
 

平成 18年 9月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
平成 18年 2月 9日 

上場会社名  株式会社ウェブクルー （コード番号：8767 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.webcrew.co.jp/ ）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長  青 山 浩 

 責任者役職・氏名 取締役経営企画部長 若 林 稔 

ＴＥＬ：（03）5561－6080 

 

 
 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 

 連 結： （新規）－社 （除外）－社  持分法： （新規）－社 （除外）－社 
④ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開
示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 18 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18年 9月期第 1四半期  662 △6.1  △36 ―  △19 ―  53 130.4 
17年 9月期第 1四半期  705 ―  44 ―  46 ―  23 ― 

(参考 ) 1 7 年 9 月期  2,861 8.4  △76 ―  △79 ―  △239 ― 
 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

18年 9月期第 1四半期 1,137.23 1,123.07 
17年 9月期第 1四半期 595.80 558.14 

(参考 ) 1 7 年 9 月期 △5,935.80   ―    ― 
 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加

や株価の上昇等で、緩やかに回復しつつあり、個人消費におきましても、増税や公的年金に先行き

の不安はあるものの、雇用・賃金情勢が持ち直し増加傾向で推移しました。このような中、当社グ

ループは、Ｗｅｂサイト上で商品・サービスの無料比較見積もりサービスを行うＥマーケットプレ

イス運営を積極的に行い、当社グループが運営するＷｅｂサイト利用者は累計で延べ 259 万 9 千人

に達しました。一方、当社を取り巻く収益環境は、競合する比較サイトの台頭や、インターネット

広告市場の過熱から広告掲載費用が高止まりするなど依然として厳しい状況にあります。この結果、

当第１四半期連結会計期間の売上高は前第１四半期連結会計期間比 6.1％減の 662 百万円となり、人

件費などの固定費負担の割合が大きくなるとともに、新株発行費を営業外費用に計上したため経常

損失は 19 百万円（前第１四半期連結会計期間経常利益 46 百万円）となりました。また、子会社株

式会社ＣＩＳの第三者割当増資実施に伴う持分変動益を特別利益に計上したため、当期純利益は前

第１四半期連結会計期間比 130.4％増の 53 百万円となりました。 
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各セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

（自動車保険サービス事業） 

主力サイトである自動車保険の一括見積もりサイト「保険スクエア bang！自動車保険」のサイト

利用者は前年同期間に比べ減少しました。この結果、当事業の売上高は 160 百万円となりました。 

（生命保険サービス事業） 

生命保険の一括パンフレット請求サイト「保険スクエア bang！生命保険」の利用者は前年同期間

に比べ減少しましたが、コンサルティング型の対面営業拠点の拡充、アウトバンド型コールセンタ

拠点の拡充などの積極的な事業展開が寄与し、保険契約の獲得は順調に推移しました。この結果、

当事業の売上高は 188 百万円となりました。 

（その他保険サービス事業） 

バイク保険、火災保険、海外旅行保険、ゴルフ保険等の情報提供サイト「保険スクエア bang！そ

の他保険」の運営を行い、当事業の売上高は 9百万円となりました。 

（その他サービス事業） 

主力の「引越比較.com」はトップシェアを維持し好調に推移したほか、前連結会計年度に立ち上

げた「結婚サービス比較.com」も順調に伸びております。また、当社グループサイト利用者向けの

データベース・マーケティングも本格的展開を図り収益に寄与してまいりました。この結果、当事

業の売上高は 303 百万円となりました。 

 

販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
事業の種類別 

セグメントの名称 

17年9月期第1四半期
（自 平成16年10月１日
至 平成16年12月31日）

18年9月期第1四半期
（自 平成17年10月１日
至 平成17年12月31日）

(参考)17年9月期 
（自 平成16年10月1日 
至 平成17年9月30日） 

                 百万円                 百万円                 百万円 

自動車保険サービス事業 319 160 986 
生命保険サービス事業 177 188 772 
その他保険サービス事業 6 9 32 
その他サービス事業 202 303 1,069 

合  計 705 662 2,861 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 
(2) 連結財政状態の変動状況        （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18年 9月期第 1四半期 7,377 6,896 93.5 120,260.12 
17年 9月期第 1四半期 3,773 3,353 88.9 83,287.34 

(参考 ) 1 7 年 9 月期 3,533 3,116 88.2 77,231.52 
 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況        （百万円未満切捨） 

 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 

18年 9月期第 1四半期 △120 △591 3,877 5,656 
17年 9月期第 1四半期 △180 △181 ― 2,870 

(参考 ) 1 7 年 9 月期 △269 △549 74 2,489 
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［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は 3,166 百万円の増加とな

り、期末残高は 5,656 百万円となっております。これは営業活動によるキャッシュ・フローの減少、

および、投資活動によるキャッシュ・フローの減少に対して、新株発行による収入が 3,715 百万円

と大幅に増加したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロ―） 

営業活動によるキャッシュ・フローは 120 百万円の減少となりました。減少の要因は当期間にお

ける前受金前年同期間ほど減少しなかったこと、および、持分変動益 106 百万円を新たに計上した

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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは 591 百万円の減少となりました。支出の内容は主に貸付金

により 500 百万円支出し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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは 3,877 百万円の増加となりました。これは主に新株発行に

より 3,715 百万円の収入があったことによるものであります。 
 
 
３．平成 18 年 9 月期の連結業績予想（平成 17 年 10 月 1 日 ～ 平成 18 年 9月 30 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 1,770 140 150 
通     期 4,200 670 550 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 9,591円 24銭 
 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

当社グループでは引き続き、新たな商品・サービスのＥマーケットプレイスを積極的に立ち上げ

てまいりますが、この部門では、広告費による集客に依存しない、自社Ｗｅｂサイト利用顧客の囲

い込みモデルの構築を図るとともにデータベースマーケティングへの展開により、事業収支を改善

していく方針であります。また、インターネットによる集客に加え、実際の商品・サービスを提供

していくリアル事業へも本格的に参入し、新たな収益基盤を構築していく方針であります。すでに

子会社株式会社ＣＩＳを通じて保険代理店事業への展開を図っており、同部門をより一層強化して

いくとともに、これ以外の分野についても、事業提携やＭ＆Ａを視野に入れながらスピーディに対

応してまいります。当社は昨年 12 月 21 日の定時株主総会で経営陣が刷新され、また、昨年 12 月 29

日に第三者割当増資による払込も完了いたしました。今後も積極的な事業展開により業績の向上に

努めてまいる所存であります。 

以上の結果、通期の連結業績見通しは平成 17 年 12 月 12 日に開示した業績予想と同じく、売上高

4,200 百万円、経常利益 670 百万円、当期純利益 550 百万円といたします。 

なお、当社は平成 18 年 2 月 9 日開催の取締役会で当社の 100％出資の子会社である引越比較ドッ

トコム株式会社およびアイランドコム株式会社を、平成 18 年 4月 1日付けで吸収合併（簡易合併）

することを決議いたしました。また、平成 17 年 12 月 12 日に開示した単体の業績予想は投資事業を

売上高に含めて開示いたしましたが、当社監査法人と協議し、投資事業による損益を営業外損益で

計上することといたしました。このため、単体の通期業績見通しは、売上高 1,420 百万円、経常利

益 110 百万円、当期純利益 40 百万円に修正いたします。 
 
※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおりま
す。実際の業績は、様々な要因により、上記予想値と異なる場合があります。 
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※ トランス・コスモス株式会社の当社持分について 

