
平成24年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年8月10日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 株式会社 ウェブクルー 上場取引所 東 
コード番号 8767 URL http://www.webcrew.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 青山 浩
問合せ先責任者 （役職名） 経営管理ディビジョン統轄 （氏名） 今森 教仁 TEL 03-6415-8023
四半期報告書提出予定日 平成24年8月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6月30日） 

第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）、「1株当たり当期純利益に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日）及び「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第9号 平成22年6月30
日）を適用しております。第1四半期連結会計期間および当第3四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分
割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期第3四半期 12,227 51.4 1,499 119.2 1,467 123.6 858 282.5
23年9月期第3四半期 8,077 20.2 684 27.4 656 12.3 224 10.7

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 887百万円 （232.2％） 23年9月期第3四半期 267百万円 （―％）

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

24年9月期第3四半期 43.41 40.36
23年9月期第3四半期 10.97 10.30

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 9,345 4,122 42.2
23年9月期 7,762 3,375 41.5
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  3,944百万円 23年9月期  3,218百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
平成23年10月１日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割しており、平成23年９月期の１株当たり配当金については、当該株式分割が行われる前の
数値で記載しております。また、平成24年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しており、平成24年９月期（予想）の１株当たり配当金について
は、当該株式分割後の数値で記載しております。 

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

23年9月期 ― 1,500.00 ― 3,000.00 4,500.00
24年9月期 ― 10.00 ―
24年9月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成24年 9月期の連結業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 16,500 46.2 2,100 80.3 2,100 85.8 1,200 ― 60.58



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

第１四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
し、23年９月期の期末発行済株式数、期末自己株式数及び23年９月期３Ｑの期中平均株式数を算定しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社アガスタ 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期3Q 19,809,800 株 23年9月期 34,710,600 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 112 株 23年9月期 14,993,400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 19,756,390 株 23年9月期3Q 20,445,796 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間の国内経済における我が国の経済は、総務省内閣府の月例経済報告（平成24年６月22

日発表分）によれば、景気は依然として厳しい状況にあるものの、東日本大震災からの復興需要等を背景に、緩や

かに回復しつつあります。しかしながら、欧州政府債務危機の再燃や長期化する円高、電力供給の制約など先行き

不透明な状況も続き、国内外の景気下振れも懸念されます。  

 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24年３月末現在3,952万契約と前

年同月比4.8％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24年３月末現在1億2,191万契約となり、携帯電話加入契約全体の98.2％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急速な普及に

加えて、タブレット型ＰＣの利用も拡大しており、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を増

加させています。 

 このような環境のなか、比較サイト事業では統合サイト「ズバット」の集客力強化およびコンテンツ拡充に注力

いたしました。その中でも「ズバット自動車保険比較」が好調に推移した結果、平成24年６月30日時点でサイト利

用者累計数は816万人を超えました。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、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高12,226,853千円（前年同期比51.4％増）、営業利益

1,499,025千円（前年同期比119.2％増）、経常利益1,466,817千円（前年同期比123.6％増）、四半期純利益

857,702千円（前年同期比282.5％増）となりました。 

  

 各セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 なお、当第３四半期連結累計期間より、従来のセグメント区分「金融サービス事業」を「その他」へ、「生活サ

ービス事業」の一部を「車関連事業」及び「住宅関連事業」へとそれぞれ組み替えておりますので、以下の前期比

較につきましては、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値との比較を記載しております。前期の

セグメント情報の組み替えにつきましては、本決算短信・添付資料の11ページ「２．報告セグメントの変更等に関

する事項」をご覧下さい。 

  

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「ズバット自動車保険比較」「保険スクエアbang！自動車保険」

では、両ブランドのもとで引き続き併行運用を行い、利用者数は好調に推移しました。また、大型ショッピング

モールを中心に展開している㈱保険見直し本舗は、当第３四半期連結会計期間において第２四半期連結会計期間

末までに出店した10店舗に加えて、「柳津イトーヨーカドー店」、「山口イオンタウン周南店」、「立川駅前

店」、「大丸ピーコック経堂店」、「北谷イオン店」、「三宮さんプラザ店」、「甲子園イトーヨーカドー

店」、「徳島アミコ店」、「博多アミュプラザ店」の計９店舗を新規出店し、全国155店舗となりました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,573,363千円（前年同期比38.3％増）、営業利益は

