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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3月31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9月期第2四半期 4,084 ― 330 ― 276 ― △110 ―

20年9月期第2四半期 2,906 32.9 286 5.1 267 33.2 119 △30.4

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9月期第2四半期 △2,898.26 ―

20年9月期第2四半期 2,599.16 2,594.18

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9月期第2四半期 5,560 3,984 69.9 104,245.25
20年9月期 6,187 4,162 66.1 108,002.93

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  3,886百万円 20年9月期  4,092百万円

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  
 

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9月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00

21年9月期 ― 1,500.00

21年9月期 
（予想）

― 1,500.00 3,000.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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  有  
 

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 8,000 31.7 650 33.8 600 28.2 300 ― 8,037.17



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、５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、５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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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。 
３．業績予想に関する詳細な説明は、平成21年５月１日付で開示しております「平成21年９月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通
期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 57,851株 20年9月期  57,851株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期 20,575株 20年9月期  19,962株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 37,821株 20年9月期第2四半期 45,844株



当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日～平成21年３月31日）の国内経済におけるわが国の経済は、総務

省内閣府の月例経済報告（平成21年３月16日発表分）によれば、景気は急速な悪化が続いており、輸出・生産・企

業収益は大幅に減少し、雇用情勢は急速に悪化しつつあり、個人消費は緩やかに減少する展開となりました。 

一方、インターネット関連業界におきましては、ブロードバンド契約数が平成20年12月末現在3,011万契約と前

年同月比6.4％増（総務省調べ）となっているように依然として継続的な拡大傾向にあります。 

依然として携帯電話の通信速度の向上やミニノートの普及により消費者が時間や場所を選ばずウェブサイトを閲

覧する機会が増加傾向にあります。加えて景気の悪化につれて消費者の節約志向が高まることは、当社グループの

ような生活を豊かに、そして快適にする生活支援のインターネットサービス事業者にとって追い風となってきてお

ります。 

このような環境のなか、当社グループにおきましては、引越し業者の一括見積もり請求ウェブサイト「引越し比

較.com」等が繁忙期による需要増を受け好調に推移したほか、各種メディアで話題となっている『婚活』の盛り上

がりにより「結婚サービス比較.com」についても順調に推移し、保険の一括見積もり・資料請求ウェブサイト「保

険スクエアbang!」等が堅調に推移いたしました。また、モバイル公式サイト「比較bang!★引越し」、「比較

bang!★車＆バイク買取」をｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイで新規開設し、モバイル経由利用者の取込を強化し

てまいりました。さらに、２月、３月に初の試みであるサイト横断キャンペーンを行い、利用者の集客力強化施策

を展開しました。その結果、平成21年３月31日時点でサイト利用者累計数は510万人を超え、平成21年３月の単月

利用者数では過去最高の10万7,171人となりました。また、保険代理店事業を運営する㈱保険見直し本舗は順調に

業績を伸ばしております。 

一方、債権について取立不能のおそれが生じたこと等により、特別損失として貸倒引当金繰入額300,674千円を

計上いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高4,083,676千円（前年同期比40.5％増）、営業利益

329,678千円（前年同期比15.1％増）、経常利益276,233千円（前年同期比3.3％増）、四半期純損失109,614千円

（前年同期は四半期純利益119,155千円）となりました。 

なお、事業の種類別セグメントにつきましては、前期まで「保険サービス事業」、「生活サービス事業」、「金

融サービス事業」及び「その他事業」に区分しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「保険サービス事

業」、「生活サービス事業」、「金融サービス事業」、「メディアレップ事業」、「フード事業」、「その他事

業」に変更いたしました。これは第１四半期連結会計期間より㈱小肥羊ジャパンが連結子会社となり「フード事

業」を新たに区分したことに加えて、当社グループの事業展開に基づく事業区分の見直しであり、セグメント情報

の有効性を高めることを目的としております。 

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保険サービス事業 

保険の一括見積もり・資料請求ウェブサイト「保険スクエアbang!」は着実に利用者数を伸ばし、㈱保険見直し本

舗は低コストで集客が見込める大型ショッピングモールを中心に展開しております。当第２四半期連結会計期間にお

きましては「西川口イトーヨーカドー店」、「上福岡ココネ店」、「亀戸サンストリート店」、「札幌ススキノラフ

ィラ店」の計４店舗を新規出店し、全国45店舗となりました。以上の結果、売上高は1,974,186千円、営業利益は

288,199千円となりました。 

②生活サービス事業 

 引越し業者の一括見積もり請求ウェブサイト「引越し比較.com」が繁忙期による需要増を受け好調に推移したほ

か、各種メディアで話題となっている『婚活』の盛り上がりにより「結婚サービス比較.com」についても順調に推移

し、当第２四半期連結会計期間においてモバイル公式サイト「比較bang!★引越し」、「比較bang!★車＆バイク買

取」をｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイで新規開設し、モバイル経由利用者の取込を強化してまいります。２月に

