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1. 平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日）

 (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３四半期 6,719 15.1 537 27.3 584 58.9 203 －

21年９月期第３四半期 5,837 － 422 － 368 － △70 －

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３四半期 5,690 31 5,467 64

21年９月期第３四半期 △1,863 89 －

 (2) 連結財政状態

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３四半期 5,991 3,641 57.2 98,690 53

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３四半期 3,426百万円 21年９月期 3,430百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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、通期は対前期増減率)

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 － 12,159 60



 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】4ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  －社 (            )、除外  －社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 有

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年９月期３Ｑ 57,851株 21年９月期 57,851株

② 期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 23,141株 21年９月期 21,905株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 35,604株 21年９月期３Ｑ 37,464株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四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６月18日発表分）によれば、景気は着実に持ち直してきており、自律的回復への基盤が整いつつある

が、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22年３月末現在3,204万

契約と前年同月比5.6％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22年６月末現在1億1,115万契約となり、携帯電話

加入契約全体の97.7％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スマ

ートフォンの普及に加えてタブレット型ＰＣ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、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。一方、比較サイト事業では「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６月30日時点でサイト利用者累計数は623万人を超えまし

た。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高6,719,482千円（前年同四半期比15.1％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収入の増加が大きく寄与した結果、営業利益

536,807千円（前年同四半期比27.3％増）、経常利益584,169千円（前年同四半期比58.9％増）、四半期純

利益202,597千円（前年同四半期は四半期純損失69,828千円）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３四半期連結会計期間

におきましては「名古屋営業所」、「トツカーナモール店」、「南千住LaLaテラス店」、「香川イオン高

松店」、「名駅地下街サンロード店」、「モレラ岐阜店」、「熊谷サティ店」、「新百合ヶ丘サティ

店」、「新浦安MONA店」、「東長崎ジャスコ店」、「イオンモールKYOTO店」、「北砂アリオ店」、「岡

山PESCA店」、「鳥取イオン日吉津店」の計14店舗を新規出店し、全国105店舗となりました。以上の結

果、売上高は4,367,090千円(前年同四半期比44.5％増)、営業利益は639,235千円(前年同四半期比54.9％

増)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」が好調に推移したものの、前年同四半期におい

て繁忙期経過後も好調であった「引越し比較.com」が当第３四半期連結会計期間においては低調となりま

した。以上の結果、売上高は1,036,142千円(前年同四半期比0.9％減)、営業利益は393,394千円(前年同四

半期比14.0％減)となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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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行っておりません。以上の結果、売上高は35,266千円(前年

同四半期比77.2％減)、営業利益は12,893千円(前年同四半期比5.6％減)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。

当第３四半期連結会計期間には「エヴァンゲリヲン新劇場版」コラボ企画第二弾である情報端末専用バッ

テリーの全国販売を開始し、ご好評をいただきました。また、ウォーターサーバーの比較・申込みサイト

「ミズタク」を新規オープンし、今後の収益化を見込んでおります。以上の結果、売上高は516,532千円

(前年同四半期比5.2％減)、営業利益は56,869千円(前年同四半期比90.2％増)となりました。 

  

⑤フード事業 

㈱小肥羊ジャパン、㈱小肥羊埼玉、㈱小肥羊北海道は食材仕入れの見直しをはじめ、販管費の削減に努

める一方、一部店舗での期間限定1,980円コースの導入等の各種キャンペーンを行い集客を行いました。

以上の結果、売上高は534,043千円(前年同四半期比13.5％増)、営業損失は21,592千円(前年同四半期は営

業利益1,087千円)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通販サイト「サイバラ水産」は、Twitterと連動し

た魚介叩き売り（リバースオークション）イベントを平成22年５月に開催し、ご好評をいただきました。

㈱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

230,405千円(前年同四半期比61.5％減)、営業損失は82,000千円(前年同四半期は営業利益17,443千円)と

なりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、5,990,967千円となり、前連結会計年度末に比べ

473,369千円の増加となりました。これは主として、売掛金が321,251千円増加したためであります。 

負債は、2,349,810千円となり、前連結会計年度末に比べ386,959千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112,081千円増加したことによるものです。 

純資産は、3,641,156千円となり、主だった変動がなく前連結会計年度末に比べ86,409千円の増加とな

りました。 

  

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、前連結会計年

度末に比べ153,987千円減少し、932,011千円となりました。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) 

営業活動の結果獲得した資金は、400,132千円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純

利益572,826千円、減価償却費181,874千円、未払金153,561千円等の増加要因が売上債権の増加322,946千

円や法人税等の支払額270,261千円等といった減少要因を上回ったことによるものです。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(キャッシュ・フローの状況の分析)
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(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、382,498千円となりました。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242,449千円計上したほか、敷金及び保証金の支払

額を129,448千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、171,579千円となりました。これは主として、配当金の支払による支

出で101,780千円、自己株式取得による支出で100,916千円計上したことによるものです。 

  

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。 

  
  

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）」及び「前払費用の増減額（△

は増加）」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３四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

124,964千円、「前払費用の増減額（△は増加）」は△26,319千円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 932,011 1,085,998

