 2020年3月期 37,620,700 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 1,140,644 株 2020年3月期 1,140,644 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 36,480,056 株 2020年3月期2Q 36,480,056 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.当社は、2020年10月27日に機関投資家及びアナリスト向け決算説明会をライブ配信で開催する予定です。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。



さくらインターネット株式会社(3778) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………３

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………３

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………４

（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 …………………………………………６

　 四半期連結損益計算書

　 第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………６

　 四半期連結包括利益計算書

　 第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………７

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８

　



さくらインターネット株式会社(3778) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 2 ―

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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依

然として厳しい状況にあり、今後の国内外の感染症の動向や景気変動についても引き続き注視が必

要な状況となっております。

　当社グループの属するインターネットインフラサービス市場においては、デジタルトランスフォ

ーメーションの取組みが進むとともに、複数のクラウドを利用するマルチクラウド化が浸透しつつ

あり、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、当社グループはインターネットインフラサービスを多様なラインナップで

提供し、カスタマーサクセスの実現に向けてサービス拡充や機能向上に努めてまいりました。その

結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は10,695,674千円(前年同期比3.5％増)となりました。

　営業利益につきましては、エンジニアの増員による人件費や、販売用及びサービス用機材増加に

伴う経費の増加等がありましたが、売上高の増加やリモートワーク前提の働き方に変更したことに

よる費用の減少、IoTモジュールの簿価切下げを前年同期に計上したこと等により、601,287千円

(前年同期比47.5％増)となりました。

　経常利益につきましては、営業利益の増加などにより、516,261千円(前年同期比58.3％増)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、東京支社の縮小等に伴う減損損失を計上い

たしましたが、経常利益の増加等により、326,941千円(前年同期比84.5％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、ハウジングサービス

の売上高は1,093,623千円(前年同期比8.1％減)となりました。

② 専用サーバサービス

前第１四半期連結累計期間に高火力コンピューティングサービス大口案件の初期費用を計上し

たこと等により、専用サーバサービスの売上高は2,335,643千円(前年同期比11.0％減)となりまし

た。

③ レンタルサーバサービス

「さくらのレンタルサーバ」の利用中契約件数が45万件を突破するなど、機能改善等を継続し

て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1,732,300千円(前年同

期比3.1％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継続的な新機能やドキュメントの追加等により、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3,163,587千円(前年

同期比11.3％増)となりました。

⑤ その他サービス

グループ会社等での機器販売売上の増加等により、その他サービスの売上高は2,370,519千円

(前年同期比19.1％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　当第２四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２四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763,539千円増加し、

29,550,765千円(前連結会計年度末比2.7％増）となりました。主な要因は、データセンター設備、

サービス機材の調達による有形固定資産等の増加によるものです。

② 負債

当第２四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522,889千円増加し、

21,885,806千円(前連結会計年度末比2.4％増）となりました。主な要因は、データセンター設備、

サービス機材に係るリース債務の増加等によるものです。

③ 純資産

当第２四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240,650千円増加し、

7,664,959千円(前連結会計年度末比3.2％増）となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する

四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間の業績は順調に推移し、親会社株主に帰属する四半期純利益が通期

見通しに対して高い進捗率となりましたが、第３四半期連結会計期間以降につきましては、ハウ

ジングサービスや専用サーバサービスにおいて足元で解約による売上減少が見込まれる一方、ク

ラウド系サービスへの需要シフトによる新規・既存顧客の利用増加など、今後の需要動向を慎重

に見極めているところです。そのため、現時点では、2020年４月27日付「2020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くことといたしました。

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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,572,321 4,154,540

売掛金 2,306,310 2,655,296

商品及び製品 4,885 6,608

貯蔵品 704,789 596,836

その他 1,029,055 1,000,245

貸倒引当金 △39,900 △33,603

流動資産合計 8,577,462 8,379,924

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,693,800 7,936,067

工具、器具及び備品（純額） 3,118,790 3,021,335

リース資産（純額） 6,105,336 6,760,680

その他（純額） 680,955 644,439

有形固定資産合計 17,598,884 18,362,523

無形固定資産

その他 554,517 490,251

無形固定資産合計 554,517 490,251

投資その他の資産

その他 2,062,806 2,324,390

貸倒引当金 △6,444 △6,324

投資その他の資産合計 2,056,362 2,318,066

固定資産合計 20,209,763 21,170,841

資産合計 28,787,225 29,550,765
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 690,592 419,651

短期借入金 1,268,000 2,035,000

1年内返済予定の長期借入金 1,902,990 1,386,190

未払法人税等 233,105 180,857

前受金 4,276,814 4,580,137

賞与引当金 295,910 312,619

その他 2,792,274 2,448,651

流動負債合計 11,459,687 11,363,106

固定負債

長期借入金 4,317,086 3,877,266

リース債務 5,361,625 6,030,842

資産除去債務 133,232 547,630

その他 91,286 66,961

固定負債合計 9,903,230 10,522,699

負債合計 21,362,917 21,885,806

純資産の部

株主資本

資本金 2,256,921 2,256,921

資本剰余金 1,366,388 1,366,388

利益剰余金 4,312,563 4,548,304

自己株式 △600,029 △600,029

株主資本合計 7,335,843 7,571,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3 △8

為替換算調整勘定 411 721

その他の包括利益累計額合計 408 713

非支配株主持分 88,056 92,660

純資産合計 7,424,308 7,664,959

負債純資産合計 28,787,225 29,550,765



さくらインターネット株式会社(3778) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 6 ―

（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 10,329,041 10,695,674

売上原価 7,525,208 7,892,800

売上総利益 2,803,832 2,802,874

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 3,640 396

給料及び手当 694,357 663,465

賞与引当金繰入額 109,440 106,509

その他 1,588,750 1,431,216

販売費及び一般管理費合計 2,396,188 2,201,587

営業利益 407,643 601,287

営業外収益

受取利息 55 20

持分法による投資利益 3,991 8,805

貸倒引当金戻入額 145 6,813

その他 23,622 21,345

営業外収益合計 27,815 36,984

営業外費用

支払利息 100,688 101,503

その他 8,670 20,506

営業外費用合計 109,358 122,010

経常利益 326,100 516,261

特別利益

固定資産売却益 － 9

違約金収入 － 32,495

特別利益合計 － 32,504

特別損失

固定資産売却損 2,527 789

固定資産除却損 13,335 985

減損損失 － 91,685

その他 － 1,354

特別損失合計 15,862 94,815

税金等調整前四半期純利益 310,238 453,950

法人税、住民税及び事業税 211,847 139,442

法人税等調整額 △99,413 △17,036

法人税等合計 112,434 122,405

四半期純利益 197,803 331,545

非支配株主に帰属する四半期純利益 20,577 4,604

親会社株主に帰属する四半期純利益 177,226 326,941
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 197,803 331,545

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7 △4

為替換算調整勘定 △577 310

その他の包括利益合計 △584 305

四半期包括利益 197,219 331,851

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 176,642 327,246

非支配株主に係る四半期包括利益 20,577 4,604
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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２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

該当事項はありません。

　