は引越し前後のお客様をターゲットとし、家具やインテリアを中心に取り扱ったネット通販サイト「引越しダンドリ

ショッピング」を新規開設し今後の収益化を見込んでおります。以上の結果、売上高は702,960千円、営業利益は

323,573千円となりました。 

③金融サービス事業 

㈱ウェブクルーファイナンスは、貸倒引当金の追加計上を行うと同時に貸付金残高の圧縮を進めております。以上

の結果、売上高は113,405千円、営業利益は6,282千円となりました。 

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



④メディアレップ事業 

㈱ウェブクルーエージェンシーは、当第２四半期連結会計期間に店舗向けケータイサイト作成サービス『モバ缶』

の販売を開始し、今後の収益拡大を見込んでおります。以上の結果、売上高は405,106千円、営業利益は9,660千円と

なりました。 

⑤フード事業 

㈱小肥羊ジャパンは順調に売上を伸ばしております。また、当第２四半期連結会計期間において今後の店舗展開を

見据えて子会社㈱小肥羊埼玉を設立しております。以上の結果、売上高は341,398千円、営業利益は26,333千円とな

りました。 

⑥その他事業 

㈱グランドエイジングは、有料老人ホームあんしん相談室の運営を行い、着実に収益を上げております。㈱ウェブ

クルーリアルエステイトは、不動産市況の動向を注視しながら販売用不動産を売却しております。以上の結果、売上

高は546,619千円、営業利益は35,621千円となりました。 

  

（1）財政状態の変動状況  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、5,560,082千円となり、前期末に比べ626,963千円の減少となりま

した。これは主として、㈱小肥羊ジャパンを連結子会社化したことに伴い有形固定資産が増加したものの、貸付金残

高の圧縮により営業貸付金及び短期貸付金が合計で1,234,118千円減少、及び販売用不動産の売却により販売用不動

産が421,632千円減少したためであります。 

負債は、1,576,387千円となり、前期末に比べ448,502千円の減少となりました。これは主として、有利子負債の圧

縮により短期借入金及び長期借入金が合計で728,678千円減少したことによるものです。 

純資産は、3,983,695千円となり、前期末に比べ178,461千円の減少となりました。これは主として、四半期純損失

109,614千円及び配当金の支払額56,833千円等によるものです。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期に比べ226,506千円

増加し、720,035千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、1,259,763千円となりました。これは主として、販売用不動産の売却等によりた

な卸資産が418,773千円減少したほか、営業貸付金の回収により営業貸付金が558,879千円減少したことによるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は、216,223千円となりました。これは主として、連結子会社の出店等により有形固

定資産の取得による支出を151,527千円計上、敷金及び保証金の差入による支出を104,244千円計上したことによるも

のです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、815,449千円となりました。これは主として、有利子負債圧縮により短期借入金

が998,285千円減少したことによるものです。 

  

 平成21年９月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結会計期間以降も景況感が依然として悪化傾向に

あるものの保険サービス事業を中心に順調に推移している為、通期連結では売上高8,000,000千円、営業利益650,000

千円、経常利益600,000千円、当期純利益300,000千円を見込んでおります。業績予想に関する詳細な説明は、平成21

年５月１日付で開示しております「平成21年９月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 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９月期より連結業績予想のみ開示させ

ていただきます。  

  

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



 該当事項はありません。  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

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。  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)が

適用されたことに伴い、主として個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算出して

おります。これによる損益に与える影響はありません。 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用  

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる損益

に与える影響は軽微であります。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・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を引き続

き採用しております。 

  この結果、リース資産が有形固定資産に8,308千円計上されておりますが、営業損益、経常損益、税金等調整

前四半期純損益に与える影響は軽微であります。また、セグメント情報に与える影響も軽微であります。  

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）

（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



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21年３月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 720,035 493,528

