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22年９月期の配当原資には、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。 
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(百万円未満四捨五入)

1. 22年９月期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年９月30日）

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年９月期 9,180 19.4 732 40.8 799 104.6 321 ─

21年９月期 7,690 26.6 520 7.1 390 △16.6 △412 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年９月期 9,091.09 8,697.58 9.1 11.4 8.0

21年９月期 △11,094.69 ― ― 7.0 6.8

(参考) 持分法投資損益 22年９月期 △45百万円 21年９月期 △121百万円

(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 7,020 3,762 50.4 102,152.74

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 3,538百万円 21年９月期 3,430百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年９月期 755 △916 △46 882

21年９月期 1,892 △549 △758 1,086

2. 配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)

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 百万円 ％ ％

21年９月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 110 ― 2.9

22年９月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 105 33.0 3.0

23年９月期(予想) ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 20.8

3. 23年９月期の連結業績予想（平成22年10月１日～平成23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)

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 6,000 40.3 250 33.6 200 4.4 150 195.8 4,329 75

通 期 11,000 19.8 1,100 50.3 1,100 37.8 500 55.5 14,432 51
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① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        有 

（注）詳細は25ページ「（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び32ページ「(７）連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、52ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

 

 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
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あたっての注意事項等については、４ページ
「1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 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（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 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 57,851株 21年９月期 57,851株

② 期末自己株式数 22年９月期 23,207株 21年９月期 21,905株

(参考) 個別業績の概要

1. 22年９月期の個別業績（平成21年10月１日～平成22年９月30日）

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年９月期 2,715 3.3 46 △85.4 149 △57.0 △16 ―

21年９月期 2,629 13.3 314 15.7 346 △0.0 △733 ―

１株当たり当期純利益

円 銭

22年９月期 △447.66 

21年９月期 △19,764.18

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 4,331 3,605 81.4 101,826.36

21年９月期 4,533 3,806 82.9 104,508.93

(参考) 自己資本 22年９月期 3,528百万円 21年９月期 3,757百万円

2. 23年９月期の個別業績予想（平成22年10月１日～平成23年９月30日）

(％表示は通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期 
累計期間

1,600 19.0 0 ― 0 ― 0 ― 0 00

通 期 3,500 28.9 200 335.5 300 101.4 150 ― 4,329 75
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22年９月期の配当のうち、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。 

 
(注) 純資産減少割合  第２四半期末 0.012     期末 0.012 

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳

基準日 第２四半期末 期末 年間

１株当たり配当金 1,500円00銭 1,500円00銭 3,000円00銭

配当金総額 53,329千円 51,966千円 105,295千円
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当連結会計年度における我が国経済は、世界的金融危機が続くなか、景気対策や外需回復により 悪

期は脱し企業収益の改善等景気回復の兆しが見られるもののいまだ、失業率が高水準にあるなど依然と

して厳しい状況が続きました。 

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22年６月末現在3,354

万契約と前年同月比8.5％増(総務省調べ)となっているように継続的に拡大してまいりました。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９月末現在1億1,326万契約となり、携

帯電話加入契約全体の98.1％を占めております(電気通信事業者協会調べ)。さらに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の拡がりは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を増加させる傾向にあります。 

このような環境のなか、比較サイト事業では「車買取比較.com」が好調に推移いたしましたが、主力

の「保険スクエアbang!自動車保険」、「引越し比較.com」は「ズバット自動車保険比較」、「ズバッ

ト引越し比較」への移行準備にともない並行運用を行った結果、売上高は前年よりも増加したものの、

利益面では前年を下回る結果となりました。他にも「ズバット生命保険比較」、「ズバットハウスクリ

ーニング比較」をリリースいたしました。その結果、平成22年９月30日時点でサイト利用者累計数は

645万人を超えました。また、当社グループの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、当連結会計年度の業績は、売上高9,179,863千円(前年同期比19.4％増)、営業利益

732,095千円(同40.8％増)、経常利益798,515千円(同104.6％増)、当期純利益は321,497千円(前年同期

は当期純損失411,524千円)となりました。 

  

各セグメントの概況は次のとおりであります。 

  

(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の「保険スクエアbang!自動車保険」は「ズバット自動

車保険比較」への移行準備にともない並行運用を行った結果、売上高は前年よりも増加したものの、利

益面では前年を下回る結果となりました。一方、リアル店舗にて保険代理店事業を運営する㈱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出店を加速いたしました。第３

四半期までに出店した42店舗に加え、第４四半期連結会計期間には「大阪福島ＹＭビル店」「岡山イオ

ン津山店」「浦和パルコ店」「加西北条イオン店」「池袋コールセンター店」「橋本アリオ店」「隼人

国分サティ店」「札幌元町イオン店」の８店舗を新規出店し、合計113店舗となりました。以上の結

果、当事業の売上高は6,100,010千円(前年同期比46.0％増)、営業利益は919,142千円(前年同期比

66.9％増)となりました。 

  

1.  経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(生活サービス事業) 

「車買取比較.com」が好調に推移するも、比較サイトのズバットポータルへの移行にともなう影響に

より「引越し比較.com」は売上高は前年よりも増加したものの、利益面では前年を下回る結果となりま

した。また「結婚サービス比較.com」「視力回復レーシックコム」が低調となりました。 

 以上の結果、当事業の売上高は1,351,816千円(前年同期比0.7％減)、営業利益は502,031千円(前年同

期比13.7％減)となりました。 

  

(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、当事業の売上高は41,711

千円(前年同期比76.7％減)、営業利益は20,573千円(前年同期比255.5％増)となりました。 

  

(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。また新規事業としてiPhone３G(S)専用バッテリー、ケータイやiPhone４やニンテンドーDSi等各種

情報端末専用バッテリーの販売を開始いたしました。アニメ・漫画で大人気の「エヴァンゲリヲン新劇

場版」「ONE PIECE」といったコラボレーション商品を企画販売しご好評をいただきました。以上の結

果、売上高は709,084千円(前年同期比5.2％増)、営業利益68,625千円(前年同期比17.4％増)となりまし

た。 

  

(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

たが、猛暑の影響を受け夏場が低調となりました。以上の結果、当事業の売上高は661,423千円(前年同

期比6.2％増)、営業損失58,359千円(前年同期は営業損失32,116千円)となりました。 

  

(その他事業) 

㈱ウェブクルーコモディティーズが当連結会計年度に開設した海産物通販サイト「サイバラ水産」

は、今年２月にさっぽろ雪まつりに出展及び銀座めざマルシェにブース出店を行い、５月からは

Twitterと連動した魚介叩き売り（リバースオークション）イベントを開始し、６月にはカラオケパセ

ラ上野店に食材を提供する等、認知度向上施策に積極的に取り組んでまいりました。㈱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。また、日本向けコールセンター事業を行うべ

くタイ現地法人のBPOバンコク㈱に出資いたしました。 

 以上の結果、当事業の売上高は315,817千円(前年同期比53.2％減)、営業損失97,547千円(前年同期は

営業利益5,497千円)となりました。 
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販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

次期の見通しにつきましては、当社グループでは引き続き事業拡大を図るべく、①人員の積極的な採

用及び教育、②既存ウェブサイトのズバットへの速やかな移行及びズバット新メニュー開発③モバイル

マーケットの積極的展開、④子会社によるリアル事業展開の加速を行ってまいります。 

以上の結果、平成23年９月期の連結業績予想といたしましては、売上高11,000,000千円、営業利益

1,100,000千円、経常利益1,100,000千円、当期純利益500,000千円の見通しであります。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は7,020,286千円となり、前連結会計年度末に比べ1,502,688千円の

増加となりました。これは主として、㈱保険見直し本舗の新規出店等を加速したことに伴い有形固定資

産が331,370千円、売掛金が356,773千円増加したためであります。 

負債は3,258,592千円となり、前連結会計年度末に比べ1,295,741千円の増加となりました。これは主

として、未払法人税等240,949千円、前受収益114,602千円、短期借入金107,556千円、長期借入金

125,376千円、社債80,000千円増加したためであります。 

純資産は3,761,693千円となり、前連結会計年度末に比べ206,947千円の増加となりました。これは主

として、当期純利益321,497千円の計上及び剰余金の配当107,248千円等によるものであります。 

  

事業の種類別 
セグメントの名称

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

千円 千円

保険サービス事業 4,177,700 6,100,010

生活サービス事業 1,361,993 1,351,816

金融サービス事業 179,037 41,711

メディアレップ事業 674,084 709,084

フード事業 622,997 661,423

その他事業 674,523 315,817

合計 7,690,337 9,179,863

(2) 財政状態に関する分析
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各キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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

204,283千円減少し、881,715千円となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・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―) 

営業活動によるキャッシュ・フローは754,794千円の増加となりました。これは主に、税引前当期純

利益749,474千円計上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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは916,060千円の減少となりました。これは主に、㈱保険見直し

本舗の新規出店等により有形固定資産の取得による支出297,739千円、事業譲受による支出315,000千

円、敷金及び保証金の差入による支出163,431千円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは45,926千円の減少となりました。これは主に、子会社の自己株

式の取得による支出225,000千円によるものであります。 

  

(参考)  キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１)  いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２)  株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３)  キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４)  有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

(注５)  平成18年９月期及び平成19年９月期については、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付け、内部留保による企業価値の

向上と継続的な配当による株主還元をバランス良く実施することを基本方針としております。当中間期

においては１株当たり1,500円の配当を実施し、期末においても１株当たり配当を1,500円といたしま

す。今後も当社といたしましては、内部留保による企業価値の向上と継続的な配当による株主還元をバ

ランス良く実施してまいります。 

  

平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期

自己資本比率(％) 90.0 87.8 66.1 62.2 50.4

時価ベースの自己資本比率 
(％)

74.6 95.9 39.6 46.3 35.50

債務償還年数（年） ― ― 1.0 0.4 1.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― ― 0.4 72.1 21.8

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績、財政状態および株価等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

リスクには、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、平成22年11月12日現在において、当社グループが判断した

ものです。 

  

当社グループは各サプライヤごとに、以下のいずれかのまたは複数の契約を締結しています。 

見積もり請求あるいは資料請求を希望する見込み客データを受け渡した時点で情報提供料収入

が発生します。データを受け渡した時点で収入が発生するため成約率には左右されません。しか

しながら情報提供契約については、契約の解除を行う権利は当社グループとサプライヤの双方の

側にあり、サプライヤの要請によって契約が解消された場合には、当社の経営成績が影響を受け

る可能性があります。 

また取引の解消に至らないまでも当社にとって希望する水準での契約の締結あるいは更改がで

きない場合も同様に当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。 

契約が成立した時点で手数料収入が発生します。サプライヤの商品力あるいは販売代理店(取

次店)の対応力によって実際に成約になる割合(成約率)が変動する可能性があります。また、引

越一括見積もりサービスにおいては業務提携契約を結んでおりますが、サプライヤとの間で、成

約ベースによる手数料収入が計上される場合があり、販売代理店(取次店)契約と同様に分類され

ます。さらに保険商品の場合は契約が継続される場合、次年度以降も継続的に手数料収入が見込

まれます。当社グループとサプライヤの販売代理店契約は双方の側から解約が可能であり、サプ

ライヤからの要請により販売代理店契約が解消された場合には、当社の経営成績が影響を受ける

可能性があります。またサプライヤの業績低迷などの理由により手数料率が低下する可能性は否

定できません。このような場合に当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。 

提供するシステムの維持・管理コストとしてＥマーケットプレイスへ参加している各提携サプ

ライヤから徴収しており、成約件数や情報提供件数には左右されません。しかしながらシステム

メンテナンス契約については、契約の解除を行う権利は当社グループとサプライヤの双方の側に

あり、サプライヤの要請によって契約が解消された場合には、当社の経営成績が影響を受ける可

能性があります。 

また、取引の解消に至らないまでも当社にとって希望する水準での契約の締結あるいは更改が

できない場合も同様に当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。 

(4) 事業等のリスク

1.  提携サプライヤ(保険会社、引越会社等)との関係について

①  サプライヤとの契約について

Ａ) 情報提供料契約

Ｂ) 販売代理店(取次店)契約

Ｃ) システムメンテナンス契約
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各サプライヤにおいては、市場開拓、顧客獲得に投下したコストに対する十分な売上高が確保で

