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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）平成21年3月期第1四半期の対前年同期増減率については、適用される会計基準が異なるため表示しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,177 ― 828 ― 835 ― 478 ―

20年3月期第1四半期 1,480 37.9 244 2.1 245 2.6 127 △16.6

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

21年3月期第1四半期 3,339.15 3,323.92
20年3月期第1四半期 892.05 890.73

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

21年3月期第1四半期 10,999 5,223 46.4 35,577.21
20年3月期 9,442 4,823 49.9 32,862.50

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,102百万円 20年3月期  4,709百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

 平成20年７月１日付けにて普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割いたしました。期末配当予想は、当該株式分割を考慮しております。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 900.00 900.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 450.00 450.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 平成20年７月１日付けにて普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割いたしました。平成21年３月期の業績予想における１株当たり当期純利益は、当該株式分
割を考慮しております。  

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2四半期連結累計期間 4,000 ― 1,200 ― 1,200 ― 700 ― 2,440.32
通期 9,000 29.7 2,900 51.4 2,900 50.2 1,700 30.1 5,926.48

4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成20年７月１日付けにて普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っており、本資料提出日現在の発行済株式総数は、286,848株となっ
ております。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業績の変化等  
により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 ２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計会計基準」（企業会計基準第12条）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準  
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  143,424株 20年3月期  143,319株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  143,364株 20年3月期第1四半期  143,135株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や原材料価格の上昇等の影響が引き続

き、また、設備投資や個人消費が横ばいであるなど、先行きの不透明感がさらに強まる展開となりました。 
　一方、当社グループを取り巻く環境におきまして、わが国のインターネット利用者は平成19年12月末現在
推計で8,811万人に達し、人口普及率は69.0％となりました。ブロードバンド契約数が平成20年３月末現在
2,875万契約、ＦＴＴＨサービスの契約数は1,215万契約と、より高速で快適なインターネット利用環境の普
及が進んでおります。（総務省調べ） 
　また、わが国のネットビジネスにおける、Ｂ ｔｏ Ｃ ＥＣ（消費者向け電子商取引）の市場は平成20年度
で約5兆8,800億円、コンテンツの制作費を除いたインターネット広告市場は、平成20年度で約5,800億円と推
計されております。（㈱野村総合研究所調べ） 
　このような状況のもと、当社グループにおいては、購買支援サイト『価格.com』のみならず、レストラン
のクチコミサイト『食べログ.com』、旅行のクチコミサイト『フォートラベル』など、複数のグループサイト
が月間利用者数及びページビュー数を伸ばす結果となりました。各グループサイトがそれぞれグループ全体
の業績を牽引することで、日本を代表するインターネット・メディア・カンパニーとしての地位を確立しつ
つあります。平成20年6月度における当社グループ運営の各サイト利用状況は、購買支援サイト『価格.com』
が月間利用者数（注）約1,333万人、月間総ページビュー数約5億771万ページビュー、旅行のクチコミサイト
『フォートラベル』が月間利用者数約255万人、月間総ページビュー数約2,764万ページビュー、グルメ・レス
トランのクチコミサイト『食べログ.com』が月間利用者数約576万人、月間総ページビュー数約7,106万ペー
ジビューとなり、グループ全体で月間利用者数約2,316万人、月間総ページビュー数約6億1,982万ページビュ
ーとなりました。 

　以上の結果、当第1四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高2,177百万円（前年同期比
47.2％増）、営業利益828百万円（前年同期比238.5％増）、経常利益835百万円（前年同期比239.6％増）、四半
期純利益は478百万円（前年同期比274.9％増）となりました。 

　(注) 『価格.com』の月間利用者数については従来ＩＰアドレス数により計測しておりましたが、平成19年
10月からブラウザ数により集計しております。 

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(1) インターネット・メディア事業 
　当第1四半期連結会計期間のインターネット・メディア事業売上高は2,049百万円、営業利益は822百万円と
なりました。集客サポート業務、広告業務及び旅行関連業務が大幅な増収・増益となり、その他の業務につ
きましても売上高が堅調に推移したことから、全体として売上高、営業利益ともに前年同期を大きく上回り
ました。 