受取手形及び売掛金 1,188,792 866,310

商品 274,560 216,979

原材料及び貯蔵品 16,583 8,609

営業貸付金 280,842 442,503

短期貸付金 550,932 614,105

繰延税金資産 72,674 40,788

その他 219,370 137,798

貸倒引当金 △154,002 △148,939

流動資産合計 3,381,765 3,264,155

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 685,738 600,806

その他（純額） 514,737 287,939

有形固定資産合計 1,200,476 888,745

無形固定資産

のれん 109,576 122,843

その他 250,679 244,430

無形固定資産合計 360,255 367,274

投資その他の資産

投資有価証券 361,797 394,463

破産更生債権等 27,950 955,252

その他 690,569 606,577

貸倒引当金 △31,847 △958,870

投資その他の資産合計 1,048,469 997,422

固定資産合計 2,609,202 2,253,442

資産合計 5,990,967 5,517,597
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 13,426 30,755

短期借入金 294,340 421,855

1年内返済予定の長期借入金 183,804 －

未払金 610,580 498,499

未払法人税等 242,091 168,866

賞与引当金 66,949 48,018

解約調整引当金 54,431 32,395

その他 488,328 396,582

流動負債合計 1,953,952 1,596,973

固定負債

長期借入金 295,414 311,482

役員退職慰労引当金 30,917 22,838

退職給付引当金 30,773 18,886

その他 38,753 12,671

固定負債合計 395,858 365,877

負債合計 2,349,810 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 4,322,785 2,867,816

利益剰余金 △107,574 △747,954

自己株式 △2,936,337 △2,835,421

株主資本合計 3,440,939 3,446,505

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,731 △4,907

為替換算調整勘定 △12,659 △11,957

評価・換算差額等合計 △15,390 △16,865

新株予約権 70,420 49,294

少数株主持分 145,187 75,812

純資産合計 3,641,156 3,554,746

負債純資産合計 5,990,967 5,517,597
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(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）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 5,837,106 6,719,482

売上原価 1,366,100 966,302

売上総利益 4,471,006 5,753,179

販売費及び一般管理費 4,049,480 5,216,371

営業利益 421,525 536,807

営業外収益

受取利息 25,850 12,850

投資有価証券売却益 2,065 17,302

受取補償金 － 32,705

雑収入 12,945 －

その他 7,689 20,048

営業外収益合計 48,550 82,906

営業外費用

支払利息 10,023 10,893

持分法による投資損失 28,572 12,409

投資事業組合運用損 40,373 4,470

雑損失 10,328 －

その他 13,174 7,772

営業外費用合計 102,472 35,545

経常利益 367,604 584,169

特別利益

固定資産売却益 － 99

関係会社株式売却益 － 13,224

投資有価証券売却益 － 1,189

貸倒引当金戻入額 － 801

持分変動利益 128 －

特別利益合計 128 15,314

特別損失

貸倒引当金繰入額 300,871 －

固定資産除却損 7,653 5,925

投資有価証券売却損 13,164 －

投資有価証券評価損 4,759 20,607

その他 4,578 123

特別損失合計 331,027 26,657

税金等調整前四半期純利益 36,705 572,826

法人税、住民税及び事業税 117,458 333,006

法人税等調整額 △29,309 △31,885

法人税等合計 88,148 301,121

少数株主利益 18,385 69,106

四半期純利益 △69,828 202,597
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第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３四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 1,753,429 2,444,097

売上原価 285,862 337,267

売上総利益 1,467,566 2,106,829

販売費及び一般管理費 1,375,719 1,757,208

営業利益 91,847 349,621

営業外収益

受取利息 8,174 10,520

投資有価証券売却益 437 4,456

受取補償金 － 32,705

その他 1,384 3,389

営業外収益合計 9,996 51,072

営業外費用

支払利息 1,652 3,755

持分法による投資損失 8,408 2,758

その他 411 1,298

営業外費用合計 10,472 7,813

経常利益 91,371 392,880

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 801

関係会社株式売却益 － 13,224

投資有価証券売却益 － 1,189

投資有価証券評価損戻入益 1,034 －

その他 － 69

特別利益合計 1,034 15,284

特別損失

貸倒引当金繰入額 196 －

固定資産除却損 4,108 3,353

投資有価証券評価損 － 14,999

その他 － 123

特別損失合計 4,305 18,476

税金等調整前四半期純利益 88,100 389,688

法人税、住民税及び事業税 54,474 203,360

法人税等調整額 △11,440 △12,917

法人税等合計 43,033 190,443

少数株主利益 5,279 47,353

四半期純利益 39,786 151,890
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22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 36,705 572,826

