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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22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 ％

22年9月期第2四半期 4,275 4.7 187 △43.2 192 △30.7 51 ―

21年9月期第2四半期 4,084 ― 330 ― 276 ― △110 ―

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2四半期 1,412.61 1,363.23
21年9月期第2四半期 △2,898.26 ―

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2四半期 5,690 3,566 59.8 95,754.52
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2四半期  3,404百万円 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  

22年9月期第2四半期末の配当原資には、資本剰余金が含まれています。詳細は、３ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。 

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 ― 1,500.00

22年9月期 
（予想）

― 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 9,200 19.6 750 44.2 700 79.4 430 ― 12,096.66
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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、６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、６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、６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．業績予想に関する詳細な説明は、平成22年５月７日付で開示しております「平成22年９月期第２四半期累計期間（連結）業績予想との差異に関するお
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 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2四半期 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2四半期 22,298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2四半期 35,896株 21年9月期第2四半期 37,821株
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

22 年 9 月期第 2 四半期末の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

基準日 第２四半期末 

1 株当たり配当金 1,500 円 00 銭

配当金総額 53,329 千円

（注）純資産減少割合  0.012 
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当第２四半期連結累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22

年３月15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12月末現在3,170万

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。 

 このような環境のなか、比較サイト事業である車買取比較.comが好調に推移しております。その結果、

平成22年3月31日時点でサイト利用者累計数は599万人を超えました。また、当社グループのリアル事業で

ある保険代理店事業運営の㈱保険見直し本舗は店舗数を拡大し、順調に業績を伸ばしてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高4,275,384千円（前年同期比4.7％増）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ことによるも

のであります。 

 利益面につきましては、㈱保険見直し本舗の代理店手数料が増加する一方、㈱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、営業利益187,186千円（前年同期比43.2％減）、経常利益191,564千円（前年同期比

30.7％減）、四半期純利益50,706千円（前年同期は四半期純損失109,614千円）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２四半期連結累計期間

におきましては第１四半期に新規出店した18店舗に加え、「長崎ジャスコ大村店」、「鳥取北イオン

店」、「横須賀ショッパーズプラザ店」、「イオンモール新瑞橋店」、「香川イオン綾川店」、「四日市

北イオン店」、「長岡アクロスプラザ店」、「高槻ジャスコ店」、「ひたちなかファッションクルーズ

店」、「豊橋南ジャスコ店」の計10店舗を新規出店し、全国92店舗となりました。以上の結果、売上高は

2,687,681千円、営業利益は233,671千円となりました。 

  

(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695,462千円、営業利益は261,431千円となりました。 

  

(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。以上の結果、売上高は23,477千円、営業

利益は10,287千円となりました。 

  

・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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(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２四半期連結累計期間には「エヴァンゲリヲン新劇場版」コラボ企画である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、ご好評をいただきました。以上の結果、売上高は

322,483千円、営業利益は30,150千円となりました。  

  

(5) フード事業  

 ㈱小肥羊ジャパンが運営する中国火鍋専門店は堅調に推移いたしました。また、小肥羊札幌店は平成22

年２月開催のさっぽろ雪まつりに「サイバラ水産」と共同で出展いたしました。以上の結果、売上高は

390,009千円、営業利益は4,335千円となりました。  

  

(6) その他事業  

 ㈱ウェブクルーコモディティーズが運営する海産物ＥＣサイト「サイバラ水産」はさっぽろ雪まつりに

出展いたしました。以上の結果、売上高は156,269千円、営業損失は64,856千円となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、5,690,152千円となり、前連結会計年度末に比べ

172,554千円の増加となりました。これは主として、売掛金が282,546千円増加したことによるものであり

ます。 

 負債は、2,124,478千円となり、前連結会計年度末に比べ161,627千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142,524千円増加したことによるものです。 

 純資産は、3,565,674千円となり、主だった変動がなく前連結会計年度末に比べ10,927千円の増加とな

りました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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、前連結会計年度

末に比べ371,336千円減少し、714,662千円となりました。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、68,098千円となりました。これは主として、税引前当期純利益

183,138千円、減価償却費117,028千円、前受収益124,584千円等の増加要因が売上債権の増加284,246千円

や法人税等の支払額169,672千円等といった減少要因を上回っ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、268,565千円となりました。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129,904千円を計上したほか、敷金及び保証金の支

払額93,243千円を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、169,418千円となりました。これは主として、長期借入れによる収入

