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平成19年６月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

平成18年５月11日 
上場会社名  比較.com株式会社                （コード番号：2477  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.hikaku.com/） 

問合せ先    代表者役職・氏名  代表取締役社長   渡邉 哲男 

責任者役職・氏名  経営企画室長    岩館 徹   TEL（03）5447－6690     

 

１．四半期連結財務情報の作成等にかかる事項 

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 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 

④ 会計監査人の関与 ： 有 

平成19年６月期第３四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。 

 

２．19年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日～平成19年３月31日） 

(1) 連結経営成績の進捗状況                          （金額は百万円未満を切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当期） 

純 利 益 

 
19年６月期第３四半期 
18年６月期第３四半期 

百万円   ％

286   △33.3  
428     －  

百万円    ％

△45        －  
221     －  

百万円    ％ 

△43     －   
   196     －   

百万円    ％

△54     －  
     112     －  

（参考）18年６月期 538 253 234 134 

(注)１．期中平均株式数  19年６月期第３四半期 31,380株  18年６月期第３四半期 27,642株  18年６月期 28,574株 

なお、平成17年11月29日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

２．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しております。 
 

 
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 

 
19年６月期第３四半期 
18年６月期第３四半期 

円     銭

△1,725    91 
4,078     08 

円     銭

－      － 
3,918      99 

（参考）18年６月期 4,724       18 4,545      18 

 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

平成19年６月期第３四半期におけるわが国経済は、原油価格高騰、海外経済の減速など不安材料があるものの、

企業部門においては企業収益の改善や民間設備投資の改善傾向は継続しており、緩やかな景気回復基調で推移して

おりますが、一方で個人部門では景況感が若干ながら悪化の方向にふれる等、未だ先行き不透明感が拭いきれない

状況であります。当社の属するインターネット広告業界においては、インターネットユーザーは引続き増加傾向に

あり、社会的な認知の高まりから市場規模が拡大している一方で、参入社数も増加する等、競争は激化しておりま

す。 

このような環境において、当社グループにおきましては、主要事業であるインターネット広告事業において、新

規コンテンツの開発やサイトのリニューアル、また各種ニュースサイトとのコンテンツ提携を行うなど、総合比較

サイトとしてインターネットユーザーの利便性の向上に努めるべく、業務に邁進して参りました。 

一方で当社グループのサービスのうち、大きな比重を占めている「証券会社比較サービス」の対象となるインタ

ーネット証券口座の新規開設数が以前に比べて急減したことに加え、他のサービスの拡充がいまだ不十分であった

ことから売上高が低調に推移しました。またサービス拡充に向けた人員増に対応するための本社移転等による販売

費及び一般管理費が増加しております。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結会計期間の売上高は286,115千円、営業損失は45,252千円、経常損失

は43,824千円、四半期純損失は54,158千円となりました。 

売上の内訳と致しましては「アフィリエイト広告業務」が159,958千円、「出店広告業務」が51,193千円、「固定

広告業務」が69,651千円、「代理店業務」が950千円、「その他業務」が4,361千円となりました。 
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 (2) 連結財政状態の変動状況 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
19年６月期第３四半期 
18年６月期第３四半期 

百万円

1,889    
1,993 

百万円

1,845    
1,876 

％ 

 97.7   
94.2 

円   銭

  58,797  09 
59,813   55 

（参考）18年６月期 2,026 1,899 93.7 60,523  00 

(注)１．期末発行済株式数(連結) 19年６月期第３四半期 31,380株  18年６月期第３四半期 31,380株  18年６月期 31,380株 
 
(3) 連結キャッシュ･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

 
19年６月期第３四半期 
18年６月期第３四半期 

百万円

△169    
174    

百万円

△12    
△16    

百万円 

－     
1,660     

百万円

1,739    
1,907    

（参考）18年６月期 213 △40 1,660 1,922 

 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失

の発生及び本社移転に伴う有形固定資産の取得による支出が発生したことにより当第３四半期末には1,739,773千円

となりました。 

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は169,949千円となりました。この主な内容は法

人税等の支払129,499千円及び税金等調整前四半期純損失43,824千円があったこと等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） 

