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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(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2四半期 4,355 ― 1,650 ― 1,663 ― 953 ―

20年3月期第2四半期 3,058 33.9 562 △8.6 566 △7.9 539 69.1

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2四半期 3,326.28 3,310.79
20年3月期第2四半期 3,767.51 3,763.99

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2四半期 12,307 5,710 45.4 19,460.81
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2四半期  5,582百万円 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  有  

（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ます。平成21年３月期末の配当予想は、分割後の株式数をもとに
算出しております。  

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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,000.00 1,000.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 9,350 34.7 3,350 74.9 3,360 74.1 1,950 49.2 6,797.46

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  有  

（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。 

(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2四半期 286,872株 20年3月期 143,319株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 ―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2四半期 286,792株 20年3月期第2四半期 143,135株
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当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油高の影響による原材料費の高騰、サブプライム
ローン問題に端を発した米国発の金融危機の影響等により、景気後退懸念が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は、平成20年6月末
現在2,934万契約となりました。ＦＴＴＨサービスの契約数は1,308万契約に増加し、DSLサービスの契約
数1,229万契約を上回り、より高速で快適なインターネット利用環境への移行が進展しております。（総
務省調べ）  
 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』に加えて、グルメ・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9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1,474万人、月間総ページビュー数約5億8,920万ページビ
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667万人、月間総ページ
ビュー数約9,122万ページビュー、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289万人、
月間総ページビュー数約2,875万ページビューとなり、グループ全体で月間利用者数約2,629万人、月間総
ページビュー数約7億2,759万ページビューとなりました。 
  以上の結果、当第2四半期連結累計期間（6ヶ月）における当社グループの業績は、売上高4,355百万円
（前年同期比42.4％増）、営業利益1,650百万円（前年同期比193.5％増）、経常利益1,663百万円（前年
同期比193.5％増）、四半期純利益は953百万円（前年同期比76.9％増）となりました。 
 当第2四半期連結会計期間（3ヶ月）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
37.9％増）、営業利益822百万円（前年同期比158.9％増）、経常利益828百万円（前年同期比158.3％
増）、四半期純利益は475百万円（前年同期比15.5％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。 
  

当第2四半期連結累計期間（6ヶ月）のインターネット・メディア事業売上高は4,076百万円、営業利益
は1,614百万円となりました。当第2四半期連結会計期間（3ヶ月）のインターネット・メディア事業売上
高は2,026百万円、営業利益は792百万円となりました。 
 集客サポート業務、広告業務が大幅な増収・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、当社運営サイト『価格.com』におきまして、大手量販店の価格比較
参加の加速、サイトの継続的な改善によりユーザー利便性を向上させた結果、利用者数、ページビュー数
がそれぞれ大幅に増加したことから、登録店舗からの掲載料収入が順調に増加いたしました。  
 その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,026百万円となりました。 
 
［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、企業がブログ形式で情報を発信する「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2四半期連結累計期間の売上高は1,135百万円となりました。  
 
［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い
て、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、ブロードバンド加入者数を安定して獲得し、順調に収益を増加させる結果と
なりました。 
 一方、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は前年同期比で減少したものの、販売
サポート業務は全体として増収となりました。 
 その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,394百万円となりました。 
 
［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減少いたしました。  
 その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は167百万円となりました。 

・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

(1) インターネット・メディア事業
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［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、サイトリニューアルを実施し、提
供可能な施設数・部屋数が順調に増加したことで、手数料収入が堅調に増加いたしました。  
 その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は351百万円となりました。 
 
［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2四半期連結累計期間の売上高は1百万円となりました。 
  

当第2四半期連結累計期間（6ヶ月）のファイナンス事業売上高は279百万円、営業利益は33百万円とな
りました。当第2四半期連結会計期間（3ヶ月）のファイナンス事業売上高は150百万円、営業利益は28百
万円となりました。 
 外国為替証拠金取引業務は顧客数、取引量ともに伸ばし、また保険代理店業務も堅調に推移したことか
ら、大幅な増収となりました。 
 
［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、為替相場の大幅な変動により、外為証拠金取引が活発化し、手数料売上が増加しまし
た。 
 その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は176百万円となりました。 
 
［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、相談件数が継続して増加し、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2四半期連結累計期間の売上高は102百万円となりました。 
  

当第2四半期末の総資産額は12,307百万円となり、前連結会計年度末と比較し2,865百万円増加いたしま
した。外国為替証拠金取引業務における、顧客分別金信託2,210百万円の増加が主な要因となっておりま
す。 
 負債合計は6,596百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,977百万円増加いたしました。外国為替証
拠金取引業務における預り保証金2,002百万円の増加が主な要因となっております。 
 純資産は5,710百万円となり、前連結会計年度末と比較し887百万円増加いたしました。主な要因は、利
益剰余金824百万円の増加であります。 
  

平成21年３月期の通期連結業績予想につきましては、収益の源泉である運営サイトのトラフィックが計
画を上回る水準で推移したこと、また、売上高の増加に加えてシステム関連コスト等、費用削減が認めら
れたことから、平成20年5月13日に発表いたしました連結業績予想を上方に修正し、売上高9,350百万円、
営業利益3,350百万円、経常利益3,360百万円、当期純利益1,950百万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。 
  

該当事項はありません。 
  

当社及び連結子会社は、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を
期間按分して算定する方法を採用しております。 
  

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。 

(2) ファイナンス事業 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 4,037,367 3,941,132 