［集客サポート業務］ 
　集客サポート業務におきましては、既存事業の強化として、平成19年10月に実施いたしました当社運営の
購買支援サイト『価格.com』の大幅リニューアルの結果、ユーザビリティを大幅に向上させた効果が持続し、
利用者は順調に増加いたしました。また、平成20年4月より登録店舗への課金体系を変更したことで、登録店
舗からの掲載料収入が順調に推移いたしました。 
　その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は485百万円となりました。 

［広告業務］ 
　広告業務におきましては、利用者数増加による媒体力向上により、パソコンメーカーや家電メーカーを中
心としたクライアントからの広告出稿やリスティング広告等が堅調に推移いたしました。また、「CRM Base」
や、新築マンション検索サイト『マンションDB』といった新しい広告商品も順調に推移し、全体として収益
を増加させる結果となりました。 
　その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は552百万円となりました。 

［販売サポート業務］ 
　販売サポート業務におきましては、当社運営サイト『価格.com』のプロバイダ比較コンテンツにおけるブ
ロードバンド加入者数は引き続き増加いたしました。継続的なコンテンツの充実とユーザー利便性の向上を
図るとともに、高い集客力を背景とした当社独自プランの取り扱いにより、利用者の需要を確実に取り込む
ことで、安定した収益を計上することとなりました。また、パソコンメーカー等のインターネット直販サイ
トへの誘導による収入も堅調に推移いたしました。 
　その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は752百万円となりました。 
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［情報提供業務］ 
　情報提供業務におきましては、自動車保険一括見積りサービスの利用者数は堅調に推移したものの、個人
投資が低迷するなか、マネー関連サービスの利用者はほぼ横ばいとなりました。 
　その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は86百万円となりました。 

［旅行関連業務］ 
　旅行関連業務におきましては、利用者数増加による媒体力向上により、旅行のクチコミサイト『フォート
ラベル』における交通・レジャー関連の広告出稿が堅調に推移いたしました。また、当社運営の高級ホテ
ル・旅館予約サイト『yoyaQ.com』では、提供可能な施設数・部屋数が順調に増加し、また継続してサービス
を拡充したことで、手数料収入が堅調に増加いたしました。 
　その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は172百万円となりました。 

［その他業務］ 
　その他業務におきましては、継続的に外部メディアに対して記事の提供を行う一方で、電話加入権販売業
務及びＥＣ販売業務は前連結会計年度に終了したことにより、売上高が減少いたしました。 
　その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は1百万円となりました。 

(2) ファイナンス事業 
　当第1四半期連結会計期間のファイナンス事業売上高は128百万円、営業利益は4百万円となりました。外国
為替証拠金取引業務の大幅伸長から増収となりました。 

［外国為替証拠金取引業務］ 
　外国為替証拠金取引業務におきましては、連結子会社㈱カカクコム・フィナンシャルによる外国為替証拠
金取引業務にて、顧客数や預かり証拠金残高が順調に増加し、売上高は順調に増加いたしました。また、新
規サービスである貴金属の証拠取引を平成20年4月より開始いたしました。 
　その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は76百万円となりました。 

［保険代理店業務］ 
　保険代理店業務におきましては、連結子会社㈱カカクコム・インシュアランスによる保険代理店業務にお
いても、継続して保険契約件数、売上高は順調に増加いたしました。 
　その結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は52百万円となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第1四半期末の総資産額は10,999百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,557百万円増加いたしまし

た。外国為替証拠金取引事業における、顧客分別金信託1,850百万円の増加が主な要因となっております。
負債総額は5,776百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,157百万円増加いたしました。外国為替証拠

金取引事業における預り保証金1,629百万円の増加が主な要因となっております。
純資産額は5,223百万円となり、前連結会計年度末と比較し399百万円増加いたしました。主な要因は、利

益剰余金349百万円の増加であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成20年５月13日に発表いたしました連結業績予想

に変更はなく、売上高9,000百万円、営業利益2,900百万円、経常利益2,900百万円、当期純利益1,700百万円
を見込んでおります。 
　上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要
素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。 
　なお、当社グループは連結決算中心のグループ経営を行っており、平成21年３月期より連結業績予想のみ
開示させていただきます。 