1,908,395千円（前年同期比105.9％増）となりました。 

  

② 生活サービス事業 

 「ズバット引越し比較」が堅調に推移すると共に、その付随サービスである引越関連事業が好調でありまし

た。回線事業については、本年１月に設立した㈱ウェブクルーライトのもとで提携先の開拓に注力し、契約件数

を順調に伸ばしました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,593,009千円（前年同期比57.9％

増）、営業利益は517,287千円（前年同期比9.9％増）となりました。 

  

③ 車関連事業 

 当第３四半期連結累計期間において㈱車屋本舗を設立し、本年１月には中古車の海外販売等をおこなう㈱アガ

スタを買収いたしました。また「ズバット車買取比較」「車買取比較.com」等も堅調に推移しました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,620,751千円（前年同期比483.0％増）、営業利益は

174,290千円（前年同期比32.3％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



④ メディアレップ事業 

 ㈱ウェブクルーエージェンシーは、当第３四半期連結累計期間において新規クライアントの獲得及び取扱媒体

の拡充に努めました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は342,465千円（前年同期比30.7％減）、営業利益11,164千

円（前年同期は営業損失48,773千円）となりました。 

  

⑤ フード事業 

 中国火鍋専門店の小肥羊の集客力、収益性向上に注力してまいりました。テレビを中心にマスメディアへの働

きかけを積極的に企画した結果、「新宿店」「渋谷店」「赤坂店」を中心に好調に推移いたしました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は713,740千円（前年同期比26.7％増）、営業利益80,586千

円（前年同期比3358.1％増）となりました。 

  

⑥ 不動産事業 

 家づくりの総合ポータルサイト「持ち家計画」の展開に、引き続き注力しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は53,127千円（前年同期比26.5％減）、営業損失10,721千円

（前年同期は営業損失18,782千円）となりました。 

   

⑦ 住宅関連事業 

  住宅ローンの一括審査申込サイト「ズバット住宅ローン」では、参加金融機関の開拓とコンテンツ・機能の

拡充に注力いたしました。住宅関連の無料相談については、首都圏に加え関西・中部エリアでのサービスを開始

し、相談件数を順調に伸ばしました。火災保険に関しては取扱保険会社・保険商品を拡充し、住宅ローン利用者

に加え法人顧客の開拓にも努めました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は36,132千円（前年同期比1582.9％増）、営業損失19,334千

円（前年同期は営業損失1,666千円）となりました。 

   

⑧ その他 

 ㈱グランドエイジングは「ズバット有料老人ホーム比較」の運営を継続しておこなうと同時に「たのめーる」

の大口顧客獲得に注力いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は294,262千円（前年同期比60.1％増）、営業損失2,070千円

（前年同期は営業損失7,187千円）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は9,345,049千円となり、前期末に比べ1,583,311千円の増加となり

ました。これは主として、現金及び預金1,229,262千円、売掛金11,914千円、商品285,882千円が増加したためであ

ります。  

 負債は5,222,784千円となり、前期末に比べ835,881千円の増加となりました。これは主として、１年以内返済予

定の長期借入金及び長期借入金551,842千円、未払金287,706千円が増加したためであります。 

 純資産は4,122,265千円となり、前期末に比べ747,430千円の増加となりました。これは主として、四半期純利益

857,702千円を計上したためであります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年９月期の連結業績予想につきましては、据え置きといたします。よって平成24年５月９日に発表いたし

ました通期の連結業績予想に変更はございません。通期連結では、売上高16,500,000千円、営業利益2,100,000千

円、経常利益2,100,000千円、当期純利益1,200,000千円を見込んでおります。 

  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。   

   



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 平成24年１月17日に株式会社アガスタの全株式を取得し、同社を子会社としたため、当第３四半期連結累計期間

より連結の範囲に含めております。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 第１四半期連結会計期間より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月

30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30

日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用し

ております。  

 第１四半期連結会計期間および当第３四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、第12期の連結会計