売掛金 988,676 806,174

商品 6,544 －

原材料 3,999 －

貯蔵品 1,886 3,708

販売用不動産 203,338 624,971

営業貸付金 506,079 1,383,350

短期貸付金 609,102 965,951

繰延税金資産 17,869 －

その他 315,414 229,877

貸倒引当金 △3,845 △5,365

流動資産合計 3,369,101 4,502,197

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 546,122 109,549

その他（純額） 278,779 80,683

有形固定資産合計 824,901 190,233

無形固定資産   

のれん 139,623 73,520

その他 230,994 203,234

無形固定資産合計 370,617 276,754

投資その他の資産   

投資有価証券 503,914 722,587

長期未収入金 878,365 878,365

その他 534,635 236,166

貸倒引当金 △921,453 △619,258

投資その他の資産合計 995,461 1,217,861

固定資産合計 2,190,981 1,684,849

資産合計 5,560,082 6,187,046



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,144 －

短期借入金 239,420 1,208,293

未払金 524,263 438,766

未払法人税等 70,621 41,755

賞与引当金 39,268 37,142

その他 359,568 226,140

流動負債合計 1,245,286 1,952,098

固定負債   

長期借入金 287,673 47,478

役員退職慰労引当金 20,265 12,246

退職給付引当金 12,182 11,228

その他 10,979 1,837

固定負債合計 331,101 72,791

負債合計 1,576,387 2,024,889

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,162,065 4,162,065

資本剰余金 2,867,816 2,867,816

利益剰余金 △390,131 △223,683

自己株式 △2,743,064 △2,713,289

株主資本合計 3,896,685 4,092,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,935 2,674

為替換算調整勘定 △6,904 △3,459

評価・換算差額等合計 △10,840 △785

新株予約権 35,210 21,126

少数株主持分 62,639 48,907

純資産合計 3,983,695 4,162,156

負債純資産合計 5,560,082 6,187,046



（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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,083,676

売上原価 1,080,237

売上総利益 3,003,439

販売費及び一般管理費 2,673,761

営業利益 329,678

営業外収益  

受取利息 17,676

投資有価証券売却益 1,628

雑収入 12,945

その他 6,989

営業外収益合計 39,239

営業外費用  

支払利息 8,371

持分法による投資損失 20,163

投資事業組合運用損 40,373

雑損失 10,328

その他 13,446

営業外費用合計 92,684

経常利益 276,233

特別利益  

持分変動利益 128

特別利益合計 128

特別損失  

貸倒引当金繰入額 300,674

固定資産除却損 3,544

投資有価証券売却損 13,164

投資有価証券評価損 5,794

その他 4,578

特別損失合計 327,756

税金等調整前四半期純損失（△） △51,395

法人税、住民税及び事業税 62,984

法人税等調整額 △17,869

法人税等合計 45,114

少数株主利益 13,105

四半期純損失（△） △109,614



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,090,076

売上原価 394,014

売上総利益 1,696,062

販売費及び一般管理費 1,396,247

営業利益 299,815

営業外収益  

受取利息 8,469

投資有価証券売却益 216

雑収入 12,945

その他 6,075

営業外収益合計 27,707

営業外費用  

支払利息 2,421

持分法による投資損失 8,189

投資事業組合運用損 40,373

雑損失 10,328

その他 4,650

営業外費用合計 65,963

経常利益 261,558

特別損失  

貸倒引当金繰入額 287,937

固定資産除却損 2,713

投資有価証券売却損 13,164

投資有価証券評価損 305

その他 2,846

特別損失合計 306,968

税金等調整前四半期純損失（△） △45,409

法人税、住民税及び事業税 48,306

法人税等調整額 △17,869

法人税等合計 30,437

少数株主利益 19,597

四半期純損失（△） △95,444



（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10月１日 
 至 平成21年３月31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損失（△） △51,395