きない場合、事業撤退や他社との事業統合等の経営判断を行う可能性があります。今後、より一層

の競争環境の激化がこうした流れを助長することが予想されます。当社はこうした業界再編等の影

響を 低限に抑制するべく健全な財政状態にあるサプライヤ各社との取引を行うよう努めておりま

すが、今後、上記理由等により当社との取引があるサプライヤの財政状態が悪化し、万一、事業撤

退や破綻などの状況に至った場合、当該会社との情報提供契約が更新されないあるいは解約された

り、当該会社に関わる保有契約が失効・解約されることなどにより、当社の経営成績に重大な影響

を与える可能性があります。 

  

当社はインターネットを利用して、ユーザーに対して各種のサービスを提供しております。このた

め業務においてコンピュータシステムに依存する部分が多く、以下のリスクが存在します。 

当社の運営しているＥマーケットプレイスにおいては、当社のサーバーに顧客情報をはじめとす

る様々な情報が蓄積されるため、これらの情報の保護が極めて重要になります。そのため当社で

は、これらの情報の消失や外部への漏洩がないよう、ファイアウォールシステムによる不正アクセ

スの防止を行うとともに、サーバー監視を24時間体制で行っております。また定期的なデータバッ

クアップを実施しデータの喪失を防いでおります。しかし、自然災害や事故、当社社員の過誤、不

正アクセスやコンピュータウィルスなどの要因によって、データの漏洩、データの破壊や誤作動が

起こる可能性があります。このような場合には、当社の信頼を失うばかりでなく、サプライヤを含

めた顧客等からの損害賠償請求、訴訟により責任追及される事態が発生する可能性があります。 

当社の事業はコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や事故な

どにより、通信ネットワークが切断された場合には当社の営業は不可能となります。また、一時的

な過負荷によって当社またはデータセンタの通信機器が作動不能に陥ったり、外部からの不正な侵

入犯罪や社員の誤操作によってネットワーク障害やシステムダウンが発生する可能性があります。

これらの障害対策として、機器障害またはシステムダウン時には、予備の機器またはシステムが動

作し、サービス停止時間を 小限にとどめるように設計されております。さらに、定期的にバック

アップを実施しており、システム障害によるデータの損失を極力少なくする運用が行われておりま

す。これらの障害が生じた場合には当社に対する訴訟や損害賠償などで、当社の事業の信頼性に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

②  サプライヤの財政状態による影響について

2.  システム上の問題について

①  システムセキュリティについて

②  システムダウンについて
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当社では、個人情報保護法については、以下のとおりの取組みを行っております。 

Ａ) 個人情報に関する法令およびその他の規範を反映した個人情報取扱い規程を定め、遵守してお

ります。 

Ｂ) 個人情報を適正に取り扱うために個人情報管理体制を継続的に見直し、改善しております。 

Ｃ) 個人情報の収集、利用、提供は、当社業務において必要な範囲内のみで行い、社内の適正な権

限を持った者のみが、アクセス出来るようになっております。また一般の社員が一覧で個人情報

を閲覧出来ないようにしている等、取扱には万全の管理体制を施しています。 

Ｄ) 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等に対し、接続ログの

取得、24時間体制でのアクセス監視等の個人情報保護の対策を講じております 

当社が運営するＥマーケットプレイスにあたり、利用者は当社のサイトに個人情報を入力し、そ

の情報は当社データベースに蓄積されます。これらの情報は、本人の同意なく第三者に公開するこ

とは一切ありません。また個人情報の利用についてはサイト上で利用規約を明示し、その範囲に関

して事前に利用者の承諾をとっております。 

当社では個人情報に対する不正なアクセスを防止するために、ファイアウォールシステムや専門

業者のネットワークセキュリティ監視システムを導入するとともに、提携サプライヤに対して情報

を伝達する際には専用線の利用、ＩＰＳｅｃ、ＳＳＬ等の暗号化された通信経路を利用するなど、

セキュリティの向上に努めております。また当社が提供するサービスやトラブルに対しては、必要

に応じて当社の責任者が対応する体制をとっております。個人情報を保管しているサーバーにつき

ましても24時間管理のセキュリティ設備のあるデータセンターで厳重に管理されております。さら

に、当社グループは平成19年12月26日に情報セキュリティマネジメントシステムの国際認証基準で

ある「ISO27001」の認証を取得し、情報セキュリティの維持向上を図ってまいります。 

当社は上記のとおり個人情報の取扱いには細心の注意を払っておりますが、当社からの個人情報

の漏出を完全に防止できるという保証はありません。今後、何らかの理由によって、当社が保有す

る個人情報が社外に漏出した場合には、当社の風評の低下によるサービス利用者数の減少、当該個

人からの損害賠償請求等が発生し、当社の事業及び経営成績が影響を受ける可能性があります。 

  

今日の国内におけるインターネットに関する規制の主なものは「電気通信事業法」であります

が、現時点においては当社が事業を行う上で届出等は必要なく、また事業を継続する上で特に制約

を受ける事項はありません。しかし、インターネットに関連する不正アクセス対策、電子署名・電

子認証制度、知的所有権の保護等の法的整備の不備が各方面から指摘されており、他の諸外国と同

様に、今後、各種法律の整備が進む可能性があります。このような場合、当社の業務が制約を受け

当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

3.  個人情報の保護について

①  個人情報保護方針

②  個人情報の収集について

③  個人情報に係るセキュリティについて

4.  法的規制・自主規制について

①  インターネット事業に係る規制
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当社の連結子会社である株式会社インシュアランススクエア・バン及び株式会社保険見直し本舗

は、損害保険代理店及び生命保険募集人として「保険業法」に基づく登録を行っており、同法及び

その関係法令並びにそれに基づく関係当局の監督等による規制、さらには、社団法人日本損害保険

協会及び社団法人生命保険協会による自主規制を受けた保険会社の指導等を受けて、サービス活動

及び保険募集を行っております。また、保険募集に際しては、上記「保険業法」の他、「保険

法」、「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)、「消費者契約法」、「不当景品

類および不当表示防止法」(「景表法」)等の関係法令を遵守する必要があります。 

なお、「保険業法」に基づく損害保険代理店および生命保険募集人としての登録の有効期限は特

に定められておらず、また当社グループでは、現在において当該登録の取消事由はないものと認識

しております。 

係る関係法令等の下、当社グループでは、保険募集の方法等に関する社内管理体制の整備を行

い、法令遵守に努めております。 

しかしながら、万が一保険契約者、関係当局その他の第三者から、当社グループのサービス活動

および保険募集の方法等が、「保険業法」、「保険法」「金融商品販売法」、「消費者契約法」、

「景表法」またはその他関係法令等に抵触すると判断された場合には、保険申込者もしくは保険契

約者による保険契約の申込みの撤回、保険契約の取消しもしくは解約等による保険契約数の減少ま

たは保険申込者、保険契約者その他の第三者からの損害賠償請求等が発生し、当社グループの事業

および経営成績が影響を受ける可能性があります。当局による登録取消しを含む行政処分、罰則の

適用等を受けることにより、当社グループの経営成績および事業の継続性自体が重大な影響を受け

る可能性を完全に否定することはできません。 

また今後、保険業法等の関係法令、関係当局の解釈、自主規制等の制定、改廃等があった場合に

は、一方では、サービス活動及び保険募集の際に遵守すべきルール、保険申込者または保険契約者

の権利等が明確化され、サービス活動及び保険募集のための環境が整備される側面がありますが、

他方で、当社グループのサービス活動および保険募集の方法等が制限を受ける可能性があります。

係る場合には、当社は、その都度、それに適合する形でのサービス活動及び保険募集を行っていく

所存でありますが、従来のサービス活動及び保険募集の方法等に制限が課され、または保険料率が

変更されること等により、新規保険契約数の減少、利益率の減少等を招来し、当社の事業及び経営

成績が影響を受ける可能性は皆無ではありません。 

  

当社は平成13年９月21日に「保険スクエアbang！」の商標権を取得しておりますが、一方、現時点

においてはＥマーケットプレイス事業を運営する上でビジネスモデルや技術に関する特許権を取得し

ておりません。現段階において当社は第三者の知的財産権の侵害は存在してないものと認識しており

ますが、今後知的財産権の侵害を理由とする訴訟やクレームが提起されないという保証はなく、その

ような事態が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

②  保険事業に係る規制

5.  知的財産権について
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当社が運営するＥマーケットプレイスと競合するウェブサイトは複数存在しております。また当社

の行っているサービスはいわゆる参入障壁が低く、比較的簡単にサイトを開設することが可能です。

当社では競合他社との差別化として、提携サプライヤの協力のもと、顧客とサプライヤ双方のメリッ

ト向上に向け、①継続的なシステムの機能向上、②ユーザー向けサービスの向上、③ブランド力の維

持・強化に努める所存でありますが、競合他社が多くなることで当社グループのサービスの利用者が

減少し、業績に影響を与える可能性があります。 

また、提携サプライヤに対する価格面につきましては、適正な価格にてよりきめ細かなサービスを

提供することにより、提携サプライヤからの信頼を得ることが重要であると考えておりますが、競合

他社の値下げにより、当社のサービスに対して値下げ圧力がかかる可能性があり、当社の事業または

経営成績が影響を受ける可能性があります。 

  

当社は当社グループの運営するＥマーケットプレイスにおけるサービス利用者を獲得するために、

当社(単体)の売上高に対して相当額の広告費を投下しております。広告の出稿においては、費用対効

果を十分勘案した上で支出の可否を判断し、インターネット上のリスティング広告を中心に出稿して

おります。また、 近では新たな媒体の開拓・開発にも積極的に取り組んでおります。 

当社は今後、媒体費の逓増等により費用対効果が悪化し、結果、実施できる広告宣伝活動自体が縮

小してしまい、当初想定したサービス利用者数を確保できなくなる可能性があります。このような場

合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

 
  

保険サービス事業は当連結会計年度に売上高6,100,010千円となりました。子会社である株式会社

保険見直し本舗は生命保険代理店事業を行っておりますが、当事業は契約保険料に応じて次年度以降

も継続的に手数料収入が得られるため、人員の拡充および積極的な出店により新規保険契約の獲得を

積極的に行い、平成22年９月期の新規獲得ANP(年換算保険料)は60億円に達し順調に推移しておりま

す。しかし、保険契約の解約や保険会社の倒産等により当初期待した手数料収入が得られない可能性

を否定できません。現状では、株式会社保険見直し本舗の保険継続率は98％程度と極めて高く、また

販売商品も格付Ａ格以上の保険会社の商品が大半を占めておりますが、仮に保険契約が急激に解約さ

れたりまたは保険会社が倒産等した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

6.  競合について

7.  広告宣伝活動について

期別 第７期 第８期 第９期 第10期
第11期
(当期)

決算年月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月 平成21年９月 平成22年９月

売上高(千円) 1,630,484 2,148,375 2,319,639 2,628,683 2,714,573

広告宣伝費(千円) 849,946 1,024,040 1,095,231 1,238,513 1,524,980

売上高に占める割合(％) 52.13 47.67 47.22 47.12 56.18

8.  保険サービス事業について
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当社グループは、子会社である株式会社ウェブクルーファイナンスを通じて金融事業を行ってお

り、連結ベースの貸付金残高(長期未収入金含む)は当連結会計年度末で934,313千円となっておりま

す。当該貸付金は当社グループと事業シナジーが見込める事業会社及び個人富裕層を対象としたもの

で、貸付にあたっては資金使途、回収可能性、担保等につき十分な精査を行った上で実行しておりま

す。しかし、相手先の状況や経済環境の急変など何らかの事情により資金が回収されない可能性を完

全には否定できず、このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、当連結会計年度末で投資有価証券を348,030千円保有しております。当社は事業

シナジーが見込めるベンチャー企業投資に注力し、投資採算とリスクを慎重に判断した投資を行って

おり、各投資先は今後の当社グループの事業推進に大きく貢献するものと期待しております。しか

し、投資先の状況や経済環境の急変など何らかの事情により投資の採算が期待どおりにならない可能

性を完全には否定できず、このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

  

当社は平成18年９月期から子会社を通じて広告代理店事業、金融事業、不動産仲介事業などの新規

事業を本格的に展開しております。また、当連結会計年度にはＥコマース事業を本格稼働してまいり

ました。これらの新規事業を行うにあたり、当社グループでは、当該事業の特質、採算性と収益性、

事業リスク等を十分に検討した上で開始いたしましたが、新規事業のため業歴は短く、また、事業採

算性等を勘案した場合、当初期待した収益が得られない等の理由により当該新規事業からの撤退ある

いは規模縮小などの経営判断をする可能性は否定できません。このような場合、当社グループの経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