年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益を算定しております。 

 また、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するスト

ック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプション

の公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。  

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額及び潜

在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は以下のとおりであります。 

 １株当たり四半期純利益金額        6,580円23銭 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 6,249円91銭 

   

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（法人税率の変更等による影響） 

 平成23年12月２日付で「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布されたことに伴い、平成24年10月１日以降開始する連結会

計年度から法人税率が引き下げられ、また、平成24年10月１日以降開始する連結会計年度から３年間は復興特別法

人税が課されることになりました。この税率変更により、法人税等調整額は21,593千円増加しております。 

（保有目的の変更）  

 固定資産として保有していた土地333,638千円については、保有目的の変更に伴い、販売用不動産へ振替してお

ります。また、販売用不動産として保有していた土地200,849千円については、保有目的の変更に伴い、固定資産

へ振替しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,606,098 2,835,361

売掛金 1,606,360 1,618,274

商品 218,695 504,577

原材料及び貯蔵品 20,398 20,796

繰延税金資産 122,224 148,424

その他 395,060 454,578

貸倒引当金 △22,605 △24,370

流動資産合計 3,946,232 5,557,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 751,713 804,706

その他（純額） 638,385 583,985

有形固定資産合計 1,390,099 1,388,692

無形固定資産   

のれん 924,569 751,017

その他 226,463 207,245

無形固定資産合計 1,151,033 958,263

投資その他の資産   

投資有価証券 330,879 355,527

長期未収入金 531,953 514,906

破産更生債権等 12,362 15,243

その他 952,291 1,100,461

貸倒引当金 △553,114 △545,688

投資その他の資産合計 1,274,373 1,440,451

固定資産合計 3,815,505 3,787,406

資産合計 7,761,738 9,345,049



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,429 44,152

短期借入金 276,668 245,000

1年内返済予定の長期借入金 433,171 578,836

1年内償還予定の社債 106,000 106,000

未払金 780,365 1,068,072

未払法人税等 401,696 270,403

賞与引当金 130,829 155,645

解約調整引当金 81,441 71,026

その他 785,466 932,516

流動負債合計 3,021,067 3,471,654

固定負債   

社債 404,000 341,000

長期借入金 643,968 1,050,145

役員退職慰労引当金 50,069 54,871

退職給付引当金 97,377 121,134

資産除去債務 112,942 121,397

その他 57,477 62,581

固定負債合計 1,365,835 1,751,130

負債合計 4,386,902 5,222,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,162,065 2,199,595

資本剰余金 4,219,718 868,976

利益剰余金 17,736 892,967

自己株式 △3,140,060 △56

株主資本合計 3,259,460 3,961,483

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △22,099 －

為替換算調整勘定 △18,904 △17,475

その他の包括利益累計額合計 △41,004 △17,475

新株予約権 149,623 164,742

少数株主持分 6,755 13,514

純資産合計 3,374,835 4,122,265

負債純資産合計 7,761,738 9,345,049



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年10月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,076,675 12,226,853

売上原価 965,118 2,069,020

売上総利益 7,111,556 10,157,832

販売費及び一般管理費 6,427,629 8,658,806

営業利益 683,926 1,499,025

営業外収益   

受取利息 3,525 5,540

投資有価証券売却益 38,493 －

持分法による投資利益 － 3,168

その他 36,405 23,268

営業外収益合計 78,424 31,977

営業外費用   

支払利息 27,239 27,359

投資有価証券売却損 68,140 21,864

持分法による投資損失 1,717 －

投資事業組合運用損 341 －

その他 8,927 14,961

営業外費用合計 106,367 64,185

経常利益 655,983 1,466,817

特別利益   

固定資産売却益 77,330 －

関係会社株式売却益 － 4,439

持分変動利益 － 27,522

負ののれん発生益 － 107,573

特別利益合計 77,330 139,535

特別損失   

固定資産除却損 10,723 6,975

貸倒損失 － 1,510

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,063 －

その他 2,175 2,948

特別損失合計 37,962 11,434

税金等調整前四半期純利益 695,351 1,594,919

法人税、住民税及び事業税 387,380 764,214

法人税等調整額 34,105 △32,412

法人税等合計 421,486 731,802

少数株主損益調整前四半期純利益 273,865 863,117

少数株主利益 49,637 5,414

四半期純利益 224,228 857,702



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 273,865 863,117

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,344 22,099

為替換算調整勘定 △1,612 1,429

その他の包括利益合計 △6,956 23,529

四半期包括利益 266,908 886,646

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 217,271 881,232

少数株主に係る四半期包括利益 49,637 5,414



当第３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 

   

