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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6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9月期第3四半期 5,837 ― 422 ― 368 ― △70 ―

20年9月期第3四半期 4,450 30.3 410 △21.3 414 △3.3 131 △66.8

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3四半期 △1,863.89 ―

20年9月期第3四半期 2,994.73 2,977.72

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3四半期 5,629 3,924 67.8 104,861.06
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3四半期  3,814百万円 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  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 8,000 31.7 650 33.8 600 28.2 300 ― 8,088.00



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。 

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3四半期 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3四半期 21,475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3四半期 37,464株 20年9月期第3四半期 43,742株



当第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日～平成21年６月30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６月17日発表分）によれば、景気は厳しい状況にあるものの、一部に持ち直し

の動きがみられるとあり、個人消費は弱い動きとなっているものの、一部に下げ止まりの兆しもみられる様相とな

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21年３月末現在3,033万契約と前

年同月比5.5％増（総務省調べ）となっているように継続的な拡大傾向にあります。 

また、携帯電話の通信速度の向上やミニノートの普及、スマートフォンの拡がり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」等が繁忙期経過後も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」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!★保険」をｉモード、Yahoo!ケータイ、

EZweb、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。その結果、平成21年６月30日時点で

サイト利用者累計数は533万人を超えました。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。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高5,837,106千円（前年同期比31.2％増）、営業利益

421,525千円（前年同期比2.7％増）、経常利益367,604千円（前年同期比11.2％減）となる一方、第２四半期連結

累計期間までに特別損失として計上した貸倒引当金繰入額300,674千円が影響し、四半期純損失69,828千円（前年

同期は四半期純利益130,995千円）となりました。※前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

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３四半期連結会計期間にお

きましては「アリオ八尾店」、「大宮ジャスコ店」、「ルララ港北店」、「鹿児島N's CITY谷山店」、「イオン土浦

店」、「富士南イオン店」、「ラスパ御嵩店」、「諏訪の森イオンタウン店」、「ららぽーと磐田店」、「カルフー

ル狭山店」の計10店舗を新規出店し、全国55店舗となりました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は

3,022,179千円、営業利益は412,758千円となりました。 

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」が繁忙期経過後も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３四

半期連結会計期間においてモバイル公式サイト「比較bang!★保険」をｉモード、Yahoo!ケータイ、EZwebで新規開設

し、モバイル経由利用者の取込を強化しております。以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,045,911

千円、営業利益は457,615千円となりました。 

③金融サービス事業 

㈱ウェブクルーファイナンスは、新規融資を停止するとともに貸付金残高の圧縮を進めております。以上の結果、

当第３四半期連結累計期間の売上高は155,013千円、営業利益は13,652千円となりました。 

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３四半期連結会計期間において比較サイト以外のメディア及びウェブクル

ーグループ外のメディアの拡販に注力いたしました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は544,971千

円、営業利益は29,896千円となりました。 

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３四半期連結会計期間において子会社㈱小肥羊埼

玉は小肥羊大宮店出店に向けて準備をしてまいりました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は

470,660千円、営業利益は1,087千円となりました。 

⑥その他事業 

㈱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。㈱ウェブ

クルーコモディティーズは、ＥＣサイト立ち上げに向けて準備をしております。以上の結果、当第３四半期連結累計

期間の売上高は598,368千円、営業利益は17,443千円となりました。  

（1）財政状態の変動状況  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、5,628,571千円となり、前期末に比べ558,474千円の減少となりま

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1,242,049千円減少、及び販売用不動産の売却により販売用不動

産が421,164千円減少したためであります。 

負債は、1,704,358千円となり、前期末に比べ320,531千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753,533千円減少したことによるものです。 

純資産は、3,924,213千円となり、前期末に比べ237,943千円の減少となりました。これは主として、自己株式の取

得86,224千円及び配当金の支払額112,747千円等によるものです。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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309,614千円

増加し、803,143千円となりました。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、1,613,466千円となりました。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417,236千円減少したほか、営業貸付金の回収により営業貸付金が575,705千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、351,321千円となりました。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218,095千円計上、敷金及び保証金の差入による支出を144,656千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、952,668千円となりました。これは主として、有利子負債圧縮により短期借入金

が1,013,285千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３四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。 

 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１四半期連結会計期間より「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7,656千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。  