当社の親会社等でありますトランス・コスモス株式会社は、当社株式の処分(売却)を行って

おり、平成 18 年 1 月 25 日付けで当社の主要株主に該当しなくなりました。このため、当社の

親会社等にも該当しなくなっております。 

なお、同社の平成 18 年 2 月 2日付け大量保有報告書によると、同社は平成 18 年 1 月 30 日時

点で当社株式を 2,011 株保有しており、株券等の保有割合は 3.50％となっております。 

（注）平成 18 年 1 月 31 日現在の当社発行済株式数は新株引受権および新株予約権の行使によ

り、57,434 株となっております。 
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４ 四半期連結財務諸表 

(1)四半期連結貸借対照表 

 

  
前第1四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分  金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   2,808,950 5,594,491  2,427,981

２ 売掛金   226,244 216,816  230,449

３ 有価証券   61,758 199,585  61,764

４ 短期貸付金   ― 500,000  ―

５ その他   137,024 257,815  79,190

６ 貸倒引当金   ― △3,235  △5,600

流動資産合計   3,233,978 85.7 6,765,474 91.7  2,793,785 79.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1)建物  38,525 48,778 48,865 

(2)器具及び備品  50,168 88,693 2.4 51,357 100,136 1.4 54,720 103,585 2.9

２ 無形固定資産    

(1)ソフトウェア  21,210 49,378 53,076 

(2)その他  2,701 23,911 0.6 13,535 62,913 0.8 14,266 67,343 1.9

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  279,823 263,338 379,702 

(2)敷金保証金  143,790 155,745 159,613 

(3)その他  3,611 31,244 31,396 

   貸倒引当金  ― 427,225 11.3 △1,594 448,734 6.1 △1,746 568,965 16.1

固定資産合計   539,831 14.3 611,783 8.3  739,894 20.9

資産合計   3,773,809 100.0 7,377,258 100.0  3,533,679 100.0

    

    

 

－  － 
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前第1四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分  金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 未払金   350,751 262,627  298,623

２ 未払法人税等   27,406 18,551  9,608

３ 前受金   4,037 24,843  35,736

４ その他   33,780 93,952  31,917

流動負債合計   415,975 11.0 399,975 5.4  375,885 10.6

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   3,852 3,795  3,490

２ 役員退職慰労引当金  ― 1,340  ―

３ 繰延税金負債   ― 477  7,388

固定負債合計   3,852 0.1 5,612 0.1  10,878 0.3

負債合計   419,828 11.1 405,588 5.5  386,764 10.9

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   ― ― 75,473 1.0  30,777 0.9

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,182,450 57.8 4,135,815 56.1  2,187,950 61.9

Ⅱ 資本剰余金   1,530,600 40.6 3,320,964 45.0  1,534,599 43.4

Ⅲ 利益剰余金   △358,302 △9.5 △568,199 △7.7  △621,623 △17.5

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  △766 △0.0 6,913 0.1  10,858 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定   ― ― 702 0.0  4,352 0.1

資本合計   3,353,981 88.9 6,896,196 93.5  3,116,137 88.2

負債、少数株主持
分及び資本合計 

  3,773,809 100.0 7,377,258 100.0  3,533,679 100.0
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（2）四半期連結損益計算書 

  
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日）

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分  金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   705,572 100.0 662,175 100.0  2,861,149 100.0

Ⅱ 売上原価   52,474 7.4 46,755 7.1  249,219 8.7

売上総利益   653,098 92.6 615,419 92.9  2,611,929 91.3

 Ⅲ 販売費及び一般管理費  608,206 86.2 652,293 98.5  2,688,042 94.0

営業利益 
又は営業損失（△） 

 44,891 6.4 △36,873 △5.6  △76,112 △2.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息及び受取配当金 2 2,445 3,939 

２ 有価証券運用益 ― 35,094 ― 

３ その他  3,260 3,262 0.5 16 37,556 5.7 486 4,425 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  28 ― 28 

２ 創立費  ― ― 2,864 

３  新株発行費  ― 18,440 ― 

４ 事業組合運用損失 ― ― 2,141 

５ その他  1,267 1,296 0.2 1,739 20,180 3.0 2,863 7,898 0.3

経常利益 
又は経常損失（△） 

  46,858 6.7 △19,496 △2.9  △79,585 △2.8

 Ⅵ 特別利益    

１ 持分変動益  ― 106,545 30,536 

２ 投資有価証券売却益 ― 15,565 ― 

３ 貸倒引当金戻入額 ― ― ― 2,516 124,627 18.8 ― 30,536 1.1

 Ⅶ 特別損失    

  １ 役員退職慰労金  ― 43,687 ― 

  ２ 過年度役員退職慰労引当
    金繰入額 

― 1,285 ― 

  ３ 固定資産除却損  ― ― 6,108 

  ４ 連結調整勘定一括償却 ― ― 42,742 

  ５ 持分法による投資損失 ― ― ― ― 44,973 6.8 130,762 179,613 6.3

税金等調整前第1四半期純利益
又は当期純損失（△) 

 46,858 6.7 60,157 9.1  △228,662 △8.0

法人税、住民税及び 
事業税 

22,865 16,817 3,678 

過年度法人税、住民税 
及び事業税 

― ― 22,503 

法人税等調整額  ― 22,865 3.3 ― 16,817 2.5 ― 26,181 0.9

少数株主損失   ― ― 10,084 1.5  15,516 0.5

  第1四半期純利益 
又は当期純損失（△) 

 23,992 3.4 53,424 8.1  △239,328 △8.4

－  － 
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（3）四半期連結剰余金計算書 

  

前第1四半期連結会計期間

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日）

当第1四半期連結会計期間

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日）

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日）

区分  金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,530,600 1,534,599  1,530,600

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 増資による新株発行  ― ― 1,786,365 1,786,365 3,999 3,999

Ⅲ 資本剰余金第1四半期期末

（期末）残高 
 1,530,600 3,320,964  1,534,599

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △382,295 △621,623  △382,295

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 第1四半期純利益  23,992 23,992 53,424 53,424 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 当期純損失  ― ― ― ― 239,328 239,328

Ⅳ 利益剰余金第1四半期期末

（期末）残高 
 △358,302 △568,199  △621,623

 

－  － 
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（4）第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第1四半期連結会計期間

