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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12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 ％

22年9月期第1四半期 1,946 △2.4 △19 ― △17 ― △24 ―

21年9月期第1四半期 1,994 ― 17 ― 2 ― △14 ―

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

22年9月期第1四半期 △676.58 ―

21年9月期第1四半期 △373.99 ―

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

22年9月期第1四半期 5,537 3,485 60.6 93,394.83
21年9月期 5,518 3,555 62.2 95,410.90

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  3,357百万円 21年9月期  3,430百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年9月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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  
 

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 4,100 0.4 150 △54.5 150 △45.7 100 △191.2 2,781.95

通期 9,200 19.6 750 44.2 700 79.4 430 ― 11,962.39
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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 

・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。 
業績予想の前提となる条件等については、５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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 57,851株 21年9月期  57,851株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期 21,905株 21年9月期  21,905株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 35,946株 21年9月期第1四半期 37,889株

㈱ウェブクルー（8767）平成22年９月期　第１四半期決算短信

2



当第１四半期連結会計期間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12月22日発表分）によれば、景気は、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にある

など依然として厳しい状況にあります。 

 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９月末現在3,132万

契約と前年同月比5.3％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、高速

データ通信が可能な第三世代携帯電話加入契約数は平成21年12月末現在10,617万契約となり、携帯電話加

入契約全体の96.0％を占めております（電気通信事業者協会調べ）。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、保険スクエアbang!自動車保険、車買取比

較.com等が堅調に推移いたしました。平成21年10月にはインターネット上のお魚屋さんをコンセプトとし

た海産物ＥＣサイト「サイバラ水産」を新規オープンし、サイトラインナップの拡充に努めました。その

結果、平成21年12月31日時点でサイト利用者累計数は571万人を超えました。 

 また、リアル事業におきましては保険代理店事業運営の㈱保険見直し本舗は順調に業績を伸ばしており

ます。当第１四半期連結会計期間において㈱小肥羊北海道を設立し、国内６店舗目となる小肥羊札幌店を

出店いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,945,898千円（前年同期比2.4％減）となり

ました。これは㈱保険見直し本舗及び㈱小肥羊ジャパンの業容拡大により売上高が増加したものの前年同

期に計上されていた㈱ウェブクルーリアルエステイトによる不動産売却による売上高386,272千円が無く

なったこと及び㈱ウェブクルーファイナンスによる新規融資停止に伴う売上高の減少によるものでありま

す。 

 利益面につきましては、業容拡大に伴う㈱ウェブクルーコモディティーズによるＥＣサイト開設費用、

㈱保険見直し本舗の新規出店費用及び㈱小肥羊ジャパンの新規出店費用を計上した結果、営業損失18,808

千円（前年同期は営業利益17,126千円）、経常損失17,425千円（前年同期は経常利益1,937千円）、四半

期純損失24,320千円（前年同期は四半期純損失14,170千円）となりました。 

  

 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!」は堅調に推移いたしました。ま

た、㈱保険見直し本舗は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1四半期連結会計期間

におきましては「仙台幸町ジャスコ店」、「幕張島忠ホームズ店」、「富谷イオン店」、「鹿児島イオン

店」、「稲毛海岸マリンピア店」、「ココエあまがさき店」、「熊本イオン八代店」、「新稲沢ヨシヅヤ

店」、「木更津ロックタウン店」、「守谷ロックシティ店」、「パークプレイス大分店」、「名古屋名西

ヨシヅヤ店」、「ちはら台ユニモ店」、「せんげん台セブンタウン店」、「宮崎イオン都城店」、「拝島

イトーヨーカドー店」、「錦糸町オリナス店」、「所沢ダイエー店」の計18店舗を新規出店し、全国84店

舗となりました。以上の結果、売上高は1,225,400千円、営業利益は17,400千円となりました。 

・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
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(2) 生活サービス事業 

 中古車の一括買取査定ウェブサイト「車買取比較.com」が好調に推移いたしました。以上の結果、売上

高は292,830千円、営業利益は128,040千円となりました。 

  

(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しております。ＦＸ会社の比較サイトである「金融スク

エアbang!ＦＸ比較」が堅調に推移いたしました。以上の結果、売上高は13,702千円、営業利益は4,998千

円となりました。 

  

(4) メディアレップ事業 

 ㈱ウェブクルーエージェンシーは新規クライアントの獲得及び取扱媒体の拡充に努めてまいりました。

また、当第１四半期よりiPhone3G(S)専用バッテリー内蔵保護ケースの全国販売を開始し、平成21年12月

にはエヴァンゲリオン仕様のデザインを手掛けるなど新規事業にも取組んでまいりました。以上の結果、

売上高は129,171千円、営業利益は9,286千円となりました。 

  