⑤追加情報 

 解約調整引当金の計上 

 当第３四半期連結会計期間より、㈱保険見直し本舗は保険契約をした顧客の短期解約によって保険会社から請

求される解約調整金の金額の重要性が増したため、今後の解約により生ずると見積もられる解約調整金額を解約

調整引当金として計上しております。 

  この結果、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ18,643千円

減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 803,143 493,528

売掛金 835,983 806,174

商品 7,525 －

原材料 4,013 －

貯蔵品 1,960 3,708

販売用不動産 203,807 624,971

営業貸付金 489,253 1,383,350

短期貸付金 617,998 965,951

繰延税金資産 28,284 －

その他 374,967 229,877

貸倒引当金 △4,041 △5,365

流動資産合計 3,362,896 4,502,197

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 552,987 109,549

その他（純額） 302,119 80,683

有形固定資産合計 855,106 190,233

無形固定資産   

のれん 133,259 73,520

その他 245,292 203,234

無形固定資産合計 378,552 276,754

投資その他の資産   

投資有価証券 498,615 722,587

長期未収入金 878,365 878,365

その他 576,488 236,166

貸倒引当金 △921,453 △619,258

投資その他の資産合計 1,032,016 1,217,861

固定資産合計 2,265,675 1,684,849

資産合計 5,628,571 6,187,046



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,683 －

短期借入金 224,420 1,208,293

未払金 479,053 438,766

未払法人税等 102,512 41,755

賞与引当金 44,557 37,142

解約調整引当金 18,643 －

その他 495,385 226,140

流動負債合計 1,379,255 1,952,098

固定負債   

長期借入金 277,818 47,478

役員退職慰労引当金 20,466 12,246

退職給付引当金 16,364 11,228

その他 10,454 1,837

固定負債合計 325,103 72,791

負債合計 1,704,358 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 △406,258 △223,683

自己株式 △2,799,514 △2,713,289

株主資本合計 3,824,108 4,092,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,810 2,674

為替換算調整勘定 △7,872 △3,459

評価・換算差額等合計 △9,682 △785

新株予約権 42,252 21,126

少数株主持分 67,534 48,907

純資産合計 3,924,213 4,162,156

負債純資産合計 5,628,571 6,187,046



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,837,106

売上原価 1,366,100

売上総利益 4,471,006

販売費及び一般管理費 4,049,480

営業利益 421,525

営業外収益  

受取利息 25,850

投資有価証券売却益 2,065

雑収入 12,945

その他 7,689

営業外収益合計 48,550

営業外費用  

支払利息 10,023

持分法による投資損失 28,572

投資事業組合運用損 40,373

雑損失 10,328

その他 13,174

営業外費用合計 102,472

経常利益 367,604

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 300,871

固定資産除却損 7,653

投資有価証券売却損 13,164

投資有価証券評価損 4,759

その他 4,578

特別損失合計 331,027

税金等調整前四半期純利益 36,705

法人税、住民税及び事業税 117,458

法人税等調整額 △29,309

法人税等合計 88,148

少数株主利益 18,385

四半期純損失（△） △69,828



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,753,429

売上原価 285,862

売上総利益 1,467,566

販売費及び一般管理費 1,375,719

営業利益 91,847

営業外収益  

受取利息 8,174

投資有価証券売却益 437

その他 1,384

営業外収益合計 9,996

営業外費用  

支払利息 1,652

持分法による投資損失 8,408

その他 411

営業外費用合計 10,472

経常利益 91,371

特別利益  

投資有価証券評価損戻入額 1,034

特別利益合計 1,034

特別損失  

貸倒引当金繰入額 196

固定資産除却損 4,108

特別損失合計 4,305

税金等調整前四半期純利益 88,100

法人税、住民税及び事業税 54,474

法人税等調整額 △11,440

法人税等合計 43,033

少数株主利益 5,279

四半期純利益 39,786



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21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 36,705

減価償却費 139,335

のれん償却額 23,730

株式報酬費用 21,126

貸倒引当金の増減額（△は減少） 300,871

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,219

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,136

解約調整引当金の増減額（△は減少） 18,643

受取利息及び受取配当金 △25,953

支払利息 28,527

持分法による投資損益（△は益） 28,572

投資有価証券売却損益（△は益） 11,099

デリバティブ評価損益（△は益） 7,820

固定資産除却損 7,699

投資有価証券評価損益（△は益） 4,759

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） △22,263

たな卸資産の増減額（△は増加） 417,236

営業貸付金の増減額（△は増加） 575,705

仕入債務の増減額（△は減少） 14,683

未払金の増減額（△は減少） △25,784

その他 47,513

小計 1,667,897

利息及び配当金の受取額 31,137

利息の支払額 △28,526

法人税等の支払額 △57,042

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,613,466

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 △218,095

無形固定資産の取得による支出 △78,253

投資有価証券の取得による支出 △79,790

投資有価証券の売却による収入 181,936

敷金及び保証金の差入による支出 △144,656

貸付けによる支出 △31,700

貸付金の回収による収入 34,804

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 △351,321



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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） △1,013,285

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 △20,248

自己株式の取得による支出 △86,387

配当金の支払額 △112,747

財務活動によるキャッシュ・フロー △952,668

現金及び現金同等物に係る換算差額 138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 309,614

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 803,143



 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３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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 
 1,047,993  342,950  41,608  139,864  129,262  51,748  1,753,429  －  1,753,429

(2)セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 －  15,707  11,595  374,737  1,920  2,435  406,396  △406,396  －