4. その他
(1) 期中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)
該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,750,855 3,941,132

顧客分別金信託 3,952,000 2,102,000

受取手形及び売掛金 1,233,143 1,255,742

貯蔵品 4,016 5,257

繰延税金資産 52,601 117,496

その他 414,353 399,122

貸倒引当金 △3,529 △3,952

流動資産合計 9,403,440 7,816,799

固定資産

有形固定資産 196,538 194,616

無形固定資産

のれん 628,103 660,772

ソフトウエア 436,822 452,411

その他 45,719 37,827

無形固定資産合計 1,110,646 1,151,010

投資その他の資産

その他 291,809 287,061

貸倒引当金 △2,477 △7,153

投資その他の資産合計 289,332 279,908

固定資産合計 1,596,517 1,625,535

資産合計 10,999,957 9,442,335

負債の部

流動負債

買掛金 411,137 328,699

未払法人税等 298,250 765,937

預り保証金 4,534,733 2,904,909

賞与引当金 56,786 116,896

その他 410,847 432,643

流動負債合計 5,711,756 4,549,087

固定負債

繰延税金負債 64,731 69,739

固定負債合計 64,731 69,739

負債合計 5,776,487 4,618,826

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 500,828 479,289

資本剰余金 950,683 929,145

利益剰余金 3,651,112 3,301,385

株主資本合計 5,102,625 4,709,820

少数株主持分 120,844 113,688

純資産合計 5,223,469 4,823,508

負債純資産合計 10,999,957 9,442,335
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,177,982

売上原価 436,937

売上総利益 1,741,044

販売費及び一般管理費 912,983

営業利益 828,060

営業外収益

受取利息 6,626

その他 914

営業外収益合計 7,540

営業外費用

株式交付費 421

その他 0

営業外費用合計 422

経常利益 835,178

特別利益

貸倒引当金戻入額 583

特別利益合計 583

税金等調整前四半期純利益 835,762

法人税、住民税及び事業税 290,390

法人税等調整額 59,501

法人税等合計 349,891

少数株主利益 7,156

四半期純利益 478,714
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 835,762

減価償却費 79,666

のれん償却額 32,668

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,110

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,682

受取利息及び受取配当金 △6,626

株式交付費 421

売上債権の増減額（△は増加） 22,598

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,241

仕入債務の増減額（△は減少） 82,438

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,083

未払金の増減額（△は減少） △51,989

前受金の増減額（△は減少） △2,049

その他 61,982

小計 979,238

利息及び配当金の受取額 7,485

法人税等の支払額 △748,761

営業活動によるキャッシュ・フロー 237,962

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 △27,820

無形固定資産の取得による支出 △27,654

投資有価証券の取得による支出 △7,350

その他 △450

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,274

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 42,655

配当金の支払額 △121,502

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95,840

現金及び現金同等物の期首残高 3,339,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,435,646
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

インターネット・
メディア
事業
(千円)

ファイナンス
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

2,049,002 128,979 2,177,982 ― 2,177,982

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

539 ― 539 (539) ―

計 2,049,541 128,979 2,178,521 (539) 2,177,982

営業利益(又は営業損失) 822,636 4,822 827,459 601 828,060

(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主要なサービス等

インターネット・メディア事業 購買支援サイト『価格.com』の運営

高級ホテル・旅館予約サイト『yoyaQ.com』の運営

旅行のクチコミサイト『フォートラベル』の運営

グルメ・レストランのクチコミサイト『食べログ.com』の運営

新築マンション検索サイト『マンションDB』の運営
ファイナンス事業 外国為替証拠金取引のオンライントレードサービスの提供

生命保険および損害保険の代理店業務

　【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

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

　【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) （要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,480,012

Ⅱ 売上原価 445,478

　 売上総利益 1,034,533

Ⅲ 販売費及び一般管理費 789,888

　 営業利益 244,645

Ⅳ 営業外収益 1,399

Ⅴ 営業外費用 96

　 経常利益 245,948

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 －

　    税金等調整前四半期（当期）純利益 245,948

　    法人税、住民税及び事業税 81,846

　    法人税等調整額 35,082

　    少数株主利益 1,336

　    四半期純利益 127,683
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