当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は12,370千円となりました。これは主に本社移転

に伴う有形固定資産の取得による支出13,687千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローはございませんでした。 

 

 

３．19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通   期 
百万円

369 
百万円

△103 
百万円

△113 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △3,628円07銭 

尚、１株当たり予想当期純利益（通期）は平成19年３月31日現在の発行済株数31,380株により算出しております。 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

  当社グループの業績は、インターネット広告市場及びアフィリエイト広告市場の拡大に伴って、主要事業であるイ

ンターネット広告事業が伸張すると予想されますが、一方で当社グループと同様の比較サイトや比較ビジネス、e

マーケットプレイス事業に参入する企業は増加し、また業界内での競争もさらに激化してくることが予想されます。 

  このような環境のもと、当社グループは総合比較サイト「比較.com」のさらなるユーザビリティ及びクオリティの

向上に向けた業務推進を一層活発に進め、また新規サービスの積極的な開発や当社サービスの外部メディアへの提

供拡充、他社サイトとの連携によるコンテンツの充実など、当社サイトのメディア媒体としての価値向上に努めて

参る所存であります。 

 

 * 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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４．四半期連結財務諸表等 

（１）四半期連結貸借対照表 

 

 
前第３四半期連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 

番号 
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   1,907,525 1,739,773  1,922,093

２．売掛金   59,597 40,922  40,866

３．その他   5,870 55,983  20,397

貸倒引当金   △1,066 △852  △622

流動資産合計   1,971,927 98.9 1,835,826 97.2  1,982,734 97.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  2,528 0.1 15,554 0.8  2,633 0.1

２．投資その他の資

産 
 18,627 38,474 41,504 

貸倒引当金  － 18,627 0.9 △649 37,825 2.0 － 41,504 2.0

固定資産合計   21,155 1.1 53,379 2.8  44,137 2.1

資産合計   1,993,083 100.0 1,889,206 100.0  2,026,871 100.0

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金   31,715 27,086  22,062

２．未払法人税等   60,511 52  81,445

３．その他   23,906 17,015  24,153

流動負債合計   116,133 5.8 44,154 2.3  127,660 6.3

負債合計   116,133 5.8 44,154 2.3  127,660 6.3

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   703,000 35.3 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   994,000 49.9 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   179,949 9.0 － －  － －

資本合計   1,876,949 94.2 － －  － －

負債・資本合計   1,993,083 100.0 － －  － －

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － 703,000 37.2  703,000 34.7

２．資本剰余金   － 994,000 52.6  994,000 49.0

３．利益剰余金   － 148,052 7.8  202,211 10.0

株主資本合計   － 1,845,052 97.7  1,899,211 93.7

純資産合計   － 1,845,052 97.7  1,899,211 93.7

負債・純資産合計   － 1,889,206 100.0  2,026,871 100.0
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（２）四半期連結損益計算書 

 

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 

番号 
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   428,744 100.0 286,115 100.0  538,870 100.0

Ⅱ 売上原価   22,341 5.2 54,806 19.2  30,953 5.7

売上総利益   406,403 94.8 231,308 80.8  507,917 94.3

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
※１  185,271 43.2 276,561 96.7  254,875 47.3