 当社は、取締役会決議に基づき当第３四半期連結累計期間において21,200株の自己株式取得を実施し、自己株式

が13,046千円増加いたしました。一方、平成23年12月20日において7,517,900株の自己株式消却手続を完了したこ

とにより、同期間において自己株式が3,153,106千円減少し、資本剰余金も同額減少いたしました。当第３四半期

連結会計期間末において自己株式は56千円であります。 

 また、平成23年12月26日に98,586千円及び平成24年６月11月に99,049千円の配当を実施したことにより、資本剰

余金は868,976千円となっております。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報     

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、Eコマース運営、不動産の売

買・仲介・斡旋等を行う事業を含んでいます。 

２ 調整額の金額は、セグメント間取引消去等の調整額であります。  

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動）  

 「保険サービス事業」セグメントにおいて子会社㈱保険見直し本舗が平成22年９月30日締結した契約に基

づき㈱アドバンスクリエイトから生命保険契約の一部を譲り受けております。 

 なお、当該事象によるのれんの増加額は、第３四半期連結累計期間においては700,000千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

       （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注１） 
合計 

調整額 
（注２） 

四半期 

連結損益計

算書計上額

（注３） 

保険サービ

ス事業 
生活サー

ビス事業 
金融サービ

ス事業 
メディアレ

ップ事業 
フード事業 計

売上高                

外部顧客への売

上高 
 5,474,285  1,289,041 11,940 493,973 563,308 7,832,550 244,125  8,076,675  － 8,076,675

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 －  44,818 34,613 1,204,966 21,807 1,306,206 3,395  1,309,602  △1,309,602 －

計  5,474,285  1,333,860 46,554 1,698,940 585,115 9,138,756 247,520  9,386,277  △1,309,602 8,076,675

セグメント利益

又は損失(△) 
 927,046  599,890 5,301 △48,773 2,330 1,485,795 △30,245  1,455,549  △771,622 683,926



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報    

  

（注）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、Eコマース運営等を行う事業

を含んでいます。 

２ 調整額の金額は、セグメント間取引消去等の調整額であります。  

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（単位：千円）

  

報告セグメント

保険サービス

事業 
生活サービス

事業 
車関連事業

メディアレッ

プ事業 
フード事業 不動産事業 住宅関連事業 計

売上高            

外部顧客への売上高  7,573,363 1,593,009 1,620,751 342,465 713,740  53,127  36,132 11,932,590

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 － 66,875 1,833 1,306,453 22,187  2,821  60 1,400,232

計  7,573,363 1,659,885 1,622,584 1,648,918 735,928  55,949  36,192 13,332,822

セグメント利益又は損失

(△) 
 1,908,395 517,287 174,290 11,164 80,586  △10,721  △19,334 2,661,667

  
その他 
（注１） 

合計 
調整額

（注２） 

四半期 

連結損益計

算書計上額

（注３） 

売上高     

外部顧客への売上高  294,262 12,226,853 ― 12,226,853

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 72,027 1,472,259 △1,472,259 ―

計  366,289 13,699,112 △1,472,259 12,226,853

セグメント利益又は損失

(△) 
 △2,070 2,659,597 △1,160,571 1,499,025



２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 第１四半期連結会計期間より、従来のセグメント区分「金融サービス事業」を「その他」へ、株式会社車

屋本舗の設立等に伴い「生活サービス事業」の一部を「車関連事業」へ、ズバット住宅ローンサイト開設に

伴い「生活サービス事業」の一部を「住宅関連事業」へと、それぞれ変更しております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間について、当第３四半期連結累計期間と同様の報告セグメントで表示す

ると次のとおりになります。 

  前第３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日） 

  

（注）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、Eコマース運営等を行う事業

を含んでいます。 

２ 調整額の金額は、セグメント間取引消去等の調整額であります。  

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

     

