
平成 21 年９月 25 日 
各    位 

 
会 社 名  比較.com 株式会社 
代表者名  代表取締役社長 渡邉 哲男 
（コード番号 2477  東証マザーズ） 
問合せ先  取締役経営企画室長 峰崎 揚右   

（TEL． 03 －  5447  －  6690  ） 
 

（訂正）「平成 21 年６月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年８月14日付けで発表いたしました、「平成21年６月期 決算短信」につきまして、そ

の内容に一部誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。  

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記  

＜訂正内容＞  

４.連結財務諸表（セグメント情報）（26ページ）  

 

【訂正前】 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

  

インターネ

ット 

広告 

事業 

（千円） 

アプリケー

ションサー

ビス事業 

（千円） 

オンライン

トラベル 

事業  

 （千円）

その他 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去または

全社  

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益                               

 売上高                               

353,309 329,816 39,841 2,731 725,698 － 725,698(1）外部顧客に対する 

      売上高 

  (2）セグメント間の 

      内部売上高または 

      振替高 
－ － － － － － －

計 353,309 329,816 39,841 2,731 725,698 － 725,698

    営業費用 340,463 267,963 108,488 5,864 722,780 27,899 750,680

    営業利益または 

    営業損失（△） 
12,845 61,852 △68,647 △3,133 2,917 △27,899 △24,982

Ⅱ 資産、減価償却費、 

    減損損失及び 

  資本的支出 

                              

  資産 142,481 372,428 247,362 5,937 768,210 978,043 1,746,254

  減価償却費 156 46,049 5,360 59 51,627 － 51,627

  減損損失 － － 22,604 4,335 26,939 － 26,939

  資本的支出 5,000 － 78,585 － 83,585 － 83,585

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 



（１）インターネット広告事業 …… 当社運営の広告媒体（総合比較サイト『比較.com』等） 

（２）アプリケーションサービス事業 ……『手間いらず！』『手間なし』 

（３）オンライントラベル事業 …… 旅行予約サイト『予約.com』及び『マル得ホテル予約』 

（注）本事業は、当連結会計年度においてグローバルトラベルオンライン株式会社（現

予約.com株式会社）がプレコ株式会社より譲受けた国内ホテル総合予約サービス事

業を当連結会計年度より新たに追加したセグメントであります。 

（４）その他事業 …… 遺伝子検査キット『ヒメナの遺伝子ダイエット』及び 

『ABO式血液型遺伝子検査キット』 

（注）本事業は、当連結会計年度において株式会社ヒメナ・アンド・カンパニーの株式

を取得し連結子会社化したことに伴い、当連結会計年度より新たに追加したセグ

メントであります。 

３． 資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、978,043千円であり、その

主なものは当社での余資運用資金であります。 

４．追記情報 

のれん償却額については、当連結会計年度より減価償却費に含めております。なお、前連

結会計年度における、のれん償却額はアプリケーションサービス事業で48,382千円、オンラ

イントラベル事業で652千円発生しております。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

  

インターネ

ット 

広告 

事業 

（千円） 

アプリケー

ションサー

ビス事業 

（千円） 

オンライン

トラベル 

事業  

 （千円）

その他 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去または

全社  

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益                               

 売上高                               

353,309 329,816 39,841 2,731 725,698 － 725,698(1）外部顧客に対する 

      売上高 

  (2）セグメント間の 

      内部売上高または 

      振替高 
－ － － － － － －

計 353,309 329,816 39,841 2,731 725,698 － 725,698

    営業費用 340,463 267,963 108,488 5,864 722,780 27,899 750,680

    営業利益または 

    営業損失（△） 
12,845 61,852 △68,647 △3,133 2,917 △27,899 △24,982

Ⅱ 資産、減価償却費、 

    減損損失及び 

  資本的支出 

                              

  資産 142,481 372,428 247,362 5,937 768,210 978,043 1,746,254

  減価償却費 156 46,049 11,915 926 59,048 － 59,048

  減損損失 － － 22,604 4,335 26,939 － 26,939

  資本的支出 5,000 － 78,585 － 83,585 － 83,585



 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

（１）インターネット広告事業 …… 当社運営の広告媒体（総合比較サイト『比較.com』等） 

（２）アプリケーションサービス事業 ……『手間いらず！』『手間なし』 

（３）オンライントラベル事業 …… 旅行予約サイト『予約.com』及び『マル得ホテル予約』 

（注）本事業は、当連結会計年度においてグローバルトラベルオンライン株式会社（現

予約.com株式会社）がプレコ株式会社より譲受けた国内ホテル総合予約サービス事

業を当連結会計年度より新たに追加したセグメントであります。 

（４）その他事業 …… 遺伝子検査キット『ヒメナの遺伝子ダイエット』及び 

『ABO式血液型遺伝子検査キット』 

（注）本事業は、当連結会計年度において株式会社ヒメナ・アンド・カンパニーの株式

を取得し連結子会社化したことに伴い、当連結会計年度より新たに追加したセグ

メントであります。 

３． 資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、978,043千円であり、その

主なものは当社での余資運用資金であります。 

4．追加情報 

のれん償却額については、当連結会計年度より減価償却費に含めております。当連結会計

年度におけるのれん償却額は、インターネット広告事業で156千円、アプリケーションサー

ビス事業で45,952千円、オンライントラベル事業で5,764千円、その他事業で867千円発生し

ております。なお、前連結会計年度におけるのれん償却額は、アプリケーションサービス事

業で48,382千円、オンライントラベル事業で652千円発生しております。 

 

以上 

 