営業利益又は損

失（△） 
  221,132 51.6 △45,252 △15.8  253,041 47.0

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1 1,421 120 

２．消費税等間課税

制度適用差益 
 － － 5,858 

３．為替差益  － 1 0.0 6 1,427 0.5 － 5,979 1.1

Ⅴ 営業外費用    

１．創立費償却  233 － 233 

２．新株発行費償却  13,938 － 13,938 

３．株式上場費用  10,478 － 10,478 

４．為替差損  16,524 24,667 5.8 － － － 21 24,671 4.6

経常利益又は損

失（△） 
  196,466 45.8 △43,824 △15.3  234,349 43.5

Ⅵ 特別損失 ※２   

１．本社移転費用  － － － － － － 2,193 2,193 0.4

税金等調整前 

四半期（当期）

純利益又は四半

期純損失（△） 

  196,466 45.8 △43,824 △15.3  232,155 43.1

法人税、住民税

及び事業税 
 82,616 1,003 100,791 

法人税等調整額  1,123 83,739 19.5 9,330 10,334 3.6 △3,625 97,166 18.0

四半期（当期）

純利益又は四半

期損失（△） 

  112,726 26.3 △54,158 △18.9  134,988 25.1
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（３）四半期連結剰余金計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部） 
 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 
 

－

Ⅱ 資本剰余金増加高 
 

資本準備金 
 

994,000 994,000

Ⅲ 資本剰余金四半期末残高 
 

994,000

（利益剰余金の部） 
 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 
 

67,222

Ⅱ 利益剰余金増加高 
 

四半期純利益 
 

112,726 112,726

Ⅲ 利益剰余金四半期末残高 
 

179,949

    

 

（４）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日）                  

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
純資産合計 

平成18年６月30日 残高（千円） 703,000 994,000 202,211 1,899,211 1,899,211

四半期連結会計期間中の変動額  

四半期純損失 △54,158 △54,158 △54,158

四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△54,158 △54,158 △54,158

平成19年３月31日 残高（千円） 703,000 994,000 148,052 1,845,052 1,845,052

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）                      

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
純資産合計 

平成17年６月30日 残高（千円） 23,000 － 67,222 90,222 90,222

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 680,000 994,000 1,674,000 1,674,000

当期純利益 134,988 134,988 134,988

連結会計年度中の変動額合計（千円） 680,000 994,000 134,988 1,808,988 1,808,988

平成18年６月30日 残高（千円） 703,000 994,000 202,211 1,899,211 1,899,211
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（５）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結会計期間

（自 平成17年７月１日 

   至 平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

   至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年７月１日 

   至 平成18年６月30日）

区分 
注記

番号 
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 
    

税金等調整前四半期（当期）純利

益又は四半期純損失（△） 

 

196,466 △43,824 232,155 

減価償却費 
 

532 2,835 849 

貸倒引当金の増加額又は減少額

（△） 

 
△542 879 △985 

受取利息及び受取配当金 
 

△1 △1,421 △120 

売上債権の増加額又は減少額（△） 
 

△5,970 △56 12,760 

未払金の増加額 
 

21,253 5,024 11,599 

その他 
 

33,897 △5,072 28,628 

小計 
 

245,635 △41,636 284,886 

利息及び配当金の受取額 
 

1 1,185 120 

法人税等の支払額 
 

△71,188 △129,499 △71,920 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
 

174,448 △169,949 213,086 

Ⅱ 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 
 

△1,974 △15,756 △2,980 

差入敷金保証金の支払による支出 
 

△14,532 － △37,597 

差入敷金保証金の受取による収入 
 

－ 3,386 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
 

△16,506 △12,370 △40,577 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   株式の発行による収入 

 
1,660,061 － 1,660,061 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
 

1,660,061 － 1,660,061 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少

額（△） 

 
1,818,002 △182,319 1,832,570 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 
 

89,523 1,922,093 89,523 

1,907,525 1,739,773 1,922,093 Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高 

 

※１ 
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（６）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３四半期連結会計期間 

 （自 平成17年７月１日 

     至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

 （自 平成18年７月１日 

     至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

 （自 平成17年７月１日 

     至 平成18年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   １社 

比較.comサービス有限会社 

なお、比較.comサービス有限会

社は、当第３四半期連結会計期

間において子会社として設立し

たことから、連結の範囲に含め

ています。 

(1) 連結子会社の数   １社 

比較.comサービス有限会社 

 