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日）

当第1四半期連結会計期間

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日）

区分  金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 

      キャッシュ・フロー 
    

１ 税金等調整前第1四半期純利益 

又は税金等調整前当期純損失(△) 
46,858 60,157 △228,662 

２ 減価償却費 7,774 9,498 45,381 

３ 連結調整勘定償却 ― 620 44,305 

４ 有価証券運用益 ― △35,094 ― 

５ 投資有価証券売却益 ― △15,565 ― 

６ 固定資産除却損 ― ― 6,108 

７ 持分法投資損失 ― 347 130,762 

８ 持分変動益 ― △106,545 △30,536 

９ 貸倒引当金の増加額（△減少額） ― △2,516 7,346 

１０退職給付引当金の増加額 

（△減少額） 
182 304 △179 

１１受取利息及び受取配当金 △2 △2,445 △3,939 

１２支払利息 28 ― 28 

１３売掛金の減少額（△増加額） △9,163 13,632 △11,661 

１４未払金の減少額 △25,957 △44,357 △82,171 

１５前受金の減少額 △188,538 △10,893 △156,839 

１６その他 11,435 19,777 68,107 

小計  △157,382 △113,080 △211,948 

１７利息及び配当金の受取額 2 2,445 3,939 

１８利息の支払額  △28 ― △28 

１９法人税等の支払額  △23,419 △9,840 △61,599 

営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △180,828 △120,475 △269,637 

－  － 
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前第1四半期連結会計期間

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日）

当第1四半期連結会計期間

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日）

区分  金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
   

１ 有形固定資産の取得に

よる支出 
 △2,257 △2,239 △45,783 

２ 無形固定資産の取得に

よる支出 
 △8,395 ― △55,196 

３ 売買運用目的有価証券

の運用収支 
 ― △134,506 ― 

４ 投資有価証券の売却に

よる収入 
 ― 115,467 ― 

５ 投資有価証券の取得に

よる支出 
 △170,567 ― △382,067 

６ 貸付金の支出  ― △500,000 ― 

７ 連結範囲の変更を伴う

子会社株式取得による

支出 

 ― ― △42,213 

８ 出資金の拠出による支

出 
 ― ― △26,000 

９ その他 ― △70,458 1,304 

  投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△181,219 △591,736 △549,957 

 Ⅲ 財務活動による 

 キャッシュ・フロー 
   

 １ 新株発行による収入  ― 3,715,789 9,500 

 ２ 少数株主からの払込  

   による収入 
 ― 161,325 65,000 

  財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 ― 3,877,114 74,500 

Ⅳ 現金及び現金同等物の換

算差額 
 ― 1,608 2,082 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増

加額（△減少額） 
 △362,048 3,166,511 △743,011 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期

首残高 
 3,232,757 2,489,745 3,232,757 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第1

四半期期末(期末)残高 
 2,870,709 5,656,256 2,489,745 

 

－  － 
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 （5）注記事項等 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ５社 (1)連結子会社の数 １０社 (1)連結子会社の数  １０社 

 (2)連結子会社の名称 

株式会社インシュアランススクエア・バン

株式会社エフピーシー 

株式会社カスタマーズインシュアランス

サービス 

引越比較ドットコム株式会社 

有限会社ライジングジャパン 

有限会社ライジングジャパンの

株式を新規に取得しておりま

す。 

なお、非連結子会社はありませ

ん。 

(2)連結子会社の名称 

株式会社インシュアランススクエア・バン

株式会社エフピーシー 

株式会社ＣＩＳ 

引越比較ドットコム株式会社 

株式会社ウェブクルーリアルエステイト 

株式会社ウェブクルーインベストメント 

株式会社ウェブクルーエージェンシー 

Webcrew Information Technology 

(Shanghai)Inc. 

株式会社グランドエイジング 

アイランドコム株式会社 

中国投資ドットジェイピー株式

会社は当第1四半期連結会計期

間において社名を株式会社ウェ

ブクルーエージェンシーに変更

しております。 

なお、非連結子会社はありませ

ん。 

(2)連結子会社の名称 

株式会社インシュアランススクエア・バン

株式会社エフピーシー 

株式会社ＣＩＳ 

引越比較ドットコム株式会社 

株式会社ウェブクルーリアルエステイト 

株式会社ウェブクルーインベストメント 

中国投資ドットジェイピー株式会社 

Webcrew Information Technology 

(Shanghai)Inc. 

株式会社グランドエイジング 

アイランドコム株式会社 

株式会社カスタマーズインシュ

アランスサービスは当連結会計

年度において社名を株式会社Ｃ

ＩＳに変更しております。 

株式会社ウェブクルーリアルエ

ステイト（有限会社ライジング

ジャパンから社名 .組織変

更）、株式会社グランドエイジ

ング（有限会社インフォスコー

プから社名.組織変更）及びア

イランドコム株式会社の株式を

新規に取得しており、当連結会

計年度から連結対象となってお

ります。 

株式会社ウェブクルーインベス

トメント、中国投資ドットジェ

イピー株式会社及びWebcrew 

Information Technology 

(Shanghai)Inc.を新規設立した

ため、当連結会計年度から連結

対象となっております。なお、

非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用会社の数 １社 

(2)持分法適用会社の名称 

BETTER HOUSE HOLDING LIMITED

 

BETTER HOUSE HOLDING LIMITED 

の株式を新規に取得しており、

当第1四半期連結会計期間から持

分法適用となっております。 

 

(1)持分法適用会社の数 ２社 

(2)持分法適用会社の名称 

BETTER HOUSE HOLDING LIMITED

株式会社エアロスペースナガノ

 

 

 

 

 

 

 (1)持分法適用会社の数 ２社

(2)持分法適用会社の名称 

BETTER HOUSE HOLDING LIMITED

株式会社エアロスペースナガノ

 

BETTER HOUSE HOLDING LIMITED 

及び株式会社エアロスペースナガ

ノの株式を新規に取得しており、

当連結会計年度から持分法適用と

なっております。 

 

 

－  － 
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項目 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

３．連結子会社の四半期決算

日等に関する事項 

有限会社ライジングジャパンの

第1四半期会計期間の末日は、

11月30日であります。決算日現

在で四半期決算に準じた仮決算

を行った財務諸表を基礎として

おります。 

 

連結子会社において決算日が異

なる会社は次のとおりであり、

当第1四半期決算日現在で四半

期決算に準じた仮決算を行った

財務諸表を基礎としておりま

す。 

会     社     名 決 算 日

Webcrew Information 12月31日

Technology(Shanghai)Inc. 

連結子会社において決算日が異

なる会社は次のとおりであり、

当連結会計年度末日現在で決算

に準じた仮決算を行った財務諸

表を基礎としております。 

会     社     名 決 算 日

株式会社ｳｪﾌﾞｸﾙｰﾘｱﾙ  8月31日

ｴｽﾃｲﾄ 

株式会社グランド   2月28日

エイジング 

Webcrew Information 12月31日

Technology(Shanghai)Inc. 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 有価証券 有価証券 有価証券 

 売買目的有価証券 

― 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期連結決算日の市場

価格等に基づく時価法 

（評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

売買目的有価証券 

 時価法（売却原価は移動

平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

    同左 

  なお、投資事業有限責

任組合及びこれに類する

組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の）については、組合契

約に規定される決算報告

書に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。 

売買目的有価証券 

― 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

同左 

      なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告書に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

 (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産  

定率法によっております。

なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっております。 

 

同左 同左 

－  － 
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項目 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 定額法によっております。

耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっ

ております。 

 

同左 同左 

 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金  ①貸倒引当金  ①貸倒引当金 

 ― 

 

 

 

 

 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 

  ②退職給付引当金  ②退職給付引当金  ②退職給付引当金 

 

 

 

 

 

 

 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務（退職給付

にかかわる当連結会計年度末

自己都合要支給額）の見込額

に基づき、当第1四半期連結

会計期間末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。 

   同左 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務（退職給付

にかかわる当連結会計年度末

自己都合要支給額）の見込額

に基づいて計上しておりま

す。 

  ③役員退職慰労引当金 ③役員退職慰労引当金 ③役員退職慰労引当金 

 ― 役員の退職慰労金支給に備え

るため、期末における要支給額

の見込額に基づいて、当第1四半

期会計期間末において発生して

いると認められる額を計上して

おります。 

― 

 (4)繰延資産の処理方法 (4)繰延資産の処理方法 (4)繰延資産の処理方法 

 ― 新株発行費は支出時に一 

括費用処理しております。 

創立費は支出時に一括 

費用処理しております。      

 (5)重要なリース取引の処理方法 (5)重要なリース取引の処理方法 (5)重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 