（単位：千円）

  

報告セグメント

保険サービス

事業 
生活サービス

事業 
車関連事業

メディアレッ

プ事業 
フード事業 不動産事業 住宅関連事業 計

売上高            

外部顧客への売上高  5,474,285 1,008,883 278,011 493,973 563,308  72,284  2,147 7,892,893

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 － 44,818 － 1,204,966 21,807  727  － 1,272,320

計  5,474,285 1,053,702 278,011 1,698,940 585,115  73,012  2,147 9,165,213

セグメント利益又は損失

(△) 
 927,046 470,849 131,732 △48,773 2,330  △18,782  △1,666 1,462,737

  
その他 
（注１） 

合計 
調整額

（注２） 

四半期 

連結損益計

算書計上額

（注３） 

売上高     

外部顧客への売上高  183,781 8,076,675 － 8,076,675

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 35,633 1,307,953 △1,307,953 －

計  219,414 9,384,628 △1,307,953 8,076,675

セグメント利益又は損失

(△) 
 △7,187 1,455,549 △771,622 683,926



（当社取締役、執行役員及び従業員に対するストック・オプション（新株予約権）の発行） 

 当社は、平成24年７月24日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に資するこ

とを目的として、当社取締役、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること

を決議致しました。 

１．新株予約権の割当対象者 

  当社取締役、執行役員及び従業員 ４名 

  

２．新株予約権の総数 

  5,800個  

  

３．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

  当社普通株式 580,000株 

 ただし、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の

算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権

利行使または消去されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数

が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

  

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

 また、上記のほか、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で株式

の数の調整をするものとする。 

  

４．新株予約権１個あたりの目的である株式の数 

 新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、100株とする。ただし、上記３に定める新株予約権の目的で

ある株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。 

  

５．新株予約権の割当日 

 平成24年８月10日 

  

６．新株予約権の払込み金額 

 金銭の払込みを要しないものとする。  

  

７．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株あたりの払込金額（以下、「行

使価額」という。）に、当該新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）におけ

る金融商品取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げ）とす

る。ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終

値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。 

 なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。  

  

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１／分割・併合の比率）  

  

 また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予

約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の譲渡並びに株式交換に自己株式の移転の場合を除く。）は、次の

算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとする。 

  

 調整後行使価額＝調整前行使価額×〔{既発行株式数+（新規発行株式数×１株あたり払込金額）／１株あたりの

時価}/（既発行株式数+新規発行株式数）〕 

  

（６）重要な後発事象



 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

 上記の場合のほか、発行日後に、当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必

要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

  

８．新株予約権の行使期間 

  平成29年８月10日から平成34年７月23日とする。 

  

９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

  

10．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、新株予約権の割当日から平成29年８月９日までの期間、当社及び当社連結子会社の取締

役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合

はこの限りではない。 

 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると

きは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 

 ④ 各新株予約権の一部行使はできない 

 ⑤ 新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。 

  

11．新株予約権の譲渡に関する事項 

  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。  

  



（１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績  

    該当事項はありません。  

  

 ②受注状況 

 一部の事業において受注販売を行っておりますが、受注高及び受注残高の金額に重要性はありません。 

  

 ③販売実績 

 当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

（２）設備投資、減価償却費、研究開発費の推移 

 設備投資、減価償却費、研究開発費の推移については、開示の重要性が乏しいため、記載を省略しておりま

す。    

   

５．補足情報

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年10月１日 

至 平成24年６月30日） 

前年同四半期増減比
（％） 

保険サービス事業（千円）  7,573,363 38.3% 

生活サービス事業（千円）  1,593,009 57.9% 

車関連事業（千円）  1,620,751 483.0% 

メディアレップ事業（千円）  342,465 △30.7% 

フード事業（千円）  713,740 26.7% 

不動産事業（千円）  53,127 △26.5% 

住宅関連事業（千円）  36,132 1582.9% 

その他（千円）  294,262 60.1% 

合計（千円）  12,226,853 51.4% 

取引先  

当第３四半期連結累計期間  
（自 平成23年10月１日至 平成24年６月30日）  

販売高（千円） 割合(％) 

メットライフ アリコ  1,573,309 12.9 
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