(1) 連結子会社の数   １社 

比較.comサービス有限会社 

なお、比較.comサービス有限会

社は、当連結会計年度において

子会社として設立したことか

ら、連結の範囲に含めています。

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社 

該当事項はありません。 

(2) 持分法適用の非連結子会社 

該当事項はありません。 

(1) 持分法適用の関連会社 

該当事項はありません。 

(2) 持分法適用の非連結子会社 

該当事項はありません。 

(1) 持分法適用の関連会社 

該当事項はありません。 

(2) 持分法適用の非連結子会社 

該当事項はありません。 

３．連結子会社の四半期決算日

（決算日）等に関する事項 

連結子会社の四半期決算日は、四半

期連結決算日と一致しています。 

同左 連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しています。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な減価償却資産の減

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、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

工具器具及び備品 ４～15年 

 

②長期前払費用 

定額法によっております。 

 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物附属設備     15年 

工具器具及び備品 ４～15年 

――――― 

 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

工具器具及び備品 ４～６年 

 

②長期前払費用 

定額法によっております。 

(2) 繰延資産の処理方法 ①創立費 

支出時に費用処理しております。

②新株発行費 

支出時に費用処理しております。

――――― 

 

①創立費 

支出時に費用処理しております。

②新株発行費 

支出時に費用処理しております。

(3) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

売掛金等債権の貸倒損失に備え

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

(4) その他四半期連結財務諸表

（連結財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

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、随時引き出し可能な預金

及び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

か負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

同左 同左 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額   

        1,922千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額  

         3,847千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額  

       1,012千円

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

  （自 平成17年７月１日 

 至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

  （自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

  （自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

広告宣伝費              74,334千円 

役員報酬        24,318千円 

給与手当                29,291千円 

支払手数料       18,766千円 

貸倒引当金繰入額          910千円 

※２．      ――――― 

 

 

 

 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

広告宣伝費              84,347千円 

給与手当                53,624千円 

地代家賃        30,075千円 

貸倒引当金繰入額           994千円 

※２．      ――――― 

 

 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

広告宣伝費             100,870千円 

役員報酬                32,424千円 

給与手当                43,363千円 

貸倒引当金繰入額          565千円 

※２．本社移転費用の内訳は次のとおりでありま

す。 

減損損失         

工具器具及び備品     548千円 

長期前払費用          515千円 

原状回復費用       1,129千円 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当第３四半期連結会計期間末

株式数 

発行済株式     

普通株式 31,380 － － 31,380

合計 31,380 － － 31,380

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 
増加株式数 減少株式数 当連結会計年度末株式数 

発行済株式     

普通株式（注） 13,690 17,690 － 31,380

合計 13,690 17,690 － 31,380

（注）普通株式の発行済株式数の増加17,690株は、１株を２株に株式分割したことによる増加13,690株、公募増資にて新株を発行したことによる増加

4,000株であります。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

  （自 平成17年７月１日 

  至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

  （自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

  （自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四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 

（平成18年３月31日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四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 

（平成19年３月31日現在）

※１ 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 

（平成18年６月30日現在）

   現金及び預金       1,907,525千円 

   現金及び現金同等物   1,907,525千円 

現金及び預金      1,739,773千円

  現金及び現金同等物   1,739,773千円

   現金及び預金      1,922,093千円

   現金及び現金同等物   1,922,093千円
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（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前第３四半期連結会計期間末（平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31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。 

 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６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。 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

当社グループは、インターネット広告事業の単一事業であり、記載を省略しております。 

 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日） 

当社グループは、インターネット広告事業の単一事業であり、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

当社グループは、インターネット広告事業の単一事業であり、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

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。 

 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日） 

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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

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。 
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【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。 

 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。 

 