         同左          同左 

 

－  － 
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項目 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 (6）その他四半期連結財務諸表

作成のための重要な事項 

(6）その他四半期連結財務諸表

作成のための重要な事項 

(6）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。 

 

       同左 同左 

５ 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっ

ております。 

同左 同左 

 

－  － 
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会計方針の変更 

前第1四半期連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

― 

役員退職慰労金については、従来支

出時の費用として処理しておりました

が、当第1四半期連結会計期間におけ

る当社の役員異動を契機として、会計

方針を見直した結果、役員の在任期間

における費用を合理的に配分すること

で期間損益の適正化及び財政状態の健

全化を図るため、当第1四半期連結会

計期間から内部規程に基づく期末要支

給額を引当計上する方法に変更いたし

ました。 

この変更に伴い、当第1四半期連結

会計期間の発生額54千円を販売費及び

一般管理費に、過年度相当額1,285千

円を特別損失に一括計上しておりま

す。この結果、従来の方法によった場

合と比較して、営業損失、経常損失は

それぞれ54千円増加し、税金等調整前

第1四半期純利益は1,340千円減少して

おります。 

 

― 

 

 

追加情報 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 

 至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 

 至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日） 

― ― 

（法人事業税における外形標準課税部分

の連結損益計算書上の表示方法） 

実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成16年2月13

日）が公表されたことに伴い、当連結

会計年度から、同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本

割13,432千円を販売費及び一般管理費

として処理しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第1四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

   有形固定資産の減価償却累計額は

93,154千円であります。 

 

― 

   

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

   有形固定資産の減価償却累計額は 

108,092千円であります。 

 

投資有価証券に含まれている関連会

社株式は27,137千円であります。 

 

担保提供資産 

  流動資産その他 

（担保差入有価証券）   24,900千円

流動資産その他  

（担保差入金）         45,963千円

流動資産その他 

（預け金）        68,793千円

上記に対応する債務   

流動負債その他 

（信用取引未払金）    21,532千円

流動負債その他 

（借入有価証券）      44,820千円

 

取引保証金の代用に差し入れている資産 

有価証券       144,500千円

   有形固定資産の減価償却累計額は 

102,284千円であります。 

 

投資有価証券に含まれている関連

会社株式は26,531千円でありま

す。 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目は次のとおりであります。 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目は次のとおりであります。 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目は次のとおりであります。 
 

給料手当 63,831千円

派遣報酬 14,335千円

広告宣伝費 375,996千円

退職給付費用 182千円
  

 
給料手当 91,806千円

広告宣伝費 309,432千円

退職給付費用 7千円

役員退職慰労引当

金繰入額 

54千円

連結調整勘定償却 620千円
  

 
役員報酬 301,576千円

派遣報酬 38,941千円

広告宣伝費 1,618,848千円

退職給付費用 1,313千円

連結調整勘定償却 1,563千円
  

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

現金及び現金同等物の四半期期末残高

と四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の四半期期末残高

と四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 
 
現金及び預金 2,808,950千円

有価証券 61,758千円

現金及び現金同等物 2,870,709千円
  

 
現金及び預金 5,594,491千円

有価証券 61,765千円

現金及び現金同等物 5,656,256千円
  

 
現金及び預金 2,427,981千円

有価証券 61,764千円

現金及び現金同等物 2,489,745千円
  

  

－  － 
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（リース取引関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期期末残

高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期期末残

高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 
 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額 
(千円)

四半期
期末残
高相当
額 
(千円) 

車両運搬具 11,015 1,943 9,071 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額 
(千円)

期末残
高相当
額 
(千円)

車両運搬具 11,015 4,274 6,740

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額 
(千円)

期末残
高相当
額 
(千円)

車両運搬具 11,015 3,691 7,323

  
②未経過リース料四半期期末残高相当

額 

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 3,121千円

１年超 7,661千円

合計 10,782千円
  

 
１年内 2,537千円

１年超 4,434千円

合計 6,972千円
  

 
１年内 2,474千円

１年超 5,092千円

合計 7,567千円
  

③支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

③支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

③支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 
 

支払リース料 780千円

減価償却費相当額 582千円

支払利息相当額 241千円
  

 
支払リース料 780千円

減価償却費相当額 582千円

支払利息相当額 184千円
  

 
支払リース料 3,121千円

減価償却費相当額 2,331千円

支払利息相当額 881千円
  

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

同左 同左 

利息相当額の算定方法   利息相当額の算定方法   利息相当額の算定方法 

・リース料総額とリース物件の取得

価額相当額の差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引（借

主側） 

２．オペレーティング・リース取引（借

主側） 

２．オペレーティング・リース取引（借

主側） 

                ― 1年以内    722千円 

1年超     ―千円 

合計     722千円 

1年以内    866千円 

1年超     72千円 

合計     938千円 
      
 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前第1四半期連結会計期間 
（平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

 
取得原価 
（千円） 

四半期連結
貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

四半期連結
貸借対照表
計上額 
（千円）

差額 
（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

(1)株式 370 1,340 970 370 1,550 1,180 370 1,650 1,280

(2)債券     

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3）その他 99,902 98,165 △1,736 ― ― ― 99,902 116,869 16,967

合計 100,272 99,505 △766 370 1,550 1,180 100,272 118,519 18,247

 

２．時価評価されていない有価証券 

前第1四半期連結会計期間

（平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間

（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 

 

四半期連結貸借対照表 

計上額（千円） 

四半期連結貸借対照表 

計上額（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

(1)その他有価証券    

非上場株式（店頭売買株式を除く） 180,317 136,792 136,792 

投資事業有限責任組合 ― 97,858 97,858 

マネーマネージメントファンド 31,578 31,582 31,581 

中期国債ファンド 30,180 30,183 30,183 

合計 242,076 296,416 296,415 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前第1四半期連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成16年12月31日）、当第1四半期連結会計期間（自平

成17年10月１日 至平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません 

 

－  － 
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（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

前第1四半期連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成16年12月31日） 

 

自動車保険

サービス事業 

（千円） 

生命保険

サービス事業

（千円） 

その他保険

サービス事業

（千円） 

その他 

サービス事業

（千円） 

計 

 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

 

（千円） 

売上高    

(1)外部顧客に対する売上

高 
319,041 177,789 6,368 202,372 705,572 ― 705,572

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 319,041 177,789 6,368 202,372 705,572 ― 705,572

営業費用 258,069 199,843 1,244 201,522 660,680 ― 660,680

営業利益又は営業損失（△） 60,972 △22,054 5,124 850 44,891 ― 44,891

 

当第1四半期連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成17年12月31日） 

 

自動車保険

サービス事業 

（千円） 

生命保険

サービス事業

（千円） 

その他保険

サービス事業

（千円） 

その他 

サービス事業

（千円） 

計 

 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

 

（千円） 

売上高    

(1)外部顧客に対する売上

高 
160,135 188,730 9,608 303,701 662,175 ― 662,175

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 160,135 188,730 9,608 303,701 662,175 ― 662,175