9.  貸付金について

10. 投資事業について

11. 新規事業立上げに伴うリスク
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当社グループは当社および連結子会社14社、関連会社５社(注１)により構成され、Ｅマーケットプレイ

ス(注２)運営を中心に、各提携サプライヤ(注３)に対して、総合的なマーケティングやシステムソリュー

ション(注４)をはじめ様々なサービスを提供しております。また、Ｅマーケットプレイスとの相乗を高め

るリアル事業(注５)への展開も積極的に行っており、広告、金融、シニアライフ、不動産、フード、旅行

等の事業を関係会社を通じて行っております。当社のグループ会社構成図は、以下のとおりであります。

  
 

  

(注１)  上記構成図には連結子会社３社、関連会社４社は含めておりません。 

(注２)  消費者が自身では、比較することが困難であるサービスや商品に関して、選択に必要な情報を容易に収集す

ることができるインターネット上のウェブサイトであります。 

(注３)  商品・サービスを供給する事業者であります。 

(注４)  サプライヤが商品・サービスをインターネットを通じて消費者に提供するためのインターネット上のインフ

ラであります。 

(注５)  商品販売、サービス提供などの実業であります。 

(注６)  株式会社ウェブクルーファイナンスは平成20年10月１日付で株式会社ウェブクレジットより商号変更してお

ります。 

2. 企業集団の状況
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（株）ウェブクルー（8767）平成22年9月期決算短信



当社グループは、「あなたを想い、あなたと対話し、 適な選択肢を究極のタイミングで提供し新し

い発見と感動を創造し続ける」をカンパニープロミスに掲げ、商品・サービスを簡単に比較選択できる

Ｅマーケットプレイスを軸に、顧客とサプライヤへのサービス提供を行っております。また、ウェブマ

ーケティングによって得られた顧客とのロイヤリティを高めつつリアル事業も展開を図ることで、収益

を 大化させることを経営の基本方針としております。 

  

当社が目標とする経営指標の第一は連結経常利益の 大化であり、第二に自己資本当期純利益率の向

上であります。中長期的には、毎期連結売上高20％の成長と連結売上高経常利益率15％及び自己資本当

期純利益率20％を達成することを目標としております。 

  

当社は、インターネット事業者として必要なシステム開発機能、クリエイティブ機能、ウェブ制作機

能、集客機能を全て内包しております。ウェブサイトのズバットポータルへの移行後、重要な目標を次

の２点においております。 

一つは、データベースを活用した 強のマーケティングカンパニーになること。もう一つは、お客さ

まに提供するあらゆるサービスで徹底的に満足していただくことで、 強のブランドを構築していくこ

とであります。これらの目標を実現するための戦略として、次の４点を中長期の経営戦略と考えており

ます。 

人材の採用及び社員教育の拡充による人材の育成を行い組織力を強化します。 

データベース統合によるロイヤルカスタマー向けターゲティング広告システムを構築してまいりま

す。 

サイトラインナップの拡充を図り、ユーザビリティの向上に努めてまいります。 

モバイル、その他デバイスへのインターフェイスの確保を図るとともに、リアルビジネス、グロー

バル市場の展開を図ってまいります。 

  

3.  経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

①  人材戦略

②  マーケティング戦略

③  商品戦略

④  チャネル戦略
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昨今、ブロードバンド環境の普及やインターネットにおける決済システムの充実等から、ウェブサイ

トを経由する商流は急速に拡大し、こうした市場拡大を背景としてインターネット広告の市況も急騰し

当社グループの収益に影響を及ぼすこととなります。この点を踏まえ当社は次のような施策を行ってま

いります。 

①  ウェブサイトとのシナジーを発揮し、高い集客が見込めるウェブサイトの構築およびリアルサービ

スの提供。 

②  ウェブマーケティングによって得られた顧客との継続的な関係の構築。 

③  リアル事業の強化とインターネット以外のプロモーションの連携。 

④  対処すべきこれらの課題を実行していく上での人的基盤の拡充。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項

16

（株）ウェブクルー（8767）平成22年9月期決算短信



4.  連結財務諸表

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年９月30日)

当連結会計年度
(平成22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,085,998 881,715

売掛金 866,310 1,223,084

商品 216,979 285,006

原材料及び貯蔵品 8,609 15,024

営業貸付金 442,503 276,763

短期貸付金 614,105 553,426

繰延税金資産 40,788 136,061

その他 137,798 904,865

貸倒引当金 △148,939 △152,168

流動資産合計 3,264,155 4,123,778

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 714,468 901,314

減価償却累計額 △113,661 △210,539

建物及び構築物（純額） ※2 600,806 ※2 690,774

土地 ※2 171,154 ※2 383,401

リース資産 14,130 50,520

減価償却累計額 △1,720 △12,191

リース資産（純額） 12,409 38,329

建設仮勘定 17,441 6,925

工具、器具及び備品 243,438 296,859

減価償却累計額 △156,504 △204,882

工具、器具及び備品（純額） 86,933 91,976

その他 1,395 14,742

減価償却累計額 △1,395 △6,033

その他（純額） 0 8,709

有形固定資産合計 888,745 1,220,116

無形固定資産

のれん 122,843 258,321

ソフトウエア 194,078 228,149

その他 50,352 30,775

無形固定資産合計 367,274 517,246

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 394,463 ※1 348,030

長期貸付金 53,891 78,132

長期未収入金 20,118 25,991

破産更生債権等 955,252 26,129

敷金及び保証金 514,105 597,523

繰延税金資産 － 70,583

その他 18,461 46,338

貸倒引当金 △958,870 △33,584

投資その他の資産合計 997,422 1,159,144

固定資産合計 2,253,442 2,896,507

資産合計 5,517,597 7,020,286
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年９月30日)

当連結会計年度
(平成22年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 30,755 19,111

短期借入金 ※2 421,855 352,560

1年内返済予定の長期借入金 － ※2 242,324

1年内償還予定の社債 － 20,000

未払金 498,499 577,240

リース債務 3,196 10,190

未払法人税等 168,866 409,815

前受収益 221,081 335,683

賞与引当金 48,018 83,903

解約調整引当金 32,395 57,454

その他 172,304 496,862

流動負債合計 1,596,973 2,605,146

固定負債

社債 － 80,000

長期借入金 ※2 311,482 ※2 436,858

リース債務 10,212 33,446

役員退職慰労引当金 22,838 32,998

退職給付引当金 18,886 67,440

その他 2,459 2,703

固定負債合計 365,877 653,446

負債合計 1,962,851 3,258,592

純資産の部

株主資本

資本金 4,162,065 2,162,065

資本剰余金 2,867,816 4,322,785

利益剰余金 △747,954 11,325

自己株式 △2,835,421 △2,941,347

株主資本合計 3,446,505 3,554,828

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,907 △411

為替換算調整勘定 △11,957 △15,437

評価・換算差額等合計 △16,865 △15,849

新株予約権 49,294 125,680

少数株主持分 75,812 97,033

純資産合計 3,554,746 3,761,693

負債純資産合計 5,517,597 7,020,286
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 7,690,337 9,179,863

売上原価 1,641,158 1,313,526

売上総利益 6,049,179 7,866,336

販売費及び一般管理費 ※1 5,529,073 ※1 7,134,241

営業利益 520,105 732,095

営業外収益

受取利息及び配当金 22,998 27,666

投資有価証券売却益 5,938 39,893

投資事業組合運用益 6,719 2,404

受取補償金 － 34,381

雑収入 12,945 41,279

その他 6,965 3,933

営業外収益合計 55,566 149,558

営業外費用

支払利息 13,822 23,691

持分法による投資損失 120,950 45,069

投資有価証券売却損 － 6,575

投資事業組合運用損 27,957 4,907

自己株式取得費用 655 －

雑損失 10,328 －

その他 11,701 2,893

営業外費用合計 185,416 83,138

経常利益 390,255 798,515

19

（株）ウェブクルー（8767）平成22年9月期決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日
 至 平成22年９月30日)

特別利益

持分変動利益 128 －

貸倒引当金戻入額 － 801

固定資産売却益 － 1,068

投資有価証券売却益 － 1,189

関係会社株式売却益 － 13,224

特別利益合計 128 16,282

特別損失

貸倒引当金繰入額 479,133 －

固定資産除却損 ※3 52,041 ※3 5,925

投資有価証券売却損 13,164 －

投資有価証券評価損 26,616 24,866

固定資産売却損 ※2 99 ※2 47

退職給付費用 － 33,614

減損損失 5,319 －

貸倒損失 43,088 －

事務所移転費用 16,477 －

その他 － 870

特別損失合計 635,939 65,323

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△245,555 749,474

法人税、住民税及び事業税 180,524 492,564

法人税等調整額 △40,788 △165,855

法人税等合計 139,735 326,709

少数株主利益 26,232 101,267

当期純利益又は当期純損失（△） △411,524 321,497
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,162,065 4,162,065

当期変動額

減資 － △2,000,000

当期変動額合計 － △2,000,000

当期末残高 4,162,065 2,162,065

資本剰余金

前期末残高 2,867,816 2,867,816

当期変動額

減資 － 2,000,000

欠損填補 － △437,782

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △107,248

当期変動額合計 － 1,454,968

当期末残高 2,867,816 4,322,785

利益剰余金

前期末残高 △223,683 △747,954

当期変動額

剰余金の配当 △112,747 －

当期純利益又は当期純損失（△） △411,524 321,497

欠損填補 － 437,782

当期変動額合計 △524,271 759,280

当期末残高 △747,954 11,325

自己株式

前期末残高 △2,713,289 △2,835,421

当期変動額

自己株式の取得 △122,131 △105,926

当期変動額合計 △122,131 △105,926

当期末残高 △2,835,421 △2,941,347

株主資本合計

前期末残高 4,092,908 3,446,505

当期変動額

減資 － －

欠損填補 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △107,248

剰余金の配当 △112,747 －

当期純利益又は当期純損失（△） △411,524 321,497

自己株式の取得 △122,131 △105,926

当期変動額合計 △646,402 108,322

当期末残高 3,446,505 3,554,828
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 2,674 △4,907

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7,581 4,496

当期変動額合計 △7,581 4,496

当期末残高 △4,907 △411

為替換算調整勘定

前期末残高 △3,459 △11,957

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△8,497 △3,480

当期変動額合計 △8,497 △3,480

当期末残高 △11,957 △15,437

評価・換算差額等合計

前期末残高 △785 △16,865

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,079 1,016

当期変動額合計 △16,079 1,016

当期末残高 △16,865 △15,849

新株予約権

前期末残高 21,126 49,294

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,168 76,386

当期変動額合計 28,168 76,386

当期末残高 49,294 125,680

少数株主持分

前期末残高 48,907 75,812

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,904 21,221

当期変動額合計 26,904 21,221

当期末残高 75,812 97,033

純資産合計

前期末残高 4,162,156 3,554,746

当期変動額

減資 － －

欠損填補 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △107,248

剰余金の配当 △112,747 －

当期純利益又は当期純損失（△） △411,524 321,497

自己株式の取得 △122,131 △105,926

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38,993 98,624

当期変動額合計 △607,409 206,947

当期末残高 3,554,746 3,761,693
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△245,555 749,474

減価償却費 193,230 250,777

減損損失 5,319 －

のれん償却額 32,344 32,903

株式報酬費用 28,168 76,386

貸倒引当金の増減額（△は減少） 483,186 7,914

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,875 35,885

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 10,160

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,658 48,553

解約調整引当金の増減額（△は減少） 32,395 25,058

営業貸付金の増減額（△は増加） 622,456 13,740

受取利息及び受取配当金 △22,998 △27,666

支払利息 27,524 23,691

為替差損益（△は益） － △3,325

持分法による投資損益（△は益） 120,950 45,069

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） 7,226 △34,506

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 △1,020

固定資産除却損 52,041 5,925

投資有価証券評価損益（△は益） 26,616 24,866

投資事業組合運用損益（△は益） 21,238 2,503

移転費用 16,477 －

売上債権の増減額（△は増加） △52,588 △364,306

たな卸資産の増減額（△は増加） 408,954 △74,442

仕入債務の増減額（△は減少） 30,755 △11,644

未払金の増減額（△は減少） △71,615 119,696

前払費用の増減額（△は増加） － △59,309

前受収益の増減額（△は減少） 221,081 114,602

その他 △22,106 30,036

小計 1,941,554 1,027,797

利息及び配当金の受取額 32,399 27,964

利息の支払額 △27,719 △30,110

法人税等の支払額 △53,760 △270,857

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,892,474 754,794
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９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 △274,287 △297,739