減価償却費 139,335 181,874

のれん償却額 23,730 24,332

株式報酬費用 21,126 21,126

貸倒引当金の増減額（△は減少） 300,871 4,726

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,414 18,931

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,219 8,079

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,136 11,886

解約調整引当金の増減額（△は減少） 18,643 22,035

受取利息及び受取配当金 △25,953 △16,934

支払利息 28,527 10,893

為替差損益（△は益） － △670

持分法による投資損益（△は益） 28,572 12,409

関係会社株式売却損益（△は益） － △13,224

投資有価証券売却損益（△は益） 11,099 △12,777

デリバティブ評価損益（△は益） 7,820 －

固定資産売却損益（△は益） － △99

固定資産除却損 7,699 5,925

投資有価証券評価損益（△は益） 4,759 20,607

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） △22,263 △322,946

たな卸資産の増減額（△は増加） 417,236 △65,555

営業貸付金の増減額（△は増加） 575,705 21,660

仕入債務の増減額（△は減少） 14,683 △17,329

未払金の増減額（△は減少） △25,784 153,561

前払費用の増減額（△は増加） － △62,186

前受収益の増減額（△は減少） － 102,969

その他 47,513 △17,204

小計 1,667,897 668,922

利息及び配当金の受取額 31,137 17,210

利息の支払額 △28,526 △15,738

法人税等の支払額 △57,042 △270,261

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,613,466 400,132
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（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６月30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 △218,095 △242,449

無形固定資産の取得による支出 △78,253 △74,101

子会社株式の取得による支出 － △8,416

関係会社株式の売却による収入 － 24,795

投資有価証券の取得による支出 △79,790 △617,360

投資有価証券の売却による収入 181,936 615,462

敷金及び保証金の差入による支出 △144,656 △129,448

敷金及び保証金の回収による収入 － 75,376

貸付けによる支出 △31,700 △38,500

貸付金の回収による収入 34,804 11,326

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 41 816

投資活動によるキャッシュ・フロー △351,321 △382,498

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 49,336

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 △20,248 △149,115

自己株式の取得による支出 △86,387 △100,916

配当金の支払額 △112,747 △101,780

その他 － △9,104

財務活動によるキャッシュ・フロー △952,668 △171,579

現金及び現金同等物に係る換算差額 138 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 309,614 △153,987

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 803,143 932,011
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前第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)及び当第３四半期連結累計

期間(自  平成21年10月１日  至  平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第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３四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

  

 
  

  

(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

1,679,408 340,680 11,788 194,049 144,034 74,136 2,444,097 ─ 2,444,097

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 19,352 5,451 445,885 2,534 2,246 475,470 △475,470 ─

計 1,679,408 360,033 17,239 639,935 146,569 76,382 2,919,568 △475,470 2,444,097

営業利益 
又は営業損失（△）

405,564 131,963 2,606 26,719 △25,928 △17,143 523,780 △174,159 349,621
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前第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) 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22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。 

２ 事業区分の内容 

 
  

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

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

4,367,090 1,036,142 35,266 516,532 534,043 230,405 6,719,482 ─ 6,719,482

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 68,653 21,081 1,327,785 7,594 8,222 1,433,338 △1,433,338 ─

計 4,367,090 1,104,796 56,348 1,844,318 541,638 238,628 8,152,820 △1,433,338 6,719,482

営業利益 
又は営業損失（△）

639,235 393,394 12,893 56,869 △21,592 △82,000 998,800 △461,992 536,807

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
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前第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)及び当第３四半期連結会計

期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)並びに前第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)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22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３四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)及び当第３四半期連結会計

期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)並びに前第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)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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３四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日 至  平成22年６月30日)

（自己株式の取得）  
 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、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 
  
２.上記による取得の結果、当社普通株式537株（取得価額44,065,300円）を取得いたしました。このうち、平成22 
年７月中に取得したのは、当社普通株式66株（取得価額5,010,000円）となります。 
  
 
（子会社株式の取得） 
 当社は平成22年８月６日に当社連結子会社である㈱保険見直し本舗の完全子会社化に向けて、一部株式売買契約
を締結いたしました。 
  
１．株式の取得先 
ジャフコＶ１－Ａ号投資事業有限責任組合 投資事業有限責任組合 40株 10,000,000円 (1株当り250,000円) 
ジャフコＶ１－Ｂ号投資事業有限責任組合 投資事業有限責任組合 100株 25,000,000円 (1株当り250,000円) 
ジャフコＶ１－スター投資事業有限責任組合 投資事業有限責任組合 60株 15,000,000円 (1株当り250,000円) 
アメリカンライフインシュアランスカンパニー 保険会社 100株 25,000,000円 (1株当り250,000円) 
東京海上日動火災保険株式会社 保険会社 40株 10,000,000円 (1株当り250,000円) 
個人 保険見直し本舗 個人株主 560株 140,000,000円 (1株当り250,000円) 
個人 保険見直し本舗 個人株主 50株 12,500,000円 (1株当り250,000円) 
合計 950株 237,500,000円 (1株当り250,000円) 
※㈱保険見直し本舗株式の取得単価につきましては、外部算定機関からの株価算定報告書に基づき算定しておりま
す。 
  
２．取得株式数および取得前後の所有株式の状況 
（１）異動前の所有株式数     7,550株（所有割合  77.8％） 
（２）取得株式数          950株 
（３）異動後の所有株式数     8,500株（所有割合  87.6％） 
  
３．取得日 
平成22年８月６日
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