（１株当たり情報） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 59,813円55銭 １株当たり純資産額  58,797円09銭 １株当たり純資産額  60,523円00銭

１株当たり四半期純利益 4,078円08銭 １株当たり四半期純損失 1,725円91銭 １株当たり当期純利益 4,724円18銭

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益 
3,918円99銭  

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
4,545円18銭

当社は、平成17年11月29日付で株式１株につき

２株の株式分割を行っております。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

については、当社は四半期純損失を計上してい

るため、記載しておりません。 

当社は、平成17年11月29日付で株式１株につき

２株の株式分割を行っております。 

（注）１株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日

至 平成18年６月30日）

１株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）  

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）（千円） 112,726 △54,158 134,988 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益又は四半期純損

失（△）（千円） 
112,726 △54,158 134,988 

期中平均株式数（株） 27,642 31,380 28,574 

    

潜在株式調整後の１株当たり四半期（当期）純利益    

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 1,129 － 1,125 

（うち新株予約権） （1,129） （－） （1,125）

 

（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 
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平成 19年 ６月期   第３四半期財務・業績の概況（個別） 平成19年５月11日 

上場会社名  比較.com株式会社                （コード番号：2477  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.hikaku.com/） 

問合せ先    代表者役職・氏名  代表取締役社長   渡邉 哲男 

責任者役職・氏名  経営企画室長    岩館 徹   TEL（03）5477－6690     
 
１．四半期財務情報の作成等にかかる事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 

② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与 ： 有 

平成19年６月期第３四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19年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日～平成19年３月31日） 

(1) 経営成績の進捗状況                            （金額は百万円未満を切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益
 
19年６月期第３四半期 
18年６月期第３四半期 

百万円   ％

285  △26.6 
428    － 

百万円    ％

△45    － 
221    － 

百万円    ％ 

△43    －  
197    －  

百万円    ％

△53    － 
113    － 

（参考）18年６月期 538 253 235 136 

 

 
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 

 
19年６月期第３四半期 
18年６月期第３四半期 

円     銭

△1,715   54 
4,105   79 

円     銭

  －      － 
3,945      62 

（参考）18年６月期 4,760   07 4,579      71 

(注)１．期中平均株式数  19年６月期第３四半期 31,380株  18年６月期第３四半期 27,642株  18年６月期 28,574株 

なお、平成17年11月29日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

２．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しております。 

 

(2) 財政状態の変動状況 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
19年６月期第３四半期 
18年６月期第３四半期 

百万円

1,890    
1,993    

百万円

1,846    
1,877    

％ 

 97.7   
94.2 

円   銭

58,840   13 
59,837   96 

18年６月期 2,027 1,900 93.7 60,555    67 

(注) 当社は、平成17年11月29日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり株主資本は、

期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 

 

３．19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通   期 

百万円 

368 

百万円

△103 

百万円 

△113 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △3,628円07銭 

（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、平成19年３月31日現在の発行済株式数31,380株により算出しております。 
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４．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間 

18年６月期 － － － － － － 

19年６月期（実績） － － － － － － 

19年６月期（予想） － － － － － － 

 

* 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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５．四半期財務諸表等 

（１）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 

番号 
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   1,905,269 1,735,266  1,920,102

２．売掛金   59,583 40,722  40,836

３．その他 ※２  5,870 55,985  20,397

貸倒引当金   △1,066 △852  △622

流動資産合計   1,969,658 96.8 1,831,121 96.9  1,980,712 97.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  2,528 0.1 15,554 0.8  2,633 0.1

２．投資その他の資産  21,627 44,474 44,504 

貸倒引当金  － 21,627 1.1 △649 43,825 2.3 － 44,504 2.2

固定資産合計   24,155 1.2 59,379 3.1  47,137 2.3

資産合計   1,993,813 100.0 1,890,501 100.0  2,027,850 100.0

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金   31,705 27,083  22,062

２．未払法人税等   60,486 －  81,398

３．その他 ※２  23,906 17,015  24,153

流動負債合計   116,098 5.8 44,098 2.3  127,613 6.3

負債合計   116,098 5.8 44,098 2.3  127,613 6.3

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   703,000 35.3 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本剰余金  994,000 － － 