減価償却費 91,140

のれん償却額 14,865

株式報酬費用 14,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 300,674

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,018

退職給付引当金の増減額（△は減少） 954

受取利息及び受取配当金 △17,739

支払利息 17,294

持分法による投資損益（△は益） 20,163

投資有価証券売却損益（△は益） 11,536

デリバティブ評価損益（△は益） 7,820

固定資産除却損 3,544

投資有価証券評価損益（△は益） 5,794

投資事業組合運用損益（△は益） 37,099

売上債権の増減額（△は増加） △174,956

たな卸資産の増減額（△は増加） 418,773

営業貸付金の増減額（△は増加） 558,879

仕入債務の増減額（△は減少） 12,144

未払金の増減額（△は減少） 34,843

その他 △34,757

小計 1,280,910

利息及び配当金の受取額 30,613

利息の支払額 △17,304

法人税等の支払額 △34,456

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,259,763

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 △151,527

無形固定資産の取得による支出 △60,794

投資有価証券の取得による支出 △40,176

投資有価証券の売却による収入 142,219

敷金及び保証金の差入による支出 △104,244

貸付けによる支出 △8,300

貸付金の回収による収入 22,166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△15,608

その他 41

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,223



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △998,285

長期借入れによる収入 280,000

長期借入金の返済による支出 △10,393

自己株式の取得による支出 △29,937

配当金の支払額 △56,833

財務活動によるキャッシュ・フロー △815,449

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 226,506

現金及び現金同等物の期首残高 493,528

現金及び現金同等物の四半期末残高 720,035



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。  

（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〕

  
保険サービ
ス事業 
（千円） 

生活サービ
ス事業 
（千円） 

金融サービ
ス事業 
（千円） 

メディアレ
ップ事業 
（千円） 

フード事業
（千円） 

その他事業
（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 
 1,132,739  415,800  48,716  185,967  169,733  137,119  2,090,076  －  2,090,076

(2)セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 －  15,944  16,270  363,538  1,639  －  397,393  △397,393  －

計  1,132,739  431,744  64,987  549,506  171,372  137,119  2,487,469  △397,393  2,090,076

営業利益  262,757  188,204  7,211  5,978  2,594  3,298  470,045  △170,230  299,815

  
保険サービ
ス事業 
（千円） 

生活サービ
ス事業 
（千円） 

金融サービ
ス事業 
（千円） 

メディアレ
ップ事業 
（千円） 

フード事業
（千円） 

その他事業
（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 
 1,974,186  702,960  113,405  405,106  341,398  546,619  4,083,676  －  4,083,676

(2)セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 －  65,760  22,905  623,433  1,789  －  713,889  △713,889  －

計  1,974,186  768,721  136,310  1,028,540  343,188  546,619  4,797,566  △713,889  4,083,676

営業利益  288,199  323,573  6,282  9,660  26,333  35,621  689,671  △359,993  329,678



２．事業区分の内容 

３．事業区分の方法の変更 

  事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき４区分としておりました

が、第１四半期連結会計期間よりフード事業を営む株式会社小肥羊ジャパンを新たに連結の範囲に含めたこと

に伴い、「フード事業」を追加しました。 

 また、前連結会計年度までその他事業に含めて表示しておりました「メディアレップ事業」を全セグメント

に占める割合が高くなったため、その他事業から分離することとしました。当社グループの事業展開に基づく

事業区分の見直しであり、セグメント情報の有効性を高めることを目的としております。 

  この結果、従来の方法に比較して当第２四半期連結累計期間の売上高は、その他事業が1,028,540千円（う

ち外部顧客に対する売上高は405,106千円）減少しております。また、営業利益は、その他事業が9,660千円減

少しております。 

  

  

 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。 

  

事業区分 主要製品

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、生命保険に関する生命保険

会社への顧客情報提供、生損保代理店業務「保険見直し本舗」運営 

生活サービス事業 
引越見積もりサービス比較、中古車買取サービス比較、及び結婚情報サービス比

較等 

金融サービス事業 
外国為替保証金取引比較、ネット証券比較、消費者金融サービス比較、外国為替

保証金取引業、及びクレジット業  

メディアレップ事業  広告代理店業  

フード事業  中国火鍋専門店「小肥羊」運営  

その他事業 シニア関連Ｅマーケットプレイス運営、不動産の売買・仲介・斡旋管理等 

〔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



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        2,906,294  100.0

Ⅱ 売上原価        850,392  29.3

売上総利益        2,055,902  70.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,769,509  60.9

営業利益        286,392  9.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息及び受取配当金  37,497            

２．投資有価証券売却益  52,143            

３．投資事業組合運用益  4,367            

４．その他  19,344  113,352  3.9

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  4,551            

２．持分法投資損失  21,027            

３．投資事業組合運用損失  7,798            

４．自己株式取得費用  39,080            

５．貸倒引当金繰入額  54,401            

６．その他  5,585  132,444  4.5

経常利益        267,300  9.2

Ⅵ 特別利益                  

１．関係会社株式売却益  10,240            

２．その他  777  11,018  0.3

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  7,213            

２．投資有価証券評価損  17,145            

３．その他  1,570  25,928  0.9



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

税金等調整前中間純利益        252,390  8.6

法人税、住民税及び事業
税  146,855            

法人税等調整額 △16,893  129,962  4.4

少数株主利益        3,272  0.1

中間純利益        119,155  4.1

        