営業費用 170,115 224,429 1,812 302,691 699,048 ― 699,048

営業利益又は営業損失（△） △9,980 △35,698 7,795 1,010 △36,873 ― △36,873

 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 

自動車保険

サービス事業 

（千円） 

生命保険

サービス事業

（千円） 

その他保険

サービス事業

（千円） 

その他 

サービス事業

（千円） 

計 

 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

 

（千円） 

売上高    

(1)外部顧客に対する売上

高 
986,740 772,364 32,921 1,069,123 2,861,149 ― 2,861,149

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ―

計 986,740 772,364 32,921 1,069,123 2,861,149 ― 2,861,149

営業費用 1,026,287 776,899 16,908 1,117,165 2,937,261 ― 2,937,261

営業利益又は営業損失（△） △39,547 △4,535 16,013 △48,042 △76,112 ― △76,112

－  － 
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 （注）１．事業区分の方法 

 サービス系列を基礎に事業区分を行っております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

自動車保険サービス事業：自動車保険に関する損害保険会社への顧客情報提供料、代理店業務及びシス

テム・メンテナンス 

生命保険サービス事業 ：生命保険に関する生命保険会社への顧客情報提供料、代理店業務及びシステ

ム・メンテナンス 

その他保険サービス事業：バイク保険・海外旅行保険及びゴルフ保険に関する損害保険会社への代理店

業務及びシステム・メンテナンス 

その他サービス事業  ：自社広告販売料、システム関連収入、中古車買取サービス及び引越見積もり 

            サービス等の関連収入 

 

 所在地別セグメント情報 

 前第1四半期連結会計期間及び前連結会計年度 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

      当第1四半期連結会計期間 

       全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の 

記載を省略しております。 

 

 海外売上高 

 前第1四半期連結会計期間及び前連結会計年度 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

 当第1四半期連結会計期間 

       海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前第1四半期連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年9月30日） 

  
１株当たり純資産額 83,287円34銭

１株当たり第1四半期純
利益 

595円80銭

潜在株式調整後１株当 
たり第1四半期純利益 

558円14銭

  

  
１株当たり純資産額 120,260円12銭

１株当たり第1四半期純
利益 

1,137円23銭

潜在株式調整後１株当
たり第1四半期純利益

1,123円07銭

  

  
１株当たり純資産額 77,231円52銭

１株当たり当期純損失 5,935円80銭

     

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり純損失であ

るため記載しておりません。 

 

 （注）１株当たり四半期(当期)純利益(△損失)及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 

前第1四半期連結会計期間

(自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日)

当第1四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日)

四半期連結損益計算書上の第1四半期（当

期）純利益（△損失） （千円） 
23,992 53,424 △239,328 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第1四半期（当期）純利益

（△損失）（千円） 
23,992 53,424 △239,328 

普通株式の期中平均株式数（株） 40,270 46,977 40,320 

潜在株式調整後１株当たり第1四半期（当

期）純利益の算定に用いられた普通株式増

加数の主要な内訳（株） 

新株引受権 

新株予約権 

 

 

 

2,361 

356 

 

 

 

568 

24 

 

 

 

― 

― 

普通株式増加数(株) 2,717 592 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第1四半期（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

       ― ― 

（新株予約権等） 

株主総会の特別決議日 

平成12年2月4日（1,410株）

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（540株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（120株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年7月31日（270株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年7月31日（90株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年3月15日（465株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年9月17日（132株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年9月17日（360株） 

 

  

－  － 
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（重要な後発事象） 

前第1四半期連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 

平成16年12月29日の当社取締役会におい

て当社グループの更なる業容の発展と事

業基盤の確立を目的として、子会社２社

の設立を決議し、平成17年1月17日に設

立いたしました。各子会社の概要は以下

のとおりです。 

｢株式会社ウェブクルーインベストメント｣ 

・事 業 内 容 ベンチャーキャピタル

事業及び再生ファンド

事業 

・資 本 金 300,000千円 

（資本準備金300,000千円） 

・代表取締役 畔柳一郎（当社副社長）

・出 資 比 率 当社100％ 

 

「中国投資ドットジェイピー株式会社」 

・事 業 内 容 中国投資に関する情報

提供サイト「中国投

資.jp」の運営 

・資 本 金 30,000千円 

・代表取締役 畔柳一郎（当社副社長）

・出 資 比 率 当社100％ 

 

(1) ストックオプションの発行 

当社は、平成18年1月24日開催の取締役

会において、商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新株予約権の発行

について、下記のとおり、平成18年3月

24日開催予定の臨時株主総会に付議する

ことを決議いたしました。 

①特に有利な条件をもって新株予約権 

を発行する理由 

当社及び当社子会社・関連会社の取締

役、監査役及び従業員に対し、当社の

業績向上に対する意欲や士気を高める

ことを目的としてストックオプション

として新株予約権を無償で発行する。

②新株予約権の対象者 

当社及び当社子会社・関連会社の取締

役、監査役及び従業員 

③新株予約権の目的たる株式の種類及 

び数 

当社普通株式2,800株を上限とする。 

④発行する新株予約権の総数 

2,800個を上限とする。 

⑤新株予約権の発行価額 

無償とする。 

⑥新株予約権の行使に際して払込をす 

べき金額 

新株予約権1株当たりの払込金額は、

新株予約権を発行する日の属する月の

前月の各日（取引が成立していない日

を除く）における東京証券取引所にお

ける当社株式普通株式の終値の平均値

に1.05を乗じた金額（1円未満の端数

は切り上げ）とする。 

⑦新株予約権の権利行使期間  

平成20年3月25日から平成28年3月24日

まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 第三者割当増資 

当社は、平成17年11月16日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしましたが、平成17年

11月18日に、株主より当該新株発行の差

止めを求める仮処分の申立書が東京地方

裁判所に提出され、これに対し12月５日

に当該申請を認める旨の決定がなされま

した。当社は上記決定を受け、平成17年

11月16日の取締役会で決議いたしました

第三者割当増資を中止し、下記(2）に示

す決議を実施しております。 

①発行新株式数  普通株式23,000株 

②発行価額    1株につき180,000円

③発行価額の総額 4,140,000千円 

④資本組入額   1株につき90,000円 

⑤資本組入額の総額2,070,000千円 

⑥払込期日    平成17年12月6日 

⑦配当起算日   平成17年10月1日 

⑧資金の使途   運転資金、新規事業

         投資資金 

⑨割当先     煌１号投資事業組合

         21,750株及び青山浩

         1,250株 

 

(2）第三者割当増資 

 当社は、平成17年12月12日開催の取締

役会において、第三者割当増資に関して

下記の通り決議いたしました。 

①発行新株式数  普通株式14,530株 

②発行価額    1株につき241,000円

③発行価額の総額 3,501,730千円 

④資本組入額   1株につき120,500円

⑤資本組入額の総額1,750,865千円 

⑥払込期日    平成17年12月29日 

⑦配当起算日   平成17年10月1日 

⑧資金の使途   運転資金、新規事業

         投資資金 

⑨割当先     煌１号投資事業組合

         13,600株及び青山浩

         930株 

 

 

 

－  － 
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前第1四半期連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 (2) 資本準備金の減少 