資本剰余金合計   994,000 49.9 － －  － －

Ⅱ 利益剰余金    

１．四半期未処分利益  180,715 － － 

利益剰余金合計   180,715 9.1 － －  － －

資本合計   1,877,715 94.2 － －  － －

負債・資本合計   1,993,813 100.0 － －  － －

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 703,000 37.2  703,000 34.7

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 994,000 994,000 

資本剰余金合計   － － 994,000 52.6  994,000 49.0

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰

余金 
   

繰越利益剰余

金 
 － 149,403 203,237 

利益剰余金合計   － － 149,403 7.9  203,237 10.0

株主資本合計   － － 1,846,403 97.7  1,900,237 93.7

純資産合計   － － 1,846,403 97.7  1,900,237 93.7

負債・純資産合計   － － 1,890,501 100.0  2,027,850 100.0
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（２）四半期損益計算書 

 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

区分 
注記

番号
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   428,741 100.0 285,297 100.0  538,827 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  22,341 5.2 54,806 19.2  30,953 5.7

売上総利益   406,399 94.8 230,490 80.8  507,873 94.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  185,060 43.2 275,920 96.7  254,537 47.2

営業利益又は損失

（△） 
  221,339 51.6 △45,429 △15.9  253,336 47.0

Ⅳ 営業外収益 ※２  301 0.1 1,877 0.7  6,429 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※３  24,433 5.7 － －  24,438 4.5

経常利益又は損失

（△） 
  197,206 46.0 △43,551 △15.3  235,327 43.7

Ⅵ 特別損失 ※４  － － － －  2,193 0.4

税引前四半期（当

期）純利益又は四

半期純損失（△） 

  197,206 46.0 △43,551 △15.3  233,133 43.3

法人税、住民税及

び事業税 
 82,591 950  100,745 

法人税等調整額  1,123 83,714 19.6 9,330 10,281 3.6 △3,625 97,119 18.0

四半期（当期）純

利益又は四半期損

失（△） 

  113,492 26.5 △53,833 △18.9  136,014 25.2

前期繰越利益   67,222 －   －

四半期未処分利益   180,715 －   －

           

 

（３）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日）               

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金 

株主資本合計 
純資産合計 

平成18年６月30日 残高（千円） 703,000 994,000 203,237 1,900,237 1,900,237

四半期会計期間中の変動額  

四半期純損失（△） △53,833 △53,833 △53,833

四半期会計期間中の変動額合計（千円） △53,833 △53,833 △53,833

平成18年９月30日 残高（千円） 703,000 994,000 149,403 1,846,403 1,846,403

 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）                    

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金 

株主資本合計 
純資産合計 

平成17年６月30日 残高（千円） 23,000 － 67,222 90,222 90,222

事業年度中の変動額  

新株の発行 680,000 994,000 1,674,000 1,674,000

当期純利益 136,014 136,014 136,014

事業年度中の変動額合計（千円） 680,000 994,000 136,014 1,810,014 1,810,014

平成18年６月30日 残高（千円） 703,000 994,000 203,237 1,900,237 1,900,237
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（４）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 

 

会計処理の変更 

前第３四半期会計期間 

 （自 平成17年７月１日 

   至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

 （自 平成18年７月１日 

   至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用方針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日企業会計基

準適用指針第６号）を当四半期会計期間から適用

しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

―――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用方針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日企業会計基

準適用指針第６号）を当事業年度から適用してお

ります。 

これにより税引前当期純利益が1,063千円減少

しております。 

―――― ―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等） 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部に表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年