無形固定資産の取得による支出 △114,253 △103,293

子会社株式の取得による支出 － △23,481

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 △206,224 △1,545,936

投資有価証券の売却による収入 302,691 1,561,805

事業譲受による支出 － △315,000

敷金及び保証金の差入による支出 △251,015 △163,431

敷金及び保証金の回収による収入 － 78,159

投融資による支出 － △110,000

貸付けによる支出 △37,200 △644,605

貸付金の回収による収入 46,549 621,044

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※2 △15,608 －

その他 41 1,623

投資活動によるキャッシュ・フロー △549,308 △916,060

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） △953,281 107,556

長期借入れによる収入 495,000 415,000

長期借入金の返済による支出 △64,153 △224,151

社債の発行による収入 － 100,000

子会社の自己株式の取得による支出 － △225,000

自己株式の取得による支出 △122,786 △105,926

配当金の支払額 △112,747 △101,780

その他 － △11,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △757,968 △45,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,273 2,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 592,470 △204,283

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期末残高 ※1 1,085,998 ※1 881,715
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該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

１  連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数    13社 (1) 連結子会社の数    14社

(2) 連結子会社の名称

㈱インシュアランススクエア・バ

ン

㈱保険相談.com

㈱保険見直し本舗

㈱ウェブクルーリアルエステイト

㈱ウェブクルーファイナンス

㈱ウェブクルーエージェンシー

㈱グランドエイジング

㈱ＦＸキング

㈱小肥羊ジャパン

㈱小肥羊埼玉

㈱ウェブクルーコモディティーズ

網洋信息諮詢(深圳)有限公司

網洋信息資産管理諮詢(香港)有限

公司

(2) 連結子会社の名称

㈱インシュアランススクエア・バ

ン

㈱保険相談.com

㈱保険見直し本舗

㈱ウェブクルーリアルエステイト

㈱ウェブクルーファイナンス

㈱ウェブクルーエージェンシー

㈱グランドエイジング

㈱ＦＸキング

㈱小肥羊ジャパン

㈱小肥羊埼玉

㈱小肥羊北海道

㈱ウェブクルーコモディティーズ

網洋信息諮詢(深圳)有限公司

網洋信息資産管理諮詢(香港)有限

公司

 ㈱小肥羊ジャパンは、当社が株

式を追加取得したため、当連結会

計年度より連結子会社となってお

ります。 

 ㈱小肥羊埼玉、㈱ウェブクルー

コモディティーズを新規設立した

ため、当連結会計年度より連結子

会社となっております。 

 株式会社ウェブクレジットは平

成20年10月１日に社名を株式会社

ウェブクルーファイナンスに変更

しております。

 ㈱小肥羊北海道を新規設立した

ため、当連結会計年度より連結子

会社となっております。

(3) 主要な非連結子会社の名称等

BPOバンコク㈱

（持分法を適用しない理由）

 非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期

純利益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

は、連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。
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項目
前連結会計年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

２  持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用関連会社の数     5社

(2) 持分法適用関連会社の名称

㈱エアロスペースナガノ

イー・旅ネット・ドット・コム㈱

㈱トータルレストラン

イーグロース投資事業組合

グロースキャピタル１号投資事業

組合

(1) 持分法適用関連会社の数     4社

(2) 持分法適用関連会社の名称

㈱エアロスペースナガノ

イー・旅ネット・ドット・コム㈱

㈱トータルレストラン

イーグロース投資事業組合

 なお、前連結会計年度において

持分適用会社でありましたグロー

スキャピタル１号投資事業組合の

契約上の地位を譲渡したため、持

分法の範囲から除外しておりま

す。

（3）持分法を適用していない非連結

子会社の名称

BPOバンコク㈱

（連結の範囲から除いた理由）

 持分法を適用していない非連結

子会社は、当期純利益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

３  連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち決算日が異なる会

社は次のとおりであります。

連結子会社のうち決算日が異なる会

社は次のとおりであります。

会社名 決算日

株式会社ＦＸキング ３月31日

網洋信息諮詢(深圳) 

有限公司
12月31日

網洋信息資産管理諮詢 

(香港)有限公司
12月31日

㈱小肥羊ジャパン 12月31日

㈱小肥羊埼玉 ２月末日

㈱ウェブクルーコモディ 

ティーズ
２月末日

 

会社名 決算日

株式会社ＦＸキング ３月31日

網洋信息諮詢(深圳) 

有限公司
12月31日

網洋信息資産管理諮詢 

(香港)有限公司
12月31日

㈱ウェブクルーコモディ

ティーズ
２月末日

連結財務諸表の作成に当たって、当

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

連結財務諸表の作成に当たって、当

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

４  会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①  有価証券

売買目的有価証券

時価法(売却原価は移動平均法

により算定)

①  有価証券

売買目的有価証券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は、全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出資

(金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の)については、組合契約に規

定される決算報告書に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

時価のないもの

同左

②  デリバティブ

時価法によっております。

②  デリバティブ

─
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項目
前連結会計年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

③  たな卸資産

商品

主に個別法による原価法(貸借

対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)を採用して

おります。

③  たな卸資産

商品

同左

原材料及び貯蔵品

終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法)を採

用しております。

原材料及び貯蔵品

同左

(会計方針の変更)

当連結会計年度より、「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日公

表分)を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①  有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

①  有形固定資産(リース資産を除く)

同左

②  無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によって

おります。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法で、償却し

ております。

②  無形固定資産(リース資産を除く)

同左

③  リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとする定率法を採用して

おります。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年９月30日以前のリ

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に

よっております。

③  リース資産

同左

28

（株）ウェブクルー（8767）平成22年9月期決算短信



  

項目
前連結会計年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

(3) 重要な引当金の計上基

準

①  貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

①  貸倒引当金

同左

②  賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、翌期支給見込額のうち当期

負担額を計上しております。

②  賞与引当金

同左

③  退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務(退職給付にかかわる当連結会

計年度末自己都合要支給額)の見込

額に基づいて計上しております。

③  退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づいて計上してお

ります。 

 なお、連結子会社１社において、

数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による按分額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理してお

ります。 

（追加情報）  

 国内連結子会社１社におきまし

て、当連結会計年度末における従業

員数が300名を超えたため、退職給

付に係る会計処理をより適正に行う

ため、当連結会計年度より、退職給

付債務の計算方法を簡便法から原則

法へ変更しております。これによ

り、当連結会計年度における簡便法

から原則法への移行に係る差額は

「退職給付費用」として33,614千円

を特別損失に計上しております。

この結果、当連結会計年度の営業利

益、経常利益には影響がなく、税金

等調整前当期純利益は33,614千円減

少しております。

④  役員退職慰労引当金

当社の監査役、連結子会社の取締

役及び監査役の退職慰労金支給に備

えるため、連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上

しております。

④  役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

⑤  解約調整引当金

保険契約を締結した顧客の短期解

約等によって保険会社から請求され

る解約調整金に備えるため、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。

⑤  解約調整引当金

保険契約を締結した顧客の短期解

約等によって保険会社から請求され

る解約調整金に備えるため、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。

(追加情報)

当連結会計年度より、保険契約を

締結した顧客の短期解約等によって

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、営業利益及び経

常利益はそれぞれ32,395千円減少

し、税金等調整前当期純損失は

32,395千円増加しております。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負

債ならびに収益及び費用は、当連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

同左

30

（株）ウェブクルー（8767）平成22年9月期決算短信



 

項目
前連結会計年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

― 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

①  消費税等の会計処理

税抜方式によっており、控除対象

外消費税等は、当連結会計年度の費

用として処理しております。

① ヘッジ会計の方法

原則として時価評価によるヘッジ

手段に係る損益を、ヘッジ対象に係

る損益が認識されるまで純資産の部

における繰延ヘッジ損益として繰り

延べております。なお特例処理の用

件を満たしている金利スワップにつ

いては特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

金利スワップ取引・・・借入金の

変動金利及び固定金利

③ ヘッジ方針

金利関連について、金利の市場変

動リスクを抑えるために行っており

ます。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の変動率

が同一であることから、ヘッジ開始

時及びその後も継続して双方の相場

変動が相殺されるため、ヘッジ有効

性の評価は省略しております。

①  消費税等の会計処理

同左

②  連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しておりま

す。

②  連結納税制度の適用

同左

５  連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６  のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは５年で償却しております。 同左

７  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

(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)

当連結会計年度より、「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。

（企業結合に関する会計基準等の適用）

第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会

計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22

号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計

基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12

月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会

計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。

(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、当連結

会計年度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12,409千円計

上されておりますが、営業損益、経常損益、税金等調整

前当期純損失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。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

(連結貸借対照表)

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20

年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「たな卸資産」に含まれる「商品」「原材料及び貯

蔵品」は、それぞれ624,971千円、3,708千円でありま

す。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「未収入金」(当連結会計年度38,736千円)については、

当連結会計年度において、資産の総額の100分の５以下

になったため、当連結会計年度より流動資産「その他」

に含めて表示しております。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「前受金」(当連結会計年度10,131千円)については、当

連結会計年度において、負債純資産の総額の100分の５

以下になったため、当連結会計年度より流動負債「その

他」に含めて表示しております。

(連結損益計算書)

 前連結会計年度まで区分掲記営業外費用の「自己株式

取得費用」及び「雑損失」は、当連結会計年度におい

て、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、

営業外収益の「その他」に含めております。

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「自己株式取得費用」は619千円、「雑損失」は2,274千

円であります。 

 

(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「役員退職慰労

引当金の増減額（△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ため、区分掲記

しております。

 なお、前連結会計年度において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含まれている「役員退職

慰労引当金の増減額（△は減少）」は10,591千円、「前

払費用の増減額（△は増加）」は△8,298千円でありま

す。

(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「前受金の増減

額」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏し

くなったため「その他」に含めております。

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「前受金の増減額」は△17,591千円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保証

金の差入による支出」は、前連結会計年度は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増した

ため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

「敷金及び保証金の差入による支出」は79,392千円であ

ります。
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年９月30日)

当連結会計年度 
(平成22年９月30日)

※１  投資有価証券に含まれている関連会社に対する投

資は以下のとおりであります。

株式 50,357千円

投資事業組合持分 42,814千円

※１  投資有価証券に含まれている非連結子会社及び関

連会社に対する投資は以下のとおりであります。

株式 38,788千円

投資事業組合持分 308千円

 

※２  担保に供している資産

建物 180,005千円

土地 116,576千円

計 296,582千円

※２  担保に供している資産

商品 197,000千円

建物 175,964千円

土地 116,576千円

計 489,540千円

上記資産は、短期借入金13,380千円及び長期借入

金178,815千円の担保に供しております。

上記資産は、１年内返済予定の長期借入金13,380

千円及び長期借入金165,435千円等の担保に供して

おります。

なお、上記のほか子会社株式900株を１年内返済

予定の長期借入金75,000千円及び長期借入金

137,500千円の担保に供しております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のと

おりであります。

給料手当 1,280,326千円

雑給 507,731千円

広告宣伝費 1,444,147千円

退職給付費用 11,486千円

のれん償却 32,344千円

賞与引当金繰入額 48,018千円

貸倒引当金繰入額 4,052千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,591千円

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のと

おりであります。

給料手当 1,881,211千円

雑給 630,908千円

広告宣伝費 1,720,096千円

退職給付費用 15,068千円

のれん償却 32,903千円

賞与引当金繰入額 35,885千円

貸倒引当金繰入額 10,092千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,576千円

※２  固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 99千円

※２  固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 47千円

※３  固定資産除却損の内訳は、以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物 38,648千円

工具、器具及び備品 36千円

ソフトウエア 12,781千円

商標権 469千円

商標権仮勘定 105千円

合計 52,041千円

 