①資本準備金減少の目的 

 商法第289条第2項の規定に基づき、資

本準備金の取崩しを行い、その他資本剰

余金へ振り替え、自己株式の取得や配当

可能利益の確保・充実など、今後の機動

的かつ効率的な経営を推進し柔軟な資本

政策に備えるため。 

②減少する資本準備金 

 平成17年9月30日現在の当社の資本 

準備金1,534百万円のうち、987百万円を

取り崩します。 

③減額の方法 

 資本準備金の取崩額987百万円は、当

期未処理損失の補填及びその他資本剰余

金に振り替える予定であります。 

④日程 

 臨時株主総会決議日 

平成18年3月24日（予定） 

 資本準備金取崩しの効力発生日 

     平成18年4月26日（予定） 

 

(3)子会社の吸収合併 

平成18年2月9日開催の当社取締役会にお

いて、平成18年4月1日を合併期日とし

て、下記のとおり当社の100％子会社で

ある引越比較ドットコム株式会社及びア

イランドコム株式会社を、簡易合併の手

続きにより吸収合併することを決議いた

しました。 

①合併の目的 

3社を合併することで、Ｅマーケット

プレイス運営を株式会社ウェブク

ルーに集約させ、業務効率の向上を

図るものであります。 

②合併の要旨 

(ｲ)合併の日程 

 合併契約書承認取締役会平成18年2月9日

 合併契約書調印    平成18年2月9日

 合併契約書承認株主総会 

株式会社ウェブクルー 

商法413条ﾉ3第1項により開催いた

しません。 

 

 

(3) 連結子会社の第三者割当増資 

 当社の連結子会社である株式会社CIS

は、平成17年10月21日開催の取締役会に

おいて、第三者割当増資に関して下記の

とおり決議し、払込みを受けておりま

す。 

①発行新株式数 普通株式600株 

②発行価額 1株につき250,000円 

③発行価額の総額 150,000千円 

④払込期日  平成17年10月28日 

 この結果、当社の持株比率の低下

（79.1％から74.2％）に伴って発生する

持分変動益（106,602千円）は、第7期連

結会計年度（平成17年10月1日から平成

18年9月30日）の特別利益に計上する予

定であります。 

 

 

－  － 
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前第1四半期連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 引越比較ドットコム株式会社 

            平成18年2月24日

アイランドコム株式会社 

            平成18年2月24日

 合併期日       平成18年4月 1日

 合併登記       平成18年4月 3日

(ﾛ)合併の方式 

株式会社ウェブクルーを存続会社と

する吸収合併方式で、引越比較ドッ

トコム株式会社及びアイランドコム

株式会社は解散いたします。 

(ﾊ)合併比率 

株式会社ウェブクルーは、引越比較

ドットコム株式会社及びアイランド

コム株式会社の全株式を所有してい

ますので、合併による新株式の発行

及び資本金の増加は行いません。 

(ﾆ)合併交付金 

合併交付金の支払いはありません。 

 

(4)投資事業組合への投資 

当社は、平成18年1月20日にS KIWAMI3号

投資事業組合（業務執行組合員㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ

ｷﾞｬﾗﾘｰ）のファンド200口（6億円）を取

得いたしました。これにより当社の同

ファンド持分比率は49.8％となっており

ます。S KIWAMI3号投資事業組合は

KIWAMI2号投資事業組合（業務執行組合

員㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙｷﾞｬﾗﾘｰ）に全額を出資してお

ります。なお、KIWAMI2号投資事業組合

はシグマ・ゲイン株式会社（大証２部上

場）の筆頭株主（37.8％）であります。

 

 

 

   （その他） 

 該当事項はありません。 

 

－  － 
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平成 18年 9月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
    平成 18年 2月 9日 

上場会社名  株式会社ウェブクルー （コード番号：8767 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.webcrew.co.jp/ ）   
問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長   青山 浩 ＴＥＬ：（03）5561－6080      
            責任者役職・氏名 取締役経営企画部長 若林 稔 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
③ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 18年 9月期第１四半期財務・業績の概況（平成 17年 10月 1日～平成 17年 12月 31日） 
(1) 経営成績の進捗状況         （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18年 9月期第 1四半期  323 △41.5  △77 ―  △58 ―  △87 ― 
17年 9月期第 1四半期  553 ―  58 ―  58 ―  36 ―  
(参考)17年 9月期  1,883 △21.4  △101 ―  △101 ―  △300 ― 

 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭 

18年 9月期第 1四半期 △1,868.27  
17年 9月期第 3四半期 899.13 
(参考)17年 9月期 △7,447.74 

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
(2) 財政状態の変動状況         （百万円未満切捨） 
 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり 

株 主 資 本      
 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18年 9月期第 1四半期 7,247 6,968 96.1 121,513.98 
17年 9月期第 1四半期 3,932 3,647 92.7 90,567.73 
(参考)17年 9月期 3,557 3,331 93.7 82,576.35 

 
３．平成 18年 9月期の業績予想（平成 17年 10月 1日 ～ 平成 18年 9月 30日） 

1株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 
中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭 

中  間  期 740 △ 35 △ 85 0.00 ― ― 
通     期 1,420 110 40 ― 0.00 0.00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 697円 54銭
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５ 四半期財務諸表等 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  
前第1四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年９月30日） 

区分  金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   2,074,073 4,973,330  1,341,404

２ 売掛金   664,609 134,801  217,935

３ 有価証券   61,758 199,585  61,764

４ その他   155,513 246,983  84,198

流動資産合計   2,955,955 75.2 5,554,700 76.7  1,705,304 47.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1)建物  25,950 21,713 22,606 

(2)器具及び備品  43,885 69,835 1.8 38,400 60,114 0.8 41,873 64,479 1.8

２ 無形固定資産    

(1)ソフトウェア  15,240 43,363 46,667 

(2)その他  2,518 17,758 0.4 2,073 45,436 0.6 2,184 48,851 1.4

３ 投資その他の資産   

(1)投資有価証券  129,798 196,201 313,170 

(2)関係会社株式  642,225 1,205,111 1,235,111 

(3)出資金  ― 26,000 26,000 

(4)関係会社出資金 11,300 21,130 21,130 

(5)敷金保証金  101,886 135,051 139,771 

(6)その他  3,611 888,822 22.6 3,650 1,587,144 21.9 3,650 1,738,833 48.9

固定資産合計   976,416 24.8 1,692,695 23.3  1,852,165 52.1

資産合計   3,932,372 100.0 7,247,396 100.0  3,557,469 100.0
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前第1四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年９月30日） 

区分  金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 未払金   233,071 196,666  204,770

２ 未払法人税等   26,554 ―  1,424

３ 未払消費税等   6,864 ―  ―

４ 前受金   ― 1,745  2,397

５ 預り金   15,230 9,275  6,637

６ その他   ― 66,352  ―

流動負債合計   281,720 7.2 274,040 3.8  215,230 6.0

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   3,489 3,440  3,059

２ 役員退職慰労引
当金 

  ― 1,340  ―

３ 繰延税金負債   ― 477  7,388

固定負債合計   3,489 0.1 5,257 0.1  10,448 0.3

負債合計   285,209 7.3 279,298 3.9  225,678 6.3

    

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,182,450 55.5 4,135,815 57.1  2,187,950 61.5

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  1,530,600 3,320,964 1,534,599 

  資本剰余金合計   1,530,600 38.9 3,320,964 45.8  1,534,599 43.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 第1四半期(当期)未処理損失 65,121 489,385 401,618 

利益剰余金合計   △65,121 △1.7 △489,385 △6.8  △401,618 △11.2

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  △766 △0.0 702 0.0  10,858 0.3

資本合計   3,647,162 92.7 6,968,097 96.1  3,331,790 93.7

負債資本合計   3,932,372 100.0 7,247,396 100.0  3,557,469 100.0

 