計  1,047,993  358,658  53,204  514,602  131,182  54,184  2,159,826  △406,396  1,753,429

営業利益又は

営業損失(△) 
 124,558  134,042  7,370  20,235  △25,245  △18,178  242,782  △150,935  91,847

  
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 
 3,022,179  1,045,911  155,013  544,971  470,660  598,368  5,837,106  －  5,837,106

(2)セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 －  81,467  34,501  998,171  3,709  2,435  1,120,286  △1,120,286  －

計  3,022,179  1,127,379  189,515  1,543,143  474,370  600,804  6,957,392  △1,120,286  5,837,106

営業利益  412,758  457,615  13,652  29,896  1,087  17,443  932,454  △510,928  421,525



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㈱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３四半期連結累計期間の売上高は、その他事業が1,543,143千円（う

ち外部顧客に対する売上高は544,971千円）減少しております。また、営業利益は、その他事業が29,896千円

減少しております。 

４．追加情報 

解約調整引当金の計上 

 当第３四半期連結会計期間より、㈱保険見直し本舗は保険契約をした顧客の短期解約によって保険会社から

請求される解約調整金の金額の重要性が増したため、今後の解約により生ずると見積もられる解約調整金額を

解約調整引当金として計上しております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高及び営業利益は、保険サービス事業がそれぞれ18,643千円減

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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  
前年同四半期

（自 平成19年10月１日 
    至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       4,450,366  100.0

Ⅱ 売上原価       1,293,078  29.1

売上総利益       3,157,287  70.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費       2,746,947  61.7

営業利益       410,340  9.2

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息及び受取配当金  61,254           

２．投資有価証券売却益  55,959           

３．その他  36,018  153,233  3.4

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  7,090           

２．持分法投資損失  35,211           

３．自己株式取得費用  40,096           

４．貸倒引当金繰入額  54,401           

５．その他  12,715  149,515  3.3

経常利益       414,057  9.3

Ⅵ 特別利益                

１．関係会社株式売却益  10,240           

２．その他  910  11,151  0.2

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  11,716           

２．投資有価証券評価損  103,527           

３．その他  5,212  120,455  2.7



  

  
前年同四半期

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

税金等調整前四半期純利
益       304,753  6.8

法人税、住民税及び事業
税  177,585           

法人税等調整額 △16,893  160,692  3.6

少数株主利益       13,065  0.3

四半期純利益       130,995  2.9

        



前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

税金等調整前四半期純利
益  304,753

減価償却費  71,698

のれん償却額  2,764

株式報酬費用  14,084

投資有価証券売却損益
（益：△） 

△55,940

投資有価証券評価損  103,527

関係会社株式売却損益
（益：△） 

△10,240

固定資産除却損  11,716

持分法による投資損益
（益：△）  28,754

投資事業組合運用損益
（益：△）  3,430

デリバティブ損益 
（益：△） 

△9,865

受取利息及び受取配当金 △61,254

支払利息  7,090

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：△）  1,707

売上債権の増減額 
（増加：△）  17,013

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

△212,897

営業貸付金の増減額 
（増加：△）  1,135,360

未払金の増減額 
（減少：△）  192,642

前受金の増減額 
（減少：△）  5,489

その他  75,136

小計  1,687,799

利息及び配当金の受取額  38,932

利息の支払額 △7,123

法人税等の還付による受
取額  90,729

法人税等の支払額 △60,111

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,750,226



  

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

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：△） 

△36,159

有形固定資産の取得によ
る支出 

△107,095

無形固定資産の取得によ
る支出 

△93,509

投資有価証券の取得によ
る支出 

△143,334

投資有価証券の売却によ
る収入  119,114

貸付による支出 △212,650

貸付金の回収による収入  68,362

連結子会社株式の追加取
得による支出  

△60,600

その他 △65,448

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△531,321

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  491,000

長期借入金の返済による
支出 

△7,506

新株発行による収入  7,500

自己株式の取得による支
出 

△2,075,798

配当金の支払額 △140,152

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,724,956

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  1,680

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△504,371

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四半
期末残高  725,142



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年６月30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月期第３四半期連結累計期間の売上高は、その他事業が

1,702,336千円（うち外部顧客に対する売上高は812,313千円）減少しております。また、営業利益は、その他事

業が16,245千円減少しております。 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年６月30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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年10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。 

  

（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 

2,188,458  893,003  168,062  812,313 -  388,529 4,450,366     - 4,450,366

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 301,552  44,708  14,311  890,023    -  3,968 1,254,565  △1,254,565     - 

計 2,490,011  937,712  182,374 1,702,336    -  392,497 5,704,932  △1,254,565 4,450,366

営業費用 2,188,330  516,555  131,604 1,686,091     -  357,422 4,880,004  △839,977 4,040,026

営業利益  301,680  421,157  50,769  16,245     -  35,075  824,928  △414,587  410,340

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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