で140,000千円増加したものの、長期借入金の返済による支出87,810千円の計上、短期借入金138,498千円

の減少及び配当金の支払による53,919千円の減少したことによるものです。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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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通期の連結業績

予想に変更はございません。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。 

 また、業績予想に関する詳細な説明は、平成22年５月７日付で開示しております「平成22年９月期第２

四半期累計期間（連結）業績予想との差異に関するお知らせ」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いる為、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。 

  

[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、前第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれている「前受収益の増減額（△は減少）」は

23,755千円であります。 

  

  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 714,662 1,085,998

受取手形及び売掛金 1,150,086 866,310

商品 257,902 216,979

原材料及び貯蔵品 18,496 8,609

営業貸付金 430,804 442,503

短期貸付金 609,841 614,105

繰延税金資産 59,756 40,788

その他 274,564 137,798

貸倒引当金 △150,949 △148,939

流動資産合計 3,365,164 3,264,155

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 659,770 600,806

その他（純額） 302,884 287,939

有形固定資産合計 962,654 888,745

無形固定資産   

のれん 112,451 122,843

その他 246,221 244,430

無形固定資産合計 358,672 367,274

投資その他の資産   

投資有価証券 345,446 394,463

破産更生債権等 955,438 955,252

その他 662,110 606,577

貸倒引当金 △959,335 △958,870

投資その他の資産合計 1,003,660 997,422

固定資産合計 2,324,987 2,253,442

資産合計 5,690,152 5,517,597

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,922 30,755

短期借入金 106,506 421,855

1年内返済予定の長期借入金 215,853 －

未払金 641,024 498,499

未払法人税等 135,881 168,866

賞与引当金 79,359 48,018

解約調整引当金 47,406 32,395

その他 483,050 396,582

流動負債合計 1,732,003 1,596,973

㈱ウェブクルー（8767）平成22年９月期　第２四半期決算短信

7



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 324,670 311,482

役員退職慰労引当金 28,931 22,838

退職給付引当金 26,964 18,886

その他 11,908 12,671

固定負債合計 392,474 365,877

負債合計 2,124,478 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 △259,465 △747,954

自己株式 △2,864,612 △2,835,421

株主資本合計 3,414,102 3,446,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 936 △4,907

為替換算調整勘定 △10,677 △11,957

評価・換算差額等合計 △9,741 △16,865

新株予約権 63,378 49,294

少数株主持分 97,935 75,812

純資産合計 3,565,674 3,554,746

負債純資産合計 5,690,152 5,517,597
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,083,676 4,275,384

売上原価 1,080,237 629,034

売上総利益 3,003,439 3,646,349

販売費及び一般管理費 2,673,761 3,459,163

営業利益 329,678 187,186

営業外収益   

受取利息 17,676 2,329

投資有価証券売却益 1,628 10,145

雑収入 12,945 －

その他 6,989 20,594

営業外収益合計 39,239 33,069

営業外費用   

支払利息 8,371 7,137

持分法による投資損失 20,163 9,650

投資事業組合運用損 40,373 4,470

雑損失 10,328 －

その他 13,446 7,432

営業外費用合計 92,684 28,690

経常利益 276,233 191,564

特別利益   

固定資産売却益 － 29

持分変動利益 128 －

特別利益合計 128 29

特別損失   

貸倒引当金繰入額 300,674 －

固定資産除却損 3,544 2,572

投資有価証券売却損 13,164 276

投資有価証券評価損 5,794 5,607

その他 4,578 －

特別損失合計 327,756 8,456

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△51,395 183,138

法人税、住民税及び事業税 62,984 129,645

法人税等調整額 △17,869 △18,967

法人税等合計 45,114 110,678

少数株主利益 13,105 21,753

四半期純利益又は四半期純損失（△） △109,614 50,706
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第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２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,090,076 2,329,485

売上原価 394,014 337,469

売上総利益 1,696,062 1,992,016

販売費及び一般管理費 1,396,247 1,786,021

営業利益 299,815 205,995

営業外収益   

受取利息 8,469 1,464

投資有価証券売却益 216 2,594

雑収入 12,945 －

その他 6,075 18,928

営業外収益合計 27,707 22,987

営業外費用   

支払利息 2,421 3,676

持分法による投資損失 8,189 5,942

投資事業組合運用損 40,373 4,470

雑損失 10,328 －

その他 4,650 5,909

営業外費用合計 65,963 19,999

経常利益 261,558 208,983

特別損失   

貸倒引当金繰入額 287,937 －

固定資産除却損 2,713 2,482

投資有価証券売却損 13,164 276

投資有価証券評価損 305 －

その他 2,846 －

特別損失合計 306,968 2,758

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△45,409 206,224

法人税、住民税及び事業税 48,306 118,162

法人税等調整額 △17,869 △12,984

法人税等合計 30,437 105,178

少数株主利益 19,597 26,019

四半期純利益又は四半期純損失（△） △95,444 75,027
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△51,395 183,138