※３  固定資産除却損の内訳は、以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物 4,829千円

工具、器具及び備品 1,096千円

合計 5,925千円

※４  減損損失の主な内容は、以下のとおりでありま

す。

用途 場所 種類

事務所及び機器 中国・深圳 器具及び備品

ソフトウエア 中国・深圳 ソフトウェア

その他 東京都港区 のれん

当社グループは、会社単位で、さらに事業ごとに

細分化したグルーピングを行いました。

①  ㈱グランドエイジングについては、当連結会計

年度において減損の要否の判定を行い、将来収益

獲得能力等を勘案した結果、のれんについて帳簿

価額を全額減損損失として特別損失に計上いたし

ました。

その内容は以下のとおりであります。

種類 金額

のれん 1,801千円

②  網洋信息諮詢(深圳)有限公司については、当連

結会計年度において事業の大幅縮小に伴い、使用

計画がほとんどなくなった事から、工具、器具及

び備品、ソフトウエアについては全額減損し、減

損損失を特別損失に計上しております。

種類 金額

工具、器具及び備品 3,140千円

ソフトウエア 378千円

合計 3,518千円
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前連結会計年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日) 

1.  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加1,943株は、取締役会決議に基づく取得によるものであります。 

  

2.  新株予約権等に関する事項 

 
  

3.  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少 
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 57,851 ― ― 57,851

合計 57,851 ― ― 57,851

自己株式

普通株式(注) 19,962 1,943 ― 21,905

合計 19,962 1,943 ― 21,905

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社 
(親会社)

ストック・オプション 
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 49,294

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― 49,294

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年12月19日 
定時株主総会

普通株式 56,833 利益剰余金 1,500 平成20年９月30日 平成20年12月22日

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月1日 
取締役会

普通株式 55,914 利益剰余金 1,500 平成21年３月31日 平成21年６月10日

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年12月18日 
定時株主総会

普通株式 53,919 資本剰余金 1,500 平成21年９月30日 平成21年12月21日
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当連結会計年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日) 

1.  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加1,302株は、取締役会決議に基づく取得によるものであります。 

  

2.  新株予約権等に関する事項 

 
  

3.  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少 
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 57,851 ― ― 57,851

合計 57,851 ― ― 57,851

自己株式

普通株式(注) 21,905 1,302 ― 23,207

合計 21,905 1,302 ― 23,207

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社 
(親会社)

ストック・オプション 
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 77,462

連結子会社
ストック・オプション 
としての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 48,218

合計 ― ― ― ― ― 125,680

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年12月18日 
定時株主総会

普通株式 53,919 資本剰余金 1,500 平成21年９月30日 平成21年12月21日

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月7日 
取締役会

普通株式 53,329 資本剰余金 1,500 平成22年３月31日 平成22年６月10日

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年12月22日 
定時株主総会

普通株式 51,966 資本剰余金 1,500 平成22年９月30日 平成22年12月23日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,085,998千円

現金及び現金同等物 1,085,998千円

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 881,715千円

現金及び現金同等物 881,715千円

※２  株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに株式会社小肥羊ジャパン

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに株式会社小肥羊ジャパン株式の取得価額

と株式会社小肥羊ジャパン取得のための支出(純額)

との関係は次のとおりであります。

流動資産 48,725千円

固定資産 305,530千円

のれん 60,803千円

流動負債 △396,126千円

既取得株式の持分法 31,067千円

取得価額 50,000千円

期首取得価格 △18,750千円

当期取得原価 31,250千円

現金及び現金同等物 △15,641千円

差引：株式取得のための支出 15,608千円

※２  株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

──────────────

※３  重要な非資金取引の内容

 当連結会計年度に新たに計上したファイナン

ス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞ

れ36,389千円であります。
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前連結会計年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
  

当連結会計年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日) 

  

(セグメント情報)

１ 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)

Ⅰ  売上高及び
営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

4,177,700 1,361,993 179,037 674,084 622,997 674,523 7,690,337 ― 7,690,337

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

262 98,501 47,903 1,365,012 5,176 1,331 1,518,187 △1,518,187 ―

計 4,177,962 1,460,495 226,941 2,039,096 628,173 675,854 9,208,525 △1,518,187 7,690,337

営業費用 3,627,274 878,681 221,153 1,980,636 660,290 670,357 8,038,394 △868,161 7,170,232

営業利益又は 
営業損失(△)

550,688 581,813 5,787 58,459 △32,116 5,497 1,170,131 △650,025 520,105

Ⅱ  資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 1,920,074 777,799 1,465,652 191,461 481,835 680,773 5,517,597 ― 5,517,597

減価償却費 83,206 43,881 5,265 1,174 52,090 7,612 193,230 ― 193,230

減損損失 ― 3,518 ― ― ― 1,801 5,319 ― 5,319

資本的支出 162,863 54,839 5,780 ― 106,037 58,581 388,103 ― 388,103

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)

Ⅰ  売上高及び
営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,100,010 1,351,816 41,711 709,084 661,423 315,817 9,179,863 ─ 9,179,863

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

─ 88,238 30,989 1,797,321 10,041 9,569 1,936,160 △1,936,160 ─

計 6,100,010 1,440,055 72,700 2,506,405 671,465 325,387 11,116,023 △1,936,160 9,179,863

営業費用 5,180,867 938,024 52,126 2,437,780 729,824 422,934 9,761,558 △1,313,790 8,447,768

営業利益又は 
営業損失(△)

919,142 502,031 20,573 68,625 △58,359 △97,547 1,354,465 △622,370 732,095

Ⅱ  資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 3,208,309 597,725 1,475,604 334,077 490,119 914,450 7,020,286 ─ 7,020,286

減価償却費 130,356 54,293 4,970 ─ 78,890 15,168 283,680 ─ 283,680

減損損失 ― ― ― ― ― ― ― ─ ―

資本的支出 251,520 72,956 4,068 ― 58,666 13,821 401,033 ─ 401,033
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(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 

 
  

  

前連結会計年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高及び資産の合計に占める日本の割合が、いずれも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。 

  

当連結会計年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日) 

全セグメントの売上高及び資産の合計に占める日本の割合が、いずれも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。 

  

前連結会計年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９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。 

  

当連結会計年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９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。 

  

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

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

１  ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

「建物及び構築物」、「工具、器具及び備品」

及び「車両運搬具」であります。

１  ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

「建物及び構築物」、「工具、器具及び備品」

及び「車両運搬具」であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項  (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり

ます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年９月30日以前

の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によっており、その内容は次

のとおりであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項  (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり

ます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年９月30日以前

の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によっており、その内容は次

のとおりであります。

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却累
計額相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置 65,691 44,389 21,302

工具、器具 
及び備品

6,848 4,051 2,797

合計 72,539 48,440 24,099

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却累
計額相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置 65,691 54,046 11,644

工具、器具
及び備品

3,525 2,056 1,469

合計 69,217 56,103 13,114

②  未経過リース料期末残高相当額

１年内 15,033千円

１年超 24,334千円

合計 39,367千円

②  未経過リース料期末残高相当額

１年内 14,698千円

１年超 8,599千円

合計 23,298千円

③  支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 15,781千円

減価償却費相当額 15,906千円

支払利息相当額 1,093千円

③  支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 15,078千円

減価償却費相当額 10,362千円

支払利息相当額 717千円

④  減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定率法によっております。

④  減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定率法によっております。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。

２  オペレーティング・リース取引(借主側)

該当事項はありません。

２  オペレーティング・リース取引(借主側)

該当事項はありません。
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前連結会計年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日) 

(追加情報) 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10

月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平

成18年10月17日)を適用しております。この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結子会社と関

連当事者との取引が開示対象に追加されております。 

  

１  関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等 

  

 
(注)  当社は、借入金に対して代表取締役社長青山浩より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行って

おりません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等 

  

 
(注) １．連結子会社３社は、借入金に対して当社代表取締役社長青山浩より債務保証を受けております。なお、保証

料の支払は行っておりません。 

２．貸付金については、利率は内規に基づき決定しております。 

  

(関連当事者情報)

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 青山浩 ― ―
当社代表
取締役社長

(被所有)
直接 9.3％

借入金に対する
債務保証

債務被保証
(注)

75,004 ― ―

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 青山浩 ― ―
当社代表 
取締役社長

(被所有)
直接 9.3％

借入金に対する
債務保証 
資金貸付先

債務被保証
(注)１

219,785 ― ―

短期 
貸付金

5,582

貸付金
(注)２

4,500
長期 
貸付金

13,056

役員 内山裕規 ― ― 当社取締役
(被所有)
直接 0.7％

資金貸付先
貸付金
(注)２

4,000

短期 
貸付金

1,394

長期 
貸付金

12,718

役員 世古聡 ― ―

㈱ウェブク
ルーファイ
ナンス代表
取締役社長

― 資金貸付先
貸付金
(注)２

─

短期 
貸付金

2,583

長期 
貸付金

16,067
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当連結会計年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日) 

１  関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等 

  

 
  

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等 

  

 
(注) １．連結子会社３社は、借入金に対して当社代表取締役社長青山浩より債務保証を受けております。なお、保証

料の支払は行っておりません。 

２．貸付金については、利率は内規に基づき決定しております。 

  

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 若林稔 ― ―
㈱保険見直
し本舗取締
役

(被所有)
直接 0.1％

子会社株式取得先
子会社株式
の取得

12,500 ― ─

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 青山浩 ― ―
当社代表 
取締役社長

(被所有) 
直接 9.6％

借入金に対する
債務保証 
資金貸付先

債務被保証
(注)１

200,213 ― ―

短期 
貸付金

112

貸付金
(注)２

10,000
長期 
貸付金

24,178

役員 内山裕規 ― ― 当社取締役
(被所有)

直接 0.7％
資金貸付先

貸付金
(注)２

2,000

短期 
貸付金

1,835

長期 
貸付金

12,632

役員 増田幸太郎 ― ― 当社取締役
(被所有)

直接 0.0％
資金貸付先

貸付金
(注)２

15,500

短期 
貸付金

2,604

長期 
貸付金

13,291

役員 世古聡 ― ―

㈱ウェブク
ルーファイ
ナンス代表
取締役社長

― 資金貸付先
貸付金
(注)２

7,000

短期 
貸付金

3,730

長期 
貸付金

18,636

役員 大谷寛 ― ―
㈱保険見直
し本舗代表
取締役社長

(被所有)
直接 1.1％

子会社の自己株式
取得先

子会社の自
己株式取得

140,000 ― ―
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年９月30日)

当連結会計年度 
(平成22年９月30日)

 

１  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

貸倒引当金 197,912千円

未払事業税 22,660千円

賞与引当金 19,625千円

投資有価証券 9,258千円

解約調整勘定 13,232千円

一括償却資産 11,569千円

退職給付引当金 7,736千円

役員退職慰労引当金 9,329千円

株式報酬費用 20,057千円

投資有価証券評価損 9,155千円

関係会社株式評価損 353,259千円

その他関係会社株式評価損 36,417千円

その他 10,167千円

繰延税金資産小計 720,381千円

評価性引当金 △679,592千円

繰延税金資産合計 40,788千円

１  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

貸倒引当金 101,673千円

未払事業税 45,772千円

賞与引当金 54,906千円

投資有価証券 7,426千円

解約調整勘定 35,633千円

一括償却資産 10,868千円

退職給付引当金 28,268千円

役員退職慰労引当金 13,993千円

株式報酬費用 51,795千円

投資有価証券評価損 16,991千円

関係会社株式評価損 359,033千円

その他関係会社株式評価損 30,517千円

子会社株式 72,666千円

その他 20,307千円

繰延税金資産小計 849,855千円

評価性引当金 △643,210千円

繰延税金資産合計 206,644千円

内訳

流動繰延税金資産 136,061千円

固定繰延税金資産 70,583千円

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失のため記載しておりませ

ん。

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。

(金融商品関係)
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(有価証券関係)

有価証券

１  その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度(平成21年９月30日) 当連結会計年度(平成22年９月30日)

取得原価
(千円)

連結貸借対
照表計上額
(千円)

差額(千円)
取得原価
(千円)

連結貸借対 
照表計上額 
(千円)

差額(千円)

連結貸借対照表計 
上額が取得原価を 
超えるもの

(1) 株式 ― ― ― 2,458 2,860 401

(2) 債券

①  国債・
地方債等

― ― ― ― ― ―

②  社債 ― ― ― 20,000 20,044 44

③  その他 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― 29,083 29,898 814

小計 51,542 52,802 1,260

連結貸借対照表計 
上額が取得原価を 
超えないもの

(1) 株式 15,426 10,518 △4,907 ― ― ―

(2) 債券

①  国債・
地方債等

― ― ― ― ― ―

②  社債 ― ― ― ― ― ―

③  その他 ― ― ― 20,520 19,361 △1,158

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 15,426 10,518 △4,907 20,520 19,361 △1,158