顧客分別金信託 4,312,000 2,102,000 

受取手形及び売掛金 1,211,809 1,255,742 

貯蔵品 3,595 5,257 

繰延税金資産 113,686 117,496 

その他 1,066,631 399,122 

貸倒引当金 △3,401 △3,952 

流動資産合計 10,741,688 7,816,799 

固定資産 

有形固定資産 199,647 194,616 

無形固定資産 

のれん 595,435 660,772 

ソフトウエア 440,322 452,411 

その他 45,834 37,827 

無形固定資産合計 1,081,592 1,151,010 

投資その他の資産 

その他 287,198 287,061 

貸倒引当金 △2,598 △7,153 

投資その他の資産合計 284,600 279,908 

固定資産合計 1,565,840 1,625,535 

資産合計 12,307,529 9,442,335 

負債の部 

流動負債 

買掛金 432,155 328,699 

未払法人税等 714,982 765,937 

預り保証金 4,907,879 2,904,909 

賞与引当金 117,519 116,896 

その他 363,113 432,643 

流動負債合計 6,535,650 4,549,087 

固定負債 

繰延税金負債 60,920 69,739 

固定負債合計 60,920 69,739 

負債合計 6,596,571 4,618,826 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 503,277 479,289 

資本剰余金 953,132 929,145 

利益剰余金 4,126,350 3,301,385 

株主資本合計 5,582,760 4,709,820 

少数株主持分 128,197 113,688 

純資産合計 5,710,957 4,823,508 

負債純資産合計 12,307,529 9,442,335 
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(2)【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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,355,028 

売上原価 831,871 

売上総利益 3,523,157 

販売費及び一般管理費 1,873,077 

営業利益 1,650,080 

営業外収益 

受取利息 15,985 

その他 1,430 

営業外収益合計 17,415 

営業外費用 

株式交付費 3,518 

その他 55 

営業外費用合計 3,574 

経常利益 1,663,921 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 583 

投資有価証券売却益 4,011 

特別利益合計 4,595 

特別損失 

固定資産売却損 1,700 

投資有価証券評価損 2,865 

その他 70 

特別損失合計 4,637 

税金等調整前四半期純利益 1,663,879 

法人税、住民税及び事業税 700,380 

法人税等調整額 △4,961 

法人税等合計 695,418 

少数株主利益 14,509 

四半期純利益 953,951 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 1,663,879 

減価償却費 162,588 

のれん償却額 65,336 

賞与引当金の増減額（△は減少） 622 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,689 

受取利息及び受取配当金 △15,985 

支払利息 43 

株式交付費 3,518 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,865 

投資有価証券売却損益（△は益） △4,011 

固定資産売却損益（△は益） 1,700 

売上債権の増減額（△は増加） 43,932 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,662 

仕入債務の増減額（△は減少） 103,455 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,119 

未払金の増減額（△は減少） △71,860 

前受金の増減額（△は減少） △888 

その他 37,558 

小計 1,987,609 

利息及び配当金の受取額 11,477 

利息の支払額 △43 

法人税等の支払額 △748,768 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,250,276 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 60,000 

有形固定資産の取得による支出 △57,805 

無形固定資産の取得による支出 △103,425 

投資有価証券の取得による支出 △7,350 

投資有価証券の売却による収入 4,860 

その他 △450 

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,170 

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 44,456 

配当金の支払額 △128,555 

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,098 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,062,006 

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 4,401,812 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(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 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

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

4,075,340 279,688 4,355,028 ― 4,355,028

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

772 ― 772 (772) ―

計 4,076,112 279,688 4,355,800 (772) 4,355,028

営業利益(又は営業損失) 1,614,996 33,425 1,648,421 1,658 1,650,080

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】

 【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表

（1）前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,058,377

Ⅱ 売上原価 788,112

   売上総利益 2,270,264

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,708,152

   営業利益 562,112

Ⅳ 営業外収益

    受取利息 4,000

    その他 1,346 5,342

Ⅴ 営業外費用

    支払利息 52

    株式交付費 558 611

   経常利益 566,848

Ⅵ 特別利益

      関係会社株式売却益 399,140

      その他 863 400,003

Ⅶ 特別損失 ─

     税金等調整前中間純利益 966,851

     法人税、住民税及び事業税 469,400

     法人税等調整額 △45,989 423,410

     少数株主利益 4,178

     中間純利益 539,262
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（2）前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 966,851

   減価償却費 134,621

   のれん償却額 75,515

   賞与引当金の増減額（減少:△） 7,805

   貸倒引当金の増減額（減少:△) △ 863

   受取利息 △ 4,000

   支払利息 52

   株式交付費 558

   関係会社株式売却益 △ 399,140

   売上債権の増減額（減少:△） 283,111

   たな卸資産の増減額（減少:△） 8,383

   仕入債務の増減額（減少:△） 242,020

   未払消費税の増減額（減少:△） △ 32,742

   未払金の増減額（減少:△） 37,977

   営業保証金の増減額（減少:△） 80,000

   前受金の増減額（減少:△） 4,881

   その他 77,409

       小計 1,482,441

   利息及び配当金の受取額 2,804

   利息の支払額 △ 52

   法人税の支払額 △ 523,507

  営業活動によるキャッシュ・フロー 961,686

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △ 60,000

   有形固定資産の取得による支出 △ 55,922

   無形固定資産の取得による支出 △ 152,634

   関係会社株式の取得による支出 △ 73,500

   関係会社株式の売却による収入 610,896

   その他 △ 22,522

  投資活動によるキャッシュ・フロー 246,317

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 65,000

   短期借入金の返済による支出 △ 65,000

   株式発行による収入 296

   配当金の支払額 △ 85,114

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 84,818

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少:△） 1,123,185

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,576,126

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,699,312
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