(5) フード事業 

 ㈱小肥羊北海道を平成21年10月に設立し、中国火鍋専門店小肥羊札幌店を平成21年12月に出店いたしま

した。以上の結果、売上高は201,428千円、営業利益は7,620千円となりました。 

  

(6) その他事業 

 平成21年10月に海産物ＥＣサイト「サイバラ水産」を新規開設し、年末のおせち等の販売を行いまし

た。㈱グランドエイジングは平成21年11月に介護職・看護職の転職応援サイト「介護求人セレクト」を新

規開設し、今後の収益拡大を見込んでおります。㈱ウェブクルーリアルエステイトは大型の不動産案件は

ありませんでした。以上の結果、売上高は83,365千円、営業損失は38,471千円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、5,537,374千円となり、前期末に比べ19,776千円の増

加となりました。これは主として、小肥羊札幌店や㈱保険見直し本舗の新規出店により有形固定資産が合

計で75,266千円増加したためであります。 

 負債は、2,052,162千円となり、前期末に比べ89,310千円の増加となりました。これは主として、業容

拡大に伴い未払金が89,996千円増加したことによるものです。 

 純資産は、3,485,211千円となり、前期末に比べ69,534千円の減少となりました。これは主として、配

当金の支払額53,919千円を計上したためであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ

176,530千円減少し、909,468千円となりました。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」 

 営業活動の結果減少した資金は、38,368千円となりました。これは主として、法人税等の支払額

164,280千円等といった減少要因が減価償却費53,108千円、前受収益57,260千円等の増加要因を上回った

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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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、181,826千円となりました。これは主として、連結子会社の新規出店

に伴う工事等により有形固定資産の取得による支出を85,310千円計上したほか、サイトの開発等により無

形固定資産の取得による支出を28,915千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」 

 財務活動の結果獲得した資金は、45,061千円となりました。これは主として、長期借入金の返済により

30,354千円及び配当金の支払により53,919千円減少したものの、短期借入金による収入で129,334千円増

加したことによるものです。 

  

当第１四半期におきましては、当初計画を若干下回ったものの概ね予定通り進捗いたしました。そのた

め、平成22年９月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月13日に発表いたしました第２四半期連

結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はございません。 

 第２四半期連結累計期間では売上高4,100,000千円、営業利益150,000千円、経常利益150,000千円、第

２四半期純利益100,000千円を、通期連結では売上高9,200,000千円、営業利益750,000千円、経常利益

700,000千円、当期純利益430,000千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。 

  
  

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。 

  

  

[表示方法の変更] 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前受収益の増減額（△は減少）」は金額的重要性が増した

為、区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「前受収益の増減額（△は減少）」は31,970千円

であります。 

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 909,468 1,085,998

受取手形及び売掛金 859,089 866,310

商品 225,254 216,979

原材料及び貯蔵品 20,006 8,609

営業貸付金 438,035 442,503

短期貸付金 608,767 614,105

繰延税金資産 46,772 40,788

その他 257,242 137,798

貸倒引当金 △150,615 △148,939

流動資産合計 3,214,020 3,264,155

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 665,831 600,806

その他（純額） 298,181 287,939

有形固定資産合計 964,012 888,745

無形固定資産   

のれん 117,412 122,843

その他 248,450 244,430

無形固定資産合計 365,863 367,274

投資その他の資産   

投資有価証券 390,165 394,463

破産更生債権等 955,438 955,252

その他 607,209 606,577

貸倒引当金 △959,335 △958,870

投資その他の資産合計 993,478 997,422

固定資産合計 2,323,353 2,253,442

資産合計 5,537,374 5,517,597

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,323 30,755

短期借入金 563,740 421,855

未払金 588,496 498,499

未払法人税等 16,062 168,866

賞与引当金 71,229 48,018

解約調整引当金 39,930 32,395

その他 398,652 396,582

流動負債合計 1,721,435 1,596,973
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 268,577 311,482

役員退職慰労引当金 27,024 22,838

退職給付引当金 23,231 18,886

その他 11,893 12,671

固定負債合計 330,726 365,877

負債合計 2,052,162 1,962,851

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,162,065 4,162,065

資本剰余金 4,376,114 2,867,816

利益剰余金 △334,492 △747,954

自己株式 △2,835,421 △2,835,421

株主資本合計 3,368,266 3,446,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △383 △4,907