合計 15,426 10,518 △4,907 72,062 72,163 101

２  時価評価されていない有価証券

前連結会計年度
(平成21年９月30日)

当連結会計年度 
(平成22年９月30日)

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式を除く) 24,750 15,241

投資事業有限責任組合 226,451 221,527

社債 39,570 ―

合計 290,771 236,768

45

（株）ウェブクルー（8767）平成22年9月期決算短信



  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

３  前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度 
(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日)

当連結会計年度 
(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日)

売却額(千円)
売却益の合計額 

(千円)
売却損の合計額

(千円)
売却額（千円）

売却益の合計額 
(千円)

売却損の合計額
(千円)

302,691 5,938 13,684 1,561,805 39,893 6,575

４  その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

前連結会計年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日)

区分 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円)

投資事業有限責任組合 ― 47,451 179,000

社債 30,000 9,570 ―

合計 30,000 57,021 179,000

当連結会計年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日)

区分 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円)

投資事業有限責任組合 ― 42,527 179,000

社債 ― ― ―

合計 42,527 179,000
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前連結会計年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日) 

１  採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

  

２  退職給付債務に関する事項 

 
  

３  退職給付費用に関する事項 

 
  

４  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法(自己都合退職による期末要支給額

の100％を退職給付債務とする方法)を採用しております。 

  

(退職給付関係)

①  退職給付債務 △18,886千円

②  退職給付引当金 △18,886千円

退職給付費用 12,364千円
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当連結会計年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日) 

１  採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

  

２  退職給付債務に関する事項 

 
  

３  退職給付費用に関する事項 

 
（注）国内連結子会社１社におきまして、当連結会計年度末における従業員数が300名を超えたため、

退職給付に係る会計処理をより適正に行うため、当連結会計年度より、退職給付債務の計算方法を簡

便法から原則法へ変更しております。これにより、当連結会計年度における簡便法から原則法への移

行に係る差額は「退職給付費用」として33,614千円を特別損失に計上しております。この結果、当連

結会計年度の営業利益、経常利益には影響がなく、税金等調整前当期純利益は33,614千円減少してお

ります。 

  

４  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法(自己都合退職による期末要支給額

の100％を退職給付債務とする方法)を採用しております。なお、国内連結子会社１社におきまして、

退職給付債務の算定に当たり、原則法を採用しております。 

退職給付見込額の期間配分方法・・・・・期間定額基準 

割引率・・・・・・・・・・・・・・・・0.7％ 

数理計算上の差異の処理年数・・・・・・５年 

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。） 

①  退職給付債務 △67,440千円

②  退職給付引当金 △67,440千円

退職給付費用 51,256千円
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販売費及び一般管理費(株式報酬費用)    28,168千円 

  

  

 
(注)  ストックオプション数は株式数に換算して記載しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日)

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

提出会社

①  ストック・オプションの内容

決議年月日 平成12年７月31日 平成14年３月15日 平成14年９月17日 平成18年３月28日 平成18年４月５日

付与対象者の 
区分及び人数 
 

役員  ３名 
  
 

役員 ３名
  
 

役員   ３名
従業員  10名 

 

従業員     22名 
子会社役員  11名 
子会社従業員71名

役員    ５名
従業員  １名 

 

株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(注) 270株 465株 582株 900株 1,575株

付与日 平成12年７月31日 平成14年３月15日 平成14年９月17日 平成18年３月28日 平成18年４月５日

権利確定条件 
  
 
 

なし
  
 
 

なし
  
 
 

権利行使時にお
いて当社の取締
役又は従業員で
あること。

なし
  
 
 

なし
  
 
 

対象勤務期間 なし なし なし なし なし

権利行使期間 
  
 
 

自  平成12年 
    ８月１日 
至  平成22年 
    ７月31日

自  平成14年
    ４月１日 
至  平成24年 
    ３月15日

自 平成14年
    11月８日 
至  平成24年 
    ９月16日

自 平成20年 
    ３月25日 
至  平成28年 
    ３月24日

自  平成20年
    ３月25日 
至  平成28年 
    ３月24日

②  ストック・オプションの数(注)

権利確定前

期首 ― ― ― ― ―

付与 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ―

未確定残 ― ― ― ― ―

権利確定後

期首 90株 225株 18株 602株 1,575株

権利確定 ― ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

未行使残 90株 225株 18株 602株 1,575株

③  単価情報

権利行使価格 166,667円 166,667円 166,667円 251,633円 212,912円

行使時平均株価 ― ― ― ― ―

付与日における 
公正な評価単価

― ― ― ― ―
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(注)  ストックオプション数は株式数に換算して記載しております。 

  

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難である為、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。 

  

提出会社

連結子会社

㈱保険見直し本舗
㈱グランド
エイジング

①  ストック・オプションの内容

決議年月日
平成20年
１月４日

平成16年
12月20日

平成17年
９月16日

平成17年
９月16日

平成17年 
９月16日

平成17年
９月16日

付与対象者の 
区分及び人数

役員  ３名 
 

役員  １名
 

役員   ４名
従業員  39名

子会社従業員
        ５名

役員    １名 
従業員  ２名

役員 ３名
 

株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(注) 2,500株 880株 580株 10株 230株 300株

付与日 平成20年
１月22日

平成16年
12月27日

平成17年
９月16日

平成17年
10月３日

平成17年 
10月３日

平成17年
９月16日

権利確定条件 権利行使期間
内において、
当社の取締役
の地位(取締
役を退任後に
当社の取締役
または執行役
員となった場
合その地位)
を喪失した場
合に限る。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

対象勤務期間 なし なし なし なし なし なし

権利行使期間 自  平成25年 
    １月22日 
至  平成45年 
    １月21日

自  平成18年
    12月20日 
至  平成26年 
    12月19日

自 平成19年
    ９月16日 
至  平成27年 
    ９月15日

自 平成19年
    ９月16日 
至  平成27年 
    ９月15日

自 平成19年 
    ９月16日 
至  平成27年 
    ９月15日

自  平成19年
    ９月16日 
至  平成27年 
    ９月15日

②  ストック・オプションの数(注)

権利確定前

期首 2,500株 880株 400株 4株 210株 200株

付与 ― ― ― ― ― ―

失効 ― ― 19株 ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ― ―

未確定残 2,500株 880株 381株 4株 210株 200株

権利確定後

期首 ― ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ― ―

未行使残 ― ― ― ― ― ―

③  単価情報

権利行使価格 1円 12,500円 250,000円 250,000円 250,000円 12,500円

行使時平均株価 ― ― ― ― ― ―

付与日における 
公正な評価単価

46,947円 ― ― ― ― ―

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
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販売費及び一般管理費(株式報酬費用)     76,386千円 

  

  

 
(注１)  ストックオプション数は株式数に換算して記載しております。 

  

当連結会計年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日)

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

提出会社

①  ストック・オプションの内容

決議年月日 平成12年７月31日 平成14年３月15日 平成14年９月17日 平成18年３月28日 平成18年４月５日

付与対象者の 
区分及び人数 
 

役員  ３名 
  
 

役員 ３名
  
 

役員   ３名
従業員  10名 

 

従業員     22名 
子会社役員  11名 
子会社従業員71名

役員    ５名
従業員  １名 

 

株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(注１) 270株 465株 582株 900株 1,575株

付与日 平成12年７月31日 平成14年３月15日 平成14年９月17日 平成18年３月28日 平成18年４月５日

権利確定条件 
  
 
 

なし
  
 
 

なし
  
 
 

権利行使時にお
いて当社の取締
役又は従業員で
あること。

なし
  
 
 

なし
  
 
 

対象勤務期間 なし なし なし なし なし

権利行使期間 
  
 
 

自  平成12年 
    ８月１日 
至  平成22年 
    ７月31日

自  平成14年
    ４月１日 
至  平成24年 
    ３月15日

自 平成14年
    11月８日 
至  平成24年 
    ９月16日

自 平成20年 
    ３月25日 
至  平成28年 
    ３月24日

自  平成20年
    ３月25日 
至  平成28年 
    ３月24日

②  ストック・オプションの数(注１)

権利確定前

期首 ― ― ― ― ―

付与 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ―

未確定残 ― ― ― ― ―

権利確定後

期首 90株 225株 18株 602株 1,575株

権利確定 ― ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ― ―

失効 90株 ― ― 61株 ―

未行使残 0株 225株 18株 541株 1,575株

③  単価情報

権利行使価格 166,667円 166,667円 166,667円 251,633円 212,912円

行使時平均株価 ― ― ― ― ―

付与日における 
公正な評価単価

― ― ― ― ―
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(注１) ストックオプション数は株式数に換算して記載しております。 

(注２) 平成22年９月17日開催の㈱保険見直し本舗臨時株主総会において、平成16年12月20日決議の新株予約権につ

いて、その行使期間を「自 平成18年12月20日 至 平成26年12月19日」から上記に変更いたしました。 

  

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難である為、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。 

  

提出会社

連結子会社

㈱保険見直し本舗
㈱グランド
エイジング

①  ストック・オプションの内容

決議年月日
平成20年
１月４日

平成16年
12月20日

平成17年
９月16日

平成17年
９月16日

平成17年 
９月16日

平成17年
９月16日

付与対象者の 
区分及び人数

役員  ３名 
 

役員  １名
 

役員   ４名
従業員  39名

子会社従業員
        ５名

役員    １名 
従業員  ２名

役員 ３名
 

株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(注１) 2,500株 880株 580株 10株 230株 300株

付与日 平成20年
１月22日

平成16年
12月27日

平成17年
９月16日

平成17年
10月３日

平成17年 
10月３日

平成17年
９月16日

権利確定条件 権利行使期間
内において、
当社の取締役
の地位(取締
役を退任後に
当社の取締役
または執行役
員となった場
合その地位)
を喪失した場
合に限る。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

権利行使時に
おいて当社の
取締役又は従
業員であるこ
と。

対象勤務期間 なし なし なし なし なし なし

権利行使期間 自  平成25年 
    １月22日 
至  平成45年 
    １月21日

自  平成18年
    12月20日 
至  平成38年 
    12月19日 
（注２）

自 平成19年
    ９月16日 
至  平成27年 
    ９月15日

自 平成19年
    ９月16日 
至  平成27年 
    ９月15日

自 平成19年 
    ９月16日 
至  平成27年 
    ９月15日

自  平成19年
    ９月16日 
至  平成27年 
    ９月15日

②  ストック・オプションの数(注１)

権利確定前

期首 2,500株 880株 381株 4株 210株 200株

付与 ― ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ― ―

未確定残 2,500株 880株 381株 4株 210株 200株

権利確定後

期首 ― ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ― ―

未行使残 ― ― ― ― ― ―

③  単価情報

権利行使価格 1円 12,500円 250,000円 250,000円 250,000円 12,500円

行使時平均株価 ― ― ― ― ― ―

付与日における 
公正な評価単価

46,947円 ― ― ― ― ―

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

  

  

 
(注)  １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり純資産額 95,410円90銭

１株当たり当期純損失 11,094円69銭

１株当たり純資産額 102,152円74銭

１株当たり当期純利益 9,091円09銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。
 

潜在株式調整後         
１株当たり当期純利益

8,697円58銭

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △411,524 321,497

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△411,524 321,497

普通株式の期中平均株式数(株) 37,092 35,364

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(株)

(新株引受権) (―) (―)

(新株予約権) (─) (1,600)

普通株式増加数(株) ─ 1,600

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった 
潜在株式の概要 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

(新株予約権等)
株主総会の特別決議日 
平成12年７月31日 
株主総会の特別決議日 
平成14年３月15日 
株主総会の特別決議日 
平成14年９月17日 
取締役会の決議日 
平成18年３月28日 
取締役会の決議日 
平成18年４月５日 
取締役会の決議日 
平成20年１月４日    

(新株予約権等) 
株主総会の特別決議日 
平成12年７月31日 
株主総会の特別決議日 
平成14年３月15日 
株主総会の特別決議日 
平成14年９月17日 
取締役会の決議日 
平成18年３月28日 
取締役会の決議日 
平成18年４月５日 
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