  

（２）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10月１日 
至 平成20年３月31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  252,390

減価償却費   44,920

のれん償却額   1,240

株式報酬費用   7,042

投資有価証券売却損益
（益：△）  

△52,143

投資有価証券評価損   17,145

関係会社株式売却損益
（益：△） 

△10,240

固定資産除却損   7,213

持分法による投資損益
（益：△）  15,099

投資事業組合運用損益
（益：△）   3,430

自己株式取得費用   39,080

デリバティブ損益 
（益：△）   2,095

受取利息及び受取配当
金  

△37,497

支払利息   4,551

貸倒引当金の増減額（減
少：△）   62,828

退職給付引当金の増減額
（減少：△）   251

売上債権の増減額  
（増加：△）  

△115,165

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  

△291,572

営業貸付金の増減額 
（増加：△）   1,198,434

未払金の増減額   
（減少：△）   103,217

前受金の増減額   
（減少：△）   11,384

その他   76,071

小計  1,339,776

利息及び配当金の受取
額   27,216

利息の支払額  △4,881

法人税等の還付による受
取額   90,729

法人税等の支払額  △49,813

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,403,027



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

証券会社への預け金の純
増減額（増加：△）   2,150

有形固定資産の取得によ
る支出  

△92,720

無形固定資産の取得によ
る支出  

△87,385

投資有価証券の売却によ
る収入   110,789

貸付による支出  △153,650

貸付金の回収による収
入   43,416

その他  △45,370

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△222,769

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金純増減額   248,000

長期借入金の返済による
支出  

△5,004

自己株式の取得による支
出  

△1,842,129

配当金の支払額  △78,784

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,677,917

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

－

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

△497,660

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,229,514

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 731,854

    



前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

（注）１．各区分に属する主要なサービス 

     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、生命保険に関する生命保険会社 

               への顧客情報提供、生損保代理店業務「保険見直し本舗」運営 

     生活サービス事業 ：引越見積もりサービス比較、中古車買取サービス比較、及び結婚情報サービス比較等 

     金融サービス事業 ：ＦＸ比較、ネット証券比較、消費者金融サービス比較、ＦＸ業、及びクレジット業 

     メディアレップ事業：広告代理店業 

     フード事業    ：中国火鍋専門店「小肥羊」運営 

     その他事業    ：シニア関連Ｅマーケットプレイス運営、不動産の売買・仲介・斡旋管理等 

２．事業区分の方法の変更 

  事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき４区分としておりましたが、

平成21年９月期第１四半期連結会計期間よりフード事業を営む㈱小肥羊ジャパンを新たに連結の範囲に含めたこ

とに伴い、「フード事業」を追加しました。また、従来その他事業に含めて表示しておりました「メディアレッ

プ事業」を全セグメントに占める割合が高くなったため、その他事業から分離することとしました。当社グルー

プの事業展開に基づく事業区分の見直しであり、セグメント情報の有効性を高めることを目的としております。

 この結果、従来の方法に比較して平成20年９月期中間連結累計期間の売上高は、その他事業が1,143,125千円

（うち外部顧客に対する売上高は549,614千円）減少しております。また、営業利益は、その他事業が8,754千円

増加しております。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

 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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31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。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
保険サー
ビス事業 
（千円） 

生活サー
ビス事業 
（千円） 

金融サー
ビス事業
（千円）

メディア
レップ事

業  
（千円）

フード事
業 

（千円）

その他事
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 

1,397,678  588,708  112,723  549,614 -  257,568 2,906,294     - 2,906,294

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 199,203  24,054  8,452  593,510    -  3,968  829,190  △829,190     - 

計 1,596,882  612,763  121,176 1,143,125    -  261,537 3,735,484  △829,190 2,906,294

営業費用 1,398,235  325,287  68,013 1,151,879     -  244,919 3,188,334  △568,432 2,619,902

営業利益又は営

業損失（△） 
 198,646  287,475  53,163  △8,754     -  16,617  547,149  △260,757  286,392

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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