減価償却費 91,140 117,028

のれん償却額 14,865 13,042

株式報酬費用 14,084 14,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 300,674 2,474

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,125 31,341

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,018 6,093

退職給付引当金の増減額（△は減少） 954 8,077

解約調整引当金の増減額（△は減少） － 15,011

受取利息及び受取配当金 △17,739 △2,414

支払利息 17,294 7,137

為替差損益（△は益） － 1,234

持分法による投資損益（△は益） 20,163 9,650

投資有価証券売却損益（△は益） 11,536 △4,574

デリバティブ評価損益（△は益） 7,820 －

固定資産売却損益（△は益） － △29

固定資産除却損 3,544 2,572

投資有価証券評価損益（△は益） 5,794 5,607

投資事業組合運用損益（△は益） 37,099 4,004

売上債権の増減額（△は増加） △174,956 △284,246

たな卸資産の増減額（△は増加） 418,773 △50,809

営業貸付金の増減額（△は増加） 558,879 11,698

仕入債務の増減額（△は減少） 12,144 △7,833

未払金の増減額（△は減少） 34,843 59,154

前受収益の増減額（△は減少） － 124,584

その他 △34,757 △20,611

小計 1,280,910 245,417

利息及び配当金の受取額 30,613 2,666

利息の支払額 △17,304 △10,312

法人税等の支払額 △34,456 △169,672

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,259,763 68,098
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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 △151,527 △129,904

無形固定資産の取得による支出 △60,794 △40,768

投資有価証券の取得による支出 △40,176 △399,496

投資有価証券の売却による収入 142,219 349,739

敷金及び保証金の差入による支出 △104,244 △93,243

敷金及び保証金の回収による収入 － 72,858

貸付けによる支出 △8,300 △36,500

貸付金の回収による収入 22,166 8,665

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 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,223 △268,565

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 △138,498

長期借入れによる収入 280,000 140,000

長期借入金の返済による支出 △10,393 △87,810

自己株式の取得による支出 △29,937 △29,191

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 △815,449 △169,418

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,583 △1,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 226,506 △371,336

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 720,035 714,662
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前第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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第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。 

２ 事業区分の内容 

 
  

(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

1,974,186 702,960 113,405 405,106 341,398 546,619 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

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２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22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。 

２ 事業区分の内容 

 
  

前第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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年10月１日 至 平成22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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年10月１日 至 平成22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。 

  

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

2,687,681 695,462 23,477 322,483 390,009 156,269 4,275,384 ― 4,275,384

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 49,301 15,630 881,899 5,060 5,976 957,867 △957,867 ―

計 2,687,681 744,763 39,108 1,204,382 395,069 162,245 5,233,252 △957,867 4,275,384

営業利益又は営業損失 
(△)

233,671 261,431 10,287 30,150 4,335 △64,856 475,019 △287,833 187,186

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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(7) 重要な後発事象

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年１月１日 至  平成22年３月31日)

 平成22年２月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156
条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下の
とおり実施いたしました。
１.自己株式取得に関する取締役会の決議内容
①取得する株式の種類  当社普通株式
②取得する株式の総数  1,000株（上限）
③取得期間       平成22年２月12日から平成22年４月30日までの期間
④取得価額の総額    70,000,000円(上限)
⑤取得の方法      市場買付
２.上記による取得の結果、当社普通株式765株（取得価額61,860,700円）を取得いたしました。このうち、平成22
年４月中に取得したのは、当社普通株式372株（取得価額32,669,000円）となります。
 平成22年５月７日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156
条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議しました。
１.自己株式取得に関する取締役会の決議内容
①取得する株式の種類  当社普通株式
②取得する株式の総数  1,000株（上限）
③取得期間       平成22年５月10日から平成22年７月31日までの期間
④取得価額の総額    90,000,000円(上限)
⑤取得の方法      市場買付
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