１  利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について

当社は、平成21年12月18日開催の第10期定時株主総

会決議により、利益準備金の減少並びに剰余金の処分

を行っております。その概要については下記のとおり

であります。 

(1) 利益準備金の額の減少の目的 

 今後の機動的かつ柔軟な資本政策及びその他将来に

おける株主への配当に備えるため、会社法第448条第

１項の規定に基づき利益準備金を全額取り崩すことに

より欠損金の填補に充てるものであります。

(2) 利益準備金の減少する額

利益準備金25,290,000円全額

１  子会社増資について

㈱小肥羊ジャパンは平成22年10月25日開催の臨時株

主総会において当社及び㈱保険見直し本舗を引受先と

して増資を行うことを決議し、平成22年11月２日に増

資の払込を完了いたしました。 

(1) 増資する会社の名称 

  ㈱小肥羊ジャパン 

(2) 増資の概要 

 ①  増資金額  ：200,000,000円 

 ②  払込期日  ：平成22年11月２日 

 ③  割当先    ：当社      197,500,000円 

         ㈱保険見直し本舗 2,500,000円

(3) 利益準備金の額の減少の方法

会社法第448条第１項の規定に基づき、利益準備

金25,290,000円全額を減少させ、繰越利益剰余金を

25,290,000円増加させ、同額分の欠損を解消するも

のであります。

(4) 利益準備金の額の減少の日程

①  取締役会決議日      ：平成21年11月13日

②  定時株主総会決議日  ：平成21年12月18日

③  効力発生日          ：平成21年12月18日

２ 自己株式の買付について

当社は、平成22年11月12日開催の取締役会におい

て、会社法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 700株（上限） 

 ③ 取得期間 平成22年11月15日から平成22年12 

        月31日までの期間 

 ④ 取得価額の総額   50,000,000円（上限） 

 ⑤ 取得の方法     市場買付
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前連結会計年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当連結会計年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

２  資本金の額の減少並びに剰余金の処分について

当社は、平成21年12月18日開催の第10期定時株主総

会決議により、資本金の額の減少並びに剰余金の処分

を行っております。その概要については下記のとおり

であります。

(1) 資本金の額の減少の目的

今後の機動的かつ柔軟な資本政策及びその他将来

における株主への配当に備えるため、会社法第447

条第１項の規定に基づき資本金の額を減少し、その

他資本剰余金に振替えるものであります。

(2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金のみを減

少いたします。

(3) 資本金の減少する額

資本金4,162,065,504円のうち、2,000,000,000円

を減少し、その他資本剰余金に振替え、減少後の資

本金額を2,162,065,504円といたします。

(4) 剰余金の処分

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余

金を繰越利益剰余金に振替え、欠損金の填補をする

ものであります。

①  減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 437,782,548円

②  増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 437,782,548円

(5) 資本金の額の減少の日程

①  取締役会決議日          ：平成21年11月13日

②  債権者異議申述公告日    ：平成21年11月17日

③  債権者異議申述 終期日  ：平成21年12月17日

④  効力発生日              ：平成21年12月18日

⑤  定時株主総会決議日      ：平成21年12月18日

３  子会社増資について

当社は、平成21年11月13日開催の取締役会におい

て、株式会社ウェブクルーファイナンスの増資を行う

ことを決議し、払込を完了いたしました。

(1) 増資する会社の名称

株式会社ウェブクルーファイナンス

(2) 増資の概要

①  増資金額  ：350,000,000円

②  払込期日  ：平成21年11月13日

③  割当先    ：当社
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5.  個別財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年９月30日)

当事業年度
(平成22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 574,719 327,402

売掛金 ※１ 279,653 ※１ 265,929

貯蔵品 1,829 1,137

前払費用 12,649 22,653

関係会社短期貸付金 1,975,569 1,966,479

未収収益 ※１ 105,940 ※１ 24,563

その他 48,317 76,548

貸倒引当金 △4,364 △83,120

流動資産合計 2,994,314 2,601,593

固定資産

有形固定資産

建物 41,345 48,487

減価償却累計額 △575 △7,916

建物（純額） 40,769 40,571

工具、器具及び備品 79,212 88,818

減価償却累計額 △58,263 △68,835

工具、器具及び備品（純額） 20,948 19,982

リース資産 10,170 46,560

減価償却累計額 △1,258 △10,937

リース資産（純額） 8,911 35,623

有形固定資産合計 70,629 96,177

無形固定資産

商標権 1,431 1,357

ソフトウエア 174,536 202,146

その他 44,914 25,754

無形固定資産合計 220,881 229,257

投資その他の資産

投資有価証券 96,771 45,768

関係会社株式 999,079 ※２ 1,258,293

その他の関係会社有価証券 11,571 －

出資金 13,000 13,000

破産更生債権等 3,764 2,129

敷金及び保証金 126,408 84,804

その他 118 6,183

貸倒引当金 △3,882 △6,084

投資その他の資産合計 1,246,831 1,404,094

固定資産合計 1,538,342 1,729,529

資産合計 4,532,657 4,331,123
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年９月30日)

当事業年度
(平成22年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※１ 290,389 －

関係会社短期借入金 － ※１ 82,039

1年内返済予定の長期借入金 － ※２ 144,600

リース債務 2,365 9,359

未払金 ※１ 341,571 ※１ 251,534

未払費用 1,030 3,483

未払法人税等 44,703 794

前受金 6,182 11,787

預り金 10,696 11,345

前受収益 490 －

解約調整引当金 4,321 －

その他 14,251 －

流動負債合計 716,003 514,945

固定負債

長期借入金 － ※２ 173,100

リース債務 7,370 31,436

退職給付引当金 2,359 1,666

役員退職慰労引当金 952 4,840

固定負債合計 10,681 211,042

負債合計 726,684 725,988

純資産の部

株主資本

資本金 4,162,065 2,162,065

資本剰余金

資本準備金 5,378 16,102

その他資本剰余金 2,862,438 4,306,682

資本剰余金合計 2,867,816 4,322,785

利益剰余金

利益準備金 25,290 －

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △463,072 △15,831

利益剰余金合計 △437,782 △15,831

自己株式 △2,835,421 △2,941,347

株主資本合計 3,756,678 3,527,672

新株予約権 49,294 77,462

純資産合計 3,805,972 3,605,134

負債純資産合計 4,532,657 4,331,123
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,628,683 2,714,573

売上原価 397,331 426,396

売上総利益 2,231,352 2,288,176

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 1,917,548 ※1, ※2 2,242,251

営業利益 313,803 45,924

営業外収益

受取利息 ※2 94,911 ※2 67,823

投資有価証券売却益 － 28,130

雑収入 － 19,174

その他 4,412 3,345

営業外収益合計 99,323 118,474

営業外費用

支払利息 9,856 8,278

デリバティブ損失 7,820 －

投資事業組合運用損 47,793 4,907

自己株式取得費用 655 －

その他 769 2,225

営業外費用合計 66,895 15,412

経常利益 346,231 148,986

特別損失

固定資産除却損 ※3 20,778 ※3 979

投資有価証券売却損 13,164 －

投資有価証券評価損 9,750 4,258

関係会社株式評価損 868,172 14,266

事務所移転費用 1,719 －

貸倒引当金繰入額 － 80,000

特別損失合計 913,584 99,504

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △567,353 49,482

法人税、住民税及び事業税 165,739 65,313

法人税等合計 165,739 65,313

当期純損失（△） △733,092 △15,831
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(注)  システムの構築及び維持更新に係る直接労務費及び直接経費を売上原価として計上しております。 

  

売上原価明細書

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

Ⅰ  労務費 208,381 52.4 235,095 55.1

Ⅱ  経費

１  外注費 19,883 3,282

２  減価償却費 71,351 89,852

３  通信費 30,160 33,282

４  その他 67,555 64,883

経費計 188,949 47.6 191,300 44.9

合計 397,331 100.0 426,396 100.0
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,162,065 4,162,065

当期変動額

減資 － △2,000,000

当期変動額合計 － △2,000,000

当期末残高 4,162,065 2,162,065

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 5,378 5,378

当期変動額

資本準備金の積立 － 10,724

当期変動額合計 － 10,724

当期末残高 5,378 16,102

その他資本剰余金

前期末残高 2,862,438 2,862,438

当期変動額

減資 － 2,000,000

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △107,248

資本準備金の積立 － △10,724

欠損填補 － △437,782

当期変動額合計 － 1,444,244

当期末残高 2,862,438 4,306,682

資本剰余金合計

前期末残高 2,867,816 2,867,816

当期変動額

減資 － 2,000,000

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △107,248

資本準備金の積立 － －

欠損填補 － △437,782

当期変動額合計 － 1,454,968

当期末残高 2,867,816 4,322,785

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 14,015 25,290

当期変動額

利益準備金の積立 11,274 －

利益準備金の取崩 － △25,290

当期変動額合計 11,274 △25,290

当期末残高 25,290 －
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 394,042 △463,072

当期変動額

利益準備金の積立 △11,274 －

利益準備金の取崩 － 25,290

欠損填補 － 437,782

剰余金の配当 △112,747 －

当期純損失（△） △733,092 △15,831

当期変動額合計 △857,115 447,241

当期末残高 △463,072 △15,831

利益剰余金合計

前期末残高 408,057 △437,782

当期変動額

利益準備金の積立 － －

利益準備金の取崩 － －

欠損填補 － 437,782

剰余金の配当 △112,747 －

当期純損失（△） △733,092 △15,831

当期変動額合計 △845,840 421,951

当期末残高 △437,782 △15,831

自己株式

前期末残高 △2,713,289 △2,835,421

当期変動額

自己株式の取得 △122,131 △105,926

当期変動額合計 △122,131 △105,926

当期末残高 △2,835,421 △2,941,347

株主資本合計

前期末残高 4,724,649 3,756,678

当期変動額

減資 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △107,248

資本準備金の積立 － －

欠損填補 － －

利益準備金の積立 － －

利益準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △112,747 －

当期純損失（△） △733,092 △15,831

自己株式の取得 △122,131 △105,926

当期変動額合計 △967,971 △229,005

当期末残高 3,756,678 3,527,672
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

新株予約権

前期末残高 21,126 49,294

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,168 28,168

当期変動額合計 28,168 28,168

当期末残高 49,294 77,462

純資産合計

前期末残高 4,745,775 3,805,972

当期変動額

減資 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △107,248

資本準備金の積立 － －

欠損填補 － －

利益準備金の積立 － －

利益準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △112,747 －

当期純損失（△） △733,092 △15,831

自己株式の取得 △122,131 △105,926

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,168 28,168

当期変動額合計 △939,803 △200,837

当期末残高 3,805,972 3,605,134
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

１  有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 売買目的有価証券

時価法(売却原価は移動平均法に

より算定)

(1) 売買目的有価証券

同左

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によって

おります。

(2) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(3) その他有価証券

①  時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時

価法によっております。(評価差

額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)

(3) その他有価証券

①  時価のあるもの

同左

②  時価のないもの

移動平均法による原価法によっ

ております。

なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資(金

融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの)につ

いては、組合契約に規定される決

算報告書に応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。

②  時価のないもの

同左

２  たな卸資産の評価基準及

び評価方法

終仕入原価法による原価法(貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法)を採用しておりま

す。

終仕入原価法による原価法(貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法)を採用しておりま

す。

(会計方針の変更)

当事業年度より、「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日公表分)を適

用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

３  固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

なお耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左
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項目
前事業年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によって

おります。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法で、償却し

ております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとする定率法を採用して

おります。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年９月30日以前のリ

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に

よっております。

(3) リース資産

同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務(退職給

付にかかわる期末自己都合要支給

額)の見込額に基づいて計上してお

ります。

(2) 退職給付引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

監査役の退職慰労金支給に備える

ため、当期末における要支給額を計

上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 解約調整引当金

保険会社から請求される解約調整

金に備えるため、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。

─
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項目
前事業年度

(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

５ 重要なヘッジ会計の方法 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

─
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

① ヘッジ会計の方法

原則として時価評価によるヘッジ

手段に係る損益を、ヘッジ対象に係

る損益が認識されるまで純資産の部

における繰延ヘッジ損益として繰り

延べております。なお、特例処理の

要件を満たしている金利スワップに

ついては特例処理によっておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

金利スワップ取引・・・借入金の

変動金利及び固定金利

③ ヘッジ方針

金利関連について、金利の市場変

動リスクを抑えるために行っており

ます。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の変動率

が同一であることから、ヘッジ開始

時及びその後も継続して双方の相場

変動が相殺されるため、ヘッジ有効

性の評価は省略しております。

６  その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) デリバティブの会計処理

時価法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1) デリバティブの会計処理

─

(2) 消費税等の会計処理

同左

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しておりま

す。

(3) 連結納税制度の適用

同左
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(6) 重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