為替換算調整勘定 △10,712 △11,957

評価・換算差額等合計 △11,096 △16,865

新株予約権 56,336 49,294

少数株主持分 71,704 75,812

純資産合計 3,485,211 3,554,746

負債純資産合計 5,537,374 5,517,597

㈱ウェブクルー（8767）平成22年９月期　第１四半期決算短信

7



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,993,600 1,945,898

売上原価 686,223 291,565

売上総利益 1,307,377 1,654,333

販売費及び一般管理費 1,290,251 1,673,141

営業利益又は営業損失（△） 17,126 △18,808

営業外収益   

受取利息 9,206 864

投資有価証券売却益 1,411 7,550

その他 1,620 1,665

営業外収益合計 12,239 10,081

営業外費用   

支払利息 5,949 3,460

持分法による投資損失 11,974 3,707

デリバティブ損失 8,527 －

その他 976 1,529

営業外費用合計 27,428 8,697

経常利益又は経常損失（△） 1,937 △17,425

特別利益   

固定資産売却益 － 36

持分変動利益 485 －

特別利益合計 485 36

特別損失   

投資有価証券評価損 5,489 5,607

賃貸借契約解約損 1,800 －

その他 1,119 89

特別損失合計 8,408 5,697

税金等調整前四半期純損失（△） △5,985 △23,086

法人税、住民税及び事業税 14,677 11,483

法人税等調整額 － △5,983

法人税等合計 14,677 5,499

少数株主損失（△） △6,492 △4,266

四半期純損失（△） △14,170 △24,320
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12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（△） △5,985 △23,086

減価償却費 45,868 53,108

のれん償却額 7,432 8,081

株式報酬費用 7,042 7,042

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,737 2,141

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,191 23,211

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,014 4,186

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,943 4,345

解約調整引当金の増減額（△は減少） － 7,535

受取利息及び受取配当金 △9,234 △905

支払利息 5,949 5,269

為替差損益（△は益） 968 1,201

持分法による投資損益（△は益） 11,974 3,707

投資有価証券売却損益（△は益） △1,411 △7,550

デリバティブ評価損益（△は益） 8,527 －

持分変動損益（△は益） △485 －

固定資産売却損益（△は益） － △36

固定資産除却損 831 89

投資有価証券評価損益（△は益） 5,489 5,607

売上債権の増減額（△は増加） 125,099 6,751

たな卸資産の増減額（△は増加） 333,182 △19,672

営業貸付金の増減額（△は増加） 46,840 4,467

仕入債務の増減額（△は減少） 21,099 12,567

未払金の増減額（△は減少） 42,053 13,160

前受収益の増減額（△は減少） － 57,260

その他 △13,312 △39,239

小計 659,814 129,244

利息及び配当金の受取額 3,593 1,135

利息の支払額 △4,032 △4,468

法人税等の支払額 △42,595 △164,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 616,780 △38,368
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △96,284 △85,310

無形固定資産の取得による支出 △50,355 △28,915

投資有価証券の取得による支出 △9,496 △216,329

投資有価証券の売却による収入 10,583 139,643

敷金及び保証金の差入による支出 △24,172 △39,539

敷金及び保証金の回収による収入 － 71,684

貸付けによる支出 △3,800 △29,500

貸付金の回収による収入 2,921 6,358

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 △3,491 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △189,703 △181,826

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） △443,372 129,334

長期借入れによる収入 80,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,502 △30,354

配当金の支払額 △56,833 △53,919

財務活動によるキャッシュ・フロー △422,708 45,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,707 △1,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,338 △176,530

現金及び現金同等物の期首残高 493,528 1,085,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 490,189 909,468
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12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。 

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、当第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１四半期連結累計期間の売上高は、その他事業が479,033千円(うち

外部顧客に対する売上高は219,138千円)減少しております。また、営業利益は、その他事業が3,682千円減

少しております。 

  

(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

841,447 287,160 64,688 219,138 171,664 409,500 1,993,600 ― 1,993,600

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 49,816 6,634 259,894 150 ― 316,496 △316,496 ―

計 841,447 336,976 71,323 479,033 171,815 409,500 2,310,096 △316,496 1,993,600

営業利益又は営業損失 
(△)

25,441 135,368 △13,666 3,682 23,739 32,323 206,889 △189,762 17,126

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
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12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。 

２ 事業区分の内容 

 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12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。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

1,225,400 292,830 13,702 129,171 201,428 83,365 1,945,898 ― 1,945,898

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 24,637 7,711 361,124 2,942 2,210 398,626 △398,626 ―

計 1,225,400 317,467 21,413 490,296 204,371 85,575 2,344,525 △398,626 1,945,898

営業利益又は営業損失 
(△)

17,400 128,040 4,998 9,286 7,620 △38,471 128,874 △147,683 △18,808

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、
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
Ｅコマース運営、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
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