度における貸借対照表の純資産の部については、

改正後の財務諸表等規則により作成しておりま

す。従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,900,237千円であります。 

項目 

前第３四半期会計期間 

 （自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間 

 （自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日）

前事業年度 

 （自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

関係会社株式 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

関係会社株式 

同左 

関係会社株式 

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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

工具器具及び備品  ４～６年 

 

②長期前払費用 

定額法によっております。 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物附属設備      15年 

工具器具及び備品  ４～15年 

―――― 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

工具器具及び備品 ４～６年

 

②長期前払費用 

定額法によっております。 

３．繰延資産の処理方法 ―――― ―――― 新株発行費 

支出時に全額費用として処理し

ております。 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

売掛金等債権の貸倒損失に備え

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

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 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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追加情報 

前第３四半期会計期間 

 （自 平成17年７月１日 

     至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

 （自 平成18年７月１日 

     至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６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、当四半期

会計期間より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2,343千円を販売費及

び一般管理費として処理しております。 

 

（消費税等の会計処理） 

消費税等の会計処理については、従来税込方式

によっておりましたが、課税業者になったことを

契機に当四半期会計期間より、税抜方式によって

おります。 

――――― （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

度より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5,113千円を販売費及び一般

管理費として処理しております。 

 

（消費税等の会計処理） 

消費税等の会計処理については、従来税込方式

によっておりましたが、課税業者になったことを

契機に当事業年度より、税抜方式によっておりま

す。 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年３月31日） 

前事業年度 

（平成18年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額    

   1,922千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債の「その他」に含めておりま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額    

   3,847千円

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のう

え、流動資産の「その他」に含めておりま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

       1,012千円

※２．     ――――― 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

 （自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

 （自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

※１．減価償却実施額 

有形固定資産         532千円 

※２．     ――――― 

 

 

 

※３．営業外費用の主要費目及び金額 

新株発行費償却       13,938千円 

上場関連費用           10,478千円 

※４．     ――――― 

※１．減価償却実施額 

有形固定資産        2,835千円

※２．営業外収益の主要費目及び金額 

受取利息          1,421千円

 

 

※３．      ――――― 

 

 

※４．      ――――― 

 

 

 

 

 

 

 

※１．減価償却実施額 

有形固定資産           849千円

※２．営業外収益の主要費目及び金額 

受取利息           120千円

消費税等簡易課税制度    5,858千円

適用差益  

※３．営業外費用の主要費目及び金額 

新株発行費償却           13,938千円

株式上場費用              10,478千円

※４．特別損失の内訳は次のとおりであります。

本社移転費用 

減損損失 

工具器具及び備品     548千円

長期前払費用            515千円

原状回復費用            1,129千円

 

（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間（自平成18年７月１日 至平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前第３四半期会計期間（自平成17年７月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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前事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末（平成19年３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。 

 

前第３四半期会計期間末（平成18年３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18年６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。 

 

（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 59,837円96銭 １株当たり純資産額 58,840円13銭 １株当たり純資産額 60,555円67銭

１株当たり四半期純利益 4,105円79銭 １株当たり四半期純損失 1,715円54銭 １株当たり当期純利益 4,760円07銭

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益 

3,945円62銭  潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

4,579円71銭

なお、当社は平成17年11月29日付で普通株式１株

を２株に株式分割しております。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

については、当社は四半期純損失を計上してい

るため、記載しておりません。 

なお、当社は平成17年11月29日付で普通株式１株

を２株に株式分割しております。 

 （注）１株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至  平成18年６月30日）

１株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）    

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）（千円） 113,492 △53,833 136,014 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益又は四半期純損

失（△）（千円） 
113,492 △53,833 136,014 

期中平均株式数（株） 27,642 31,380 28,574 

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益    

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 1,129 － 1,125 

（うち新株予約権） （1,129） （－） （1,125） 

 

（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間（自平成18年７月１日 至平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前第３四半期会計期間（自平成17年７月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 