(リース取引に関する会計基準等)

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、当事業年度より、「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))を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

なお、リース取引会計基準の改正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

常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

この結果、リース資産が有形固定資産に8,911千円計

上されておりますが、営業損益、経常損益、税金等調整

前当期純損失に与える影響は軽微であります。

（企業結合に関する会計基準等の適用）

 第３四半期会計期間より、「企業結合に関する会計

基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22

号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計

基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12

月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用して

おります。

表示方法の変更

前事業年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

(貸借対照表)

前事業年度において、流動資産「その他」に含めて表

示しておりました「未収収益」(前事業年度163,502千

円)については、当事業年度において、資産の総額の100

分の１を超えることとなったため、当事業年度より区分

掲記しております。

前事業年度において、区分掲記しておりました「立替

金」(当事業年度33,096千円)及び「未収入金」(当事業

年度15,220千円)については、当事業年度において、資

産の総額の100分の１以下となり重要性が乏しくなった

ため、当事業年度より流動資産「その他」に含めて表示

しております。

前事業年度において、区分掲記しておりました「未払

消費税等」(当事業年度14,251千円)については、当事業

年度において、負債純資産の総額の100分の１以下とな

り重要性が乏しくなったため、当事業年度より流動負債

「その他」に含めて表示しております。

前事業年度において、無形固定資産「その他」に含め

て表示しておりました「商標権」(前事業年度593千円)

及び流動負債「その他」に含めて表示しておりました

「未払費用」(前事業年度59千円)については、当事業年

度より区分掲記しております。

(損益計算書)

営業外費用の「自己株式取得費用」及び「雑損失」
は、当事業年度において、金額的重要性が乏しくなった
ため「その他」に含めております。

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている
「自己株式取得費用」は619千円、「雑損失」は963千円
であります。
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年９月30日)

当事業年度 
(平成22年９月30日)

※１  関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たものの他次のものがあります。

※１  関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たものの他次のものがあります。

 

売掛金 69,392千円

未収収益(未収利息) 105,752千円

短期借入金 45,385千円

未払金 123,208千円
 

 

売掛金 49,198千円

未収収益(未収利息) 24,563千円

未払金 152,879千円

※２ 担保に供している資産

関係会社株式 25,102千円

計 25,102千円

上記資産は、１年内返済予定の長期借入金75,000

千円及び長期借入金137,500千円等の担保に供して

おります。

 

２  偶発債務

債務保証

次の関係会社について金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。

保証先
金額 
(千円)

内容

株式会社ウェブクルー
リアルエステイト

192,195 借入債務

株式会社保険見直し本舗 191,700 借入債務

株式会社小肥羊ジャパン 54,370 借入債務

計 438,265 ―

３  偶発債務

債務保証

次の関係会社について金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。

保証先
金額 
(千円)

内容

株式会社ウェブクルー
リアルエステイト

178,815 借入債務

株式会社保険見直し本舗 257,469 借入債務

株式会社小肥羊ジャパン 41,530 借入債務

株式会社ウェブクルーエ
ージェンシー

33,000 借入債務

計 510,814 ―

関係会社数社の事業所等賃借契約について保証

を行っております。

関係会社数社の事業所等賃借契約について保証

を行っております。

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

なお、販売費及び一般管理費のうち販売費に属す

る費用の割合は、おおむね64.1％であります。

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

なお、販売費及び一般管理費のうち販売費に属す

る費用の割合は、おおむね67.5％であります。

役員報酬 102,190千円

給料手当 173,043千円

退職給付費用 1,355千円

広告宣伝費 1,229,856千円

支払手数料 113,246千円

減価償却費 5,382千円

貸倒引当金繰入額 106千円

役員退職慰労引当金繰入額 714千円

役員報酬 106,588千円

給料手当 116,876千円

退職給付費用 1,746千円

広告宣伝費 1,514,345千円

支払手数料 156,311千円

減価償却費 12,526千円

貸倒引当金繰入額 4,086千円

役員退職慰労引当金繰入額 714千円

※２  各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。

※２  各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。

広告宣伝費 1,171,842千円

受取利息 92,784千円

広告宣伝費 1,466,821千円

受取利息 71,304千円

※３  特別損失の固定資産除却損の内訳は、建物20,741

千円、器具及び備品36千円であります。

※３  特別損失の固定資産除却損の内訳は、建物890千

円、器具及び備品89千円であります。
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前事業年度(自  平成20年10月１日  至  平成21年９月30日) 

１．自己株式に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加1,943株は、取締役会決議に基づく取得によるものであります。 

  

当事業年度(自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日) 

１．自己株式に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加1,302株は、取締役会決議に基づく取得によるものであります。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 19,962 1,943 ― 21,905

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 21,905 1,302 ― 23,207
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(リース取引関係)

前事業年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

１  ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

「建物付属設備」及び「工具、器具及び備品」

であります。

１  ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

「建物付属設備」及び「工具、器具及び備品」

であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年９月30日以前

の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によっており、その内容は次

のとおりであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年９月30日以前

の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によっており、その内容は次

のとおりであります。

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び当事業年度末残高相当額

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び当事業年度末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

当事業年度末
残高相当額 
(千円)

機械装置 17,335 9,376 7,958

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

当事業年度末
残高相当額 
(千円)

機械装置 17,335 13,063 4,272

②  未経過リース料当事業年度末残高相当額

１年内 3,839千円

１年超 8,322千円

合計 12,161千円

②  未経過リース料当事業年度末残高相当額

１年内 3,926千円

１年超 4,395千円

合計 8,322千円

③  支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 4,068千円

減価償却費相当額 5,811千円

支払利息相当額 313千円

③  支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 4,068千円

減価償却費相当額 3,686千円

支払利息相当額 228千円

④  減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定率法によっております。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。

④  減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定率法によっております。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。

２  オペレーティング・リース取引(借主側)

該当事項はありません。

２  オペレーティング・リース取引(借主側)

同左
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前事業年度において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

 
  

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年９月30日)

当事業年度 
(平成22年９月30日)

１  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳はつぎのと

おりであります。

(繰延税金資産)

未払事業税 11,389千円

投資有価証券 9,258千円

解約調整勘定 1,758千円

一括償却資産 1,853千円

貸倒引当金 3,154千円

株式報酬費用 20,057千円

投資有価証券評価損 3,051千円

関係会社株式評価損 353,259千円

その他関係会社株式評価損 8,071千円

その他 3,009千円

繰延税金資産小計 414,863千円

評価性引当額 △414,863千円

繰延税金資産合計 ―千円
 

１  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳はつぎのと

おりであります。

(繰延税金資産)

未払事業税 323千円

投資有価証券 7,426千円

一括償却資産 1,958千円

貸倒引当金 35,468千円

株式報酬費用 31,519千円

投資有価証券評価損 4,784千円

関係会社株式評価損 359,033千円

子会社株式 72,666千円

その他 7,552千円

繰延税金資産小計 520,732千円

評価性引当額 △520,732千円

繰延税金資産合計 ─千円

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳

税引前当期純損失のため記載しておりません。
 
 

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

評価性引当金 213.95％

交際費等の永久差異 23.35％

住民税均等割等 4.77％

受取配当金等の永久差異 △156.68％

役員給与損金不算入 5.02％

その他 0.89％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

131.99％
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(注)  １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり純資産額 104,508円93銭

１株当たり当期純損失(△) △19,764円18銭

１株当たり純資産額 101,826円36銭

１株当たり当期純損失(△) △447円66銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

前事業年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

当期純損失(千円) △733,092 △15,831

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る当期純損失(千円) 
(千円)

△733,092 △15,831

普通株式の期中平均株式数(株) 37,092 35,364

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(株)

(新株引受権) (―) (─)

(新株予約権) ─ ─

普通株式増加数(株) ─ ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった 
潜在株式の概要 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

(新株予約権等)
株主総会の特別決議日 
平成12年７月31日 
株主総会の特別決議日 
平成14年３月15日 
株主総会の特別決議日 
平成14年９月17日 
取締役会の決議日 
平成18年３月28日 
取締役会の決議日 
平成18年４月５日 
取締役会の決議日 
平成20年１月４日 

(新株予約権等) 
株主総会の特別決議日 
平成12年７月31日 
株主総会の特別決議日 
平成14年３月15日 
株主総会の特別決議日 
平成14年９月17日 
取締役会の決議日 
平成18年３月28日 
取締役会の決議日 
平成18年４月５日 
取締役会の決議日 
平成20年１月４日 
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

１  利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について

当社は、平成21年12月18日開催の第10期定時株主総

会決議により、利益準備金の減少並びに剰余金の処分

を行っております。その概要については下記のとおり

であります。 

(1) 利益準備金の額の減少の目的 

 今後の機動的かつ柔軟な資本政策及びその他将来に

おける株主への配当に備えるため、会社法第448条第

１項の規定に基づき利益準備金を全額取り崩すことに

より欠損金の填補に充てるものであります。

(2) 利益準備金の減少する額

利益準備金25,290,000円全額

１  子会社増資について

当社は㈱保険見直し本舗と共同で㈱小肥羊ジャパン

の増資を引き受け、平成22年11月２日に増資の払込を

完了いたしました。 

(1) 増資する会社の名称 

  ㈱小肥羊ジャパン 

(2) 増資の概要 

 ①  増資金額  ：200,000,000円 

 ②  払込期日  ：平成22年11月２日 

 ③  割当先    ：当社      197,500,000円 

         ㈱保険見直し本舗 2,500,000円

(3) 利益準備金の額の減少の方法

会社法第448条第１項の規定に基づき、利益準備

金25,290,000円全額を減少させ、繰越利益剰余金を

25,290,000円増加させ、同額分の欠損を解消するも

のであります。

(4) 利益準備金の額の減少の日程

①  取締役会決議日      ：平成21年11月13日

②  定時株主総会決議日  ：平成21年12月18日

③  効力発生日          ：平成21年12月18日

２ 自己株式の買付について

当社は、平成22年11月12日開催の取締役会におい

て、会社法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 700株（上限） 

 ③ 取得期間 平成22年11月15日から平成22年12 

        月31日までの期間 

 ④ 取得価額の総額   50,000,000円（上限） 

 ⑤ 取得の方法     市場買付
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前事業年度
(自  平成20年10月１日
至  平成21年９月30日)

当事業年度
(自  平成21年10月１日
至  平成22年９月30日)

２  資本金の額の減少並びに剰余金の処分について

当社は、平成21年12月18日開催の第10期定時株主総

会決議により、資本金の額の減少並びに剰余金の処分

を行っております。その概要については下記のとおり

であります。

(1) 資本金の額の減少の目的

今後の機動的かつ柔軟な資本政策及びその他将来

における株主への配当に備えるため、会社法第447

条第１項の規定に基づき資本金の額を減少し、その

他資本剰余金に振替えるものであります。

(2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金のみを減

少いたします。

(3) 資本金の減少する額

資本金4,162,065,504円のうち、2,000,000,000円

を減少し、その他資本剰余金に振替え、減少後の資

本金額を2,162,065,504円といたします。

(4) 剰余金の処分

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余

金を繰越利益剰余金に振替え、欠損金の填補をする

ものであります。

①  減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 437,782,548円

②  増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 437,782,548円

(5) 資本金の額の減少の日程

①  取締役会決議日          ：平成21年11月13日

②  債権者異議申述公告日    ：平成21年11月17日

③  債権者異議申述 終期日  ：平成21年12月17日

④  効力発生日              ：平成21年12月18日

⑤  定時株主総会決議日      ：平成21年12月18日

３  子会社増資について

当社は、平成21年11月13日開催の取締役会におい

て、株式会社ウェブクルーファイナンスの増資を行う

ことを決議し、払込を完了いたしました。

(1) 増資する会社の名称

株式会社ウェブクルーファイナンス

(2) 増資の概要

①  増資金額  ：350,000,000円

②  払込期日  ：平成21年11月13日

③  割当先    ：当社

73

（株）ウェブクルー（8767）平成22年9月期決算短信



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