－  － 
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（2）四半期損益計算書 

  
前第1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分  金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   553,038 100.0 323,620 100.0  1,883,274 100.0

Ⅱ 売上原価   52,474 9.5 46,336 14.3  247,761 13.2

売上総利益   500,564 90.5 277,284 85.7  1,635,512 86.8

 Ⅲ 販売費及び一般管理費  441,801 79.9 354,472 109.5  1,737,311 92.2

営業利益 
又は営業損失（△） 

 58,763 10.6 △77,187 △23.8  △101,799 △5.4

Ⅳ 営業外収益   4 0.0 37,507 11.5  4,029 0.2

Ⅴ 営業外費用   28 0.0 18,440 5.7  3,888 0.2

経常利益 
又は経常損失（△） 

 58,738 10.6 △58,121 △18.0  △101,889 △5.4

Ⅵ 特別利益  ― 15,565 4.8  ―

Ⅶ 特別損失   ― ― 44,973 13.8  175,716 9.3

 税引前第1四半期純利益 
又は税引前第1四半期（当期） 
純損失(△) 

 58,738 10.6 △87,529 △27.0  △277,605 △14.7

        
 法人税、住民税及び事業税 

22,530 237 179 

過年度法人税、住民税 
及び事業税 

― ― 22,503 

 法人税等調整額  ― 22,530 4.1 ― 237 0.1 ― 22,682 1.2

 第1四半期純利益 
又は第1四半期（当期）純損 
失(△) 

 36,208 6.5 △87,766 △27.1  △300,289 △15.9

 前期繰越損失   101,329 401,618  101,329

第1四半期（当期）未処理損失  65,121 489,385  401,618
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 （3）注記事項等 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

(1)売買目的有価証券 

― 

(1)売買目的有価証券 

 時価法（売却原価は移動平均法

により算定） 

(1)売買目的有価証券 

― 

 (2)子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法に

よっております。 

(2)子会社株式及び関連会社株式

同左 

(2)子会社株式及び関連会社株式

同左 

 (3)その他有価証券 (3)その他有価証券 (3)その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  四半期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

同左  期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法

によっております。 

同左 

 

なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定さ

れる決算報告書に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

同左 

 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

 定率法によっております。

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準に

よっております。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  定額法によっております。

 耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法で、償却してお

ります。 

同左 同左 
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項目 
前第1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

３ 引当金の計上基準 (1)退職給付引当金 (1)退職給付引当金 (1)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

（退職給付にかかわる期末自己

都合要支給額）の見込額に基づ

いて、当第1四半期会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

（退職給付にかかわる期末自己

都合要支給額）の見込額に基づ

いて計上しております。 

   

(2)役員退職慰労引当金 (2)役員退職慰労引当金 (2)役員退職慰労引当金 

 

―  役員の退職慰労金支給に備え

るため、期末における要支給額

の見込額に基づいて、当第1四

半期会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。 

― 

４ 繰延資産の処理方法 ―  新株発行費は支出時に一括費

用処理しております。 

― 

５ その他四半期財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更 

前第1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

― 

役員退職慰労金については、従来支

出時の費用として処理しておりました

が、当第1四半期会計期間における当

社の役員異動を契機として、会計方針

を見直した結果、役員の在任期間にお

ける費用を合理的に配分することで期

間損益の適正化及び財政状態の健全化

を図るため、当第1四半期会計期間か

ら内部規程に基づく期末要支給額を引

当計上する方法に変更いたしました。 

この変更に伴い、当第1四半期会計

期間の発生額54千円を販売費及び一般

管理費に、過年度相当額1,285千円を

特別損失に一括計上しております。こ

の結果、従来の方法によった場合と比

較して、営業損失、経常損失は54千円

増加し、税引前第1四半期純損失は

1,340千円増加しております。 

 

― 

 

 

追加情報 

前第1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

― 
― 

 

（法人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示方法） 

実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成16年2月13

日）が公表されたことに伴い、当事業

年度から、同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割

9,510千円を販売費及び一般管理費とし

て処理しております。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第1四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

有形固定資産の減価償却累計額  有形固定資産の減価償却累計額  有形固定資産の減価償却累計額 

90,108千円 98,997千円 94,631千円

― 担保提供資産 ― 

   流動資産その他 

（担保差入有価証券）   24,900千円

流動資産その他  

（担保差入金）         45,963千円

 流動資産その他 

（預け金）        68,793千円

 

 上記に対応する債務    

   流動負債その他 

（信用取引未払金）    21,532千円

 流動負債その他 

（借入有価証券）      44,820千円

 

 取引保証金の代用に差し入れている資産   

 有価証券        144,500千円  

   

   

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

営業外収益の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

営業外収益の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

営業外収益の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 
 

受取利息及び受取配当金 2千円

 
  

 
受取利息及び受取配当金 2,412千円

有価証券運用益 35,094千円
  

 
受取利息及び受取配当金 3,888千円

  

営業外費用の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

営業外費用の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

営業外費用の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 
 

支払利息 28千円
  

 
新株発行費 18,440千円

  

 
支払利息 28千円

事業組合運用損失 2,141千円
  

― 特別利益の内容は次のとおりであります。 ― 

 投資有価証券売却益 15,565千円

 

 

― 特別損失の内容は次のとおりであります。 特別損失の内容は次のとおりであります。
  

役員退職慰労金 43,687千円

過年度役員退職慰労引

当金繰入額 

1,285千円

  

 
関係会社株式評価損 169,608千円

固定資産除却損 6,108千円
  

減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額 
 

有形固定資産 5,037千円

無形固定資産 1,694千円
  

 
有形固定資産 4,365千円

無形固定資産 3,303千円
  

 
有形固定資産 25,208千円

無形固定資産 11,820千円
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（リース取引関係） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

１ リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

１ リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

 該当事項はありません。   該当事項はありません。  該当事項はありません。 

２ オペレーティング・リース取引（借

主側） 

２ オペレーティング・リース取引（借

主側） 

２ オペレーティング・リース取引（借

主側） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
 

 

  

 
１年内 866千円

１年超 72千円

合計 938千円
 

 

 

 

 

 

 

（有価証券関係） 

前第1四半期会計期間末（平成16年12月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当第1四半期会計期間末（平成17年12月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成17年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

前1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

  
１株当たり純資産額 90,567円73銭

１株当たり第1四半期純
利益 

899円13銭

潜在株式調整後１株 
当たり四半期純利益 

842円30銭

  

 
１株当たり純資産額 121,513円98銭

１株当たり第1四半期純
損失 

1,868円27銭

 

  

  
１株当たり純資産額 82,576円35銭

１株当たり当期純利益 △7,447円74銭

 

   

  なお、潜在株式調整後１株当たり第1

四半期純利益金額については、当社は純

損失を計上しているため、記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、当社は純損失を計上し

ているため、記載しておりません。 

 

 （注）１株当たり四半期(当期)純利益(△損失)及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 

前第1四半期会計期間 

(自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日)

当第1四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日)

損益計算書上の第1四半期（当期）純利益 

（△損失）（千円） 
36,208 △87,766 △300,289 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第3四半期（当期）純利益

（△損失）（千円） 
36,208 △87,766 △300,289 

普通株式の期中平均株式数（株） 40,270 46,977 40,320 

潜在株式調整後１株当たり第3四半期（当

期）純利益の算定に用いられた普通株式増加

数の主要な内訳（株） 

新株引受権 

新株予約権 

 

 

2,361 

356 

 

 

― 

― 

 

 

― 

― 

普通株式増加数（株） 2,717 ― ― 

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の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

 

― 

（新株予約権等） 

株主総会の特別決議日 

平成12年2月4日（300株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（180株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（60株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年7月31日（90株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年3月15日（225株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年9月17日（60株） 

 

 

（新株予約権等） 

株主総会の特別決議日 

平成12年2月4日（1,410株）

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（540株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（120株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年7月31日（270株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年7月31日（90株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年3月15日（465株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年9月17日（132株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年9月17日（360株） 
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（重要な後発事象） 

前第1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 

平成16年12月29日の当社取締役会におい

て当社グループの更なる業容の発展と事

業基盤の確立を目的として、子会社２社

の設立を決議し、平成17年1月17日に設

立いたしました。各子会社の概要は以下

のとおりです。 

｢株式会社ウェブクルーインベストメント｣ 

・事 業 内 容 ベンチャーキャピタル

事業及び再生ファンド

事業 

・資 本 金 300,000千円 

（資本準備金300,000千円） 

・代表取締役 畔柳一郎（当社副社長）

・出 資 比 率 当社100％ 

 

「中国投資ドットジェイピー株式会社」 

・事 業 内 容 中国投資に関する情報

提供サイト「中国投

資.jp」の運営 

・資 本 金 30,000千円 

・代表取締役 畔柳一郎（当社副社長）

・出 資 比 率 当社100％ 

 

(1) ストックオプションの発行 

当社は、平成18年1月24日開催の取締役

会において、商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新株予約権の発行

について、下記のとおり、平成18年3月

24日開催予定の臨時株主総会に付議する

ことを決議いたしました。 

①特に有利な条件をもって新株予約権 

を発行する理由 

当社及び当社子会社・関連会社の取締

役、監査役及び従業員に対し、当社の

業績向上に対する意欲や士気を高める

ことを目的としてストックオプション

として新株予約権を無償で発行する。

②新株予約権の対象者 

当社及び当社子会社・関連会社の取締

役、監査役及び従業員 

③新株予約権の目的たる株式の種類及 

び数 

当社普通株式2,800株を上限とする。 

④発行する新株予約権の総数 

2,800個を上限とする。 

⑤新株予約権の発行価額 

無償とする。 

⑥新株予約権の行使に際して払込をす 

べき金額 

新株予約権1株当たりの払込金額は、

新株予約権を発行する日の属する月の

前月の各日（取引が成立していない日

を除く）における東京証券取引所にお

ける当社株式普通株式の終値の平均値

に1.05を乗じた金額（1円未満の端数

は切り上げ）とする。 

⑦新株予約権の権利行使期間  

平成20年3月25日から平成28年3月24日

まで 

 

(1) 第三者割当増資 

当社は、平成17年11月16日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしましたが、平成17年

11月18日に、株主より当該新株発行の差

止めを求める仮処分の申立書が東京地方

裁判所に提出され、これに対し12月５日

に当該申請を認める旨の決定がなされま

した。当社は上記決定を受け、平成17年

11月16日の取締役会で決議いたしました

第三者割当増資を中止し、下記(2）に示

す決議を実施しております。 

①発行新株式数  普通株式23,000株 

②発行価額    1株につき180,000円

③発行価額の総額 4,140,000千円 

④資本組入額   1株につき90,000円 

⑤資本組入額の総額2,070,000千円 

⑥払込期日    平成17年12月6日 

⑦配当起算日   平成17年10月1日 

⑧資金の使途   運転資金、新規事業

         投資資金 

⑨割当先     煌１号投資事業組合

         21,750株及び青山浩

         1,250株 

 

(2）第三者割当増資 

 当社は、平成17年12月12日開催の取締

役会において、第三者割当増資に関して

下記の通り決議いたしました。 

①発行新株式数  普通株式14,530株 

②発行価額    1株につき241,000円

③発行価額の総額 3,501,730千円 

④資本組入額   1株につき120,500円

⑤資本組入額の総額1,750,865千円 

⑥払込期日    平成17年12月29日 

⑦配当起算日   平成17年10月1日 

⑧資金の使途   運転資金、新規事業

         投資資金 

⑨割当先     煌１号投資事業組合

         13,600株及び青山浩

         930株 

 

 

 

  

－  － 

 

35



 

前第1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 

 

(2) 資本準備金の減少 

①資本準備金減少の目的 

 商法第289条第2項の規定に基づき、資

本準備金の取崩しを行い、その他資本剰

余金へ振り替え、自己株式の取得や配当

可能利益の確保・充実など、今後の機動

的かつ効率的な経営を推進し柔軟な資本

政策に備えるため。 

②減少する資本準備金 

 平成17年9月30日現在の当社の資本 

準備金1,534百万円のうち、987百万円を

取り崩します。 

③減額の方法 

 資本準備金の取崩額987百万円は、当

期未処理損失の補填及びその他資本剰余

金に振り替える予定であります。 

④日程 

 臨時株主総会決議日 

平成18年3月24日（予定） 

 資本準備金取崩しの効力発生日 

     平成18年4月26日（予定） 

 

(3)子会社の吸収合併 

平成18年2月9日開催の当社取締役会にお

いて、平成18年4月1日を合併期日とし

て、下記のとおり当社の100％子会社で

ある引越比較ドットコム株式会社及びア

イランドコム株式会社を、簡易合併の手

続きにより吸収合併することを決議いた

しました。 

①合併の目的 

3社を合併することで、Ｅマーケット

プレイス運営を株式会社ウェブク

ルーに集約させ、業務効率の向上を

図るものであります。 

②合併の要旨 

(ｲ)合併の日程 

 合併契約書承認取締役会平成18年2月9日

 合併契約書調印    平成18年2月9日

 合併契約書承認株主総会 

株式会社ウェブクルー 

商法413条ﾉ3第1項により開催いた

しません。 
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前第1四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 

 

引越比較ドットコム株式会社 

            平成18年2月24日

アイランドコム株式会社 

            平成18年2月24日

 合併期日       平成18年4月 1日

 合併登記       平成18年4月 3日

(ﾛ)合併の方式 

株式会社ウェブクルーを存続会社と

する吸収合併方式で、引越比較ドッ

トコム株式会社及びアイランドコム

株式会社は解散いたします。 

(ﾊ)合併比率 

株式会社ウェブクルーは、引越比較

ドットコム株式会社及びアイランド

コム株式会社の全株式を所有してい

ますので、合併による新株式の発行

及び資本金の増加は行いません。 

(ﾆ)合併交付金 

合併交付金の支払いはありません。 

 

(4)投資事業組合への投資 

当社は、平成18年1月20日にS KIWAMI3号

投資事業組合（業務執行組合員㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ

ｷﾞｬﾗﾘｰ）のファンド200口（6億円）を取

得いたしました。これにより当社の同

ファンド持分比率は49.8％となっており

ます。S KIWAMI3号投資事業組合は

KIWAMI2号投資事業組合（業務執行組合

員㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙｷﾞｬﾗﾘｰ）に全額を出資してお

ります。なお、KIWAMI2号投資事業組合

はシグマ・ゲイン株式会社（大証２部上

場）の筆頭株主（37.8％）であります。

 

 

 

 

（その他） 

該当事項はありません。 
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