




 

 

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

平成 25 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。 

基準日 第２四半期末 期末 年間 

1 株当たり配当金 10 円 00 銭 10 円 00 銭 20 円 00 銭

配当金総額 199,200 千円 205,614 千円 404,815 千円

（注）純資産減少割合  第２四半期末 0.042     期末  0.036 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要に加え、政権交代後に打ち出された経済政

策・金融政策への期待感から、円安傾向の定着や株価の大幅な上昇、消費マインドの改善が顕著となってまいりまし

た。しかしながら、米国の財政問題や金融政策の動向、中国をはじめとする新興国経済の減速懸念など、世界経済の

先行き不透明感は依然大きく、予断を許さない状況にありました。一方、インターネット関連業界におきましては、

超高速ブロードバンドサービスの契約数が、固定系、移動系合算で平成25年６月末現在5,880万契約（総務省調べ）

となり、スマートフォンの急速な普及を背景に大きく契約数を伸ばしてまいりました。またタブレット型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が増加するとともに、インターネットユ

ーザーがウェブサイトに求める視認性やユーザビリティも大きく変わろうとしています。 

 このような環境のなか、当社グループでは①前期下期業績の下振れ要因となったSEO対策、②資本・業務提携をし

たSBIグループとの提携推進、③サイトユーザーへのテレマーケティングの推進、④㈱保険見直し本舗のマスマーケ

ティング（テレビCM）によるブランディングの確立を平成25年９月期の重点目標として掲げ、事業を推進してまいり

ました。㈱ウェブクルーの比較サイト事業では、大手検索エンジンのアルゴリズム変更への対応として、各サイトの

改修作業とコンテンツの再構築を第２四半期までに完了しました。主要キーワードの検索結果順位の回復が当初想定

よりも遅れ、主力サービスの繁忙期にあたる第２四半期には広告費積み増しによる集客の増強を図りましたが、第３

四半期以降は検索結果順位の上昇と集客チャネル再構築が奏功し、全般的に集客数・収益性の改善が見られました。

その結果、事業全体のサイト利用者累計数は平成25年９月30日時点で952万人（前年同期比115万人増）を超えまし

た。また、平成24年10月には、自動車保険分野でのリアル展開と広告市場における比較優位確保を目指し、SBIホー

ルディングス㈱と資本・業務提携契約を締結、両グループ間での協業に向けて協議を開始しました。ダイレクトマー

ケティング事業については、東京都渋谷区とタイ・バンコクのコールセンター人員を拡充し、自社サイト利用者への

太陽光発電システム販売、インターネット回線の販売、㈱保険見直し本舗のご案内に注力しています。㈱保険見直し

本舗では昨年11月から放映しているテレビCMが第三者機関によるCM好感度調査で上位を獲得、第２四半期からは相談

件数が大幅に増加し、一定のブランディング効果が見られました。 

  以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高19,646,258千円（前年同期比20.3％増）、営業利益1,723,598千円

（前年同期比3.0％減）、経常利益1,749,049千円（前年同期比0.2％減）、当期純利益は949,542千円（前年同期比

0.2％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。  

   

（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うとともに、第２四半期までにSEO対策としてのウェブサイト改修や

広告費の積み増しを行いました。第３四半期以降は、検索結果順位の回復が見られたものの、依然集客環境は厳し

く、前年同期比で減収減益となりました。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、第３

四半期までに出店した21店舗に加え、第４四半期において「上尾アリオ店」「東海池袋ビル店」「目黒駅前店」「相

模原ニトリモール店」「石巻あけぼのイトーヨーカドー店」を新規出店し、全国176店舗となりました。また、ブラ

ンド力の強化策として有名タレントを起用したテレビCMの放映を開始し、第２四半期からは相談件数の大幅な増加が

見られました。  

 以上の結果、当事業の売上高は11,421,712千円（前年同期比13.1％増）、営業利益は2,120,099千円（前年同期比

10.7％減）となりました。 

  

（生活サービス事業） 

 「ズバット引越し比較」「引越し比較.com」において、第２四半期までにSEO対策のためのウェブサイト改修、集

客チャネルの再構築、広告宣伝費の積み増しなどを図りました。第３四半期以降は、検索結果順位の上昇およびプロ

モーションコストの見直しにより、集客数・収益性の改善が見られました。リアル事業においては、㈱ウェブクルー

ライトが手がける光回線取次、ネクストエナジー㈱が手がける太陽光発電投資の取次が好調に推移しました。  

 以上の結果、当事業の売上高は2,530,016千円（前年同期比17.4％増）、営業利益は371,509千円（前年同期比

40.3％減）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（車関連事業） 

 「ズバット車買取比較」「車買取比較.com」「ズバット車販売」などウェブサービスについては、第３四半期以降

は検索結果順位が大幅に改善し、集客数、収支ともに堅調に推移しました。中古車輸出を手がける㈱アガスタは、ア

フリカ向け輸出が堅調に推移し、本セグメントでの大幅増収に寄与しました。 

  以上の結果、当事業の売上高は3,470,325千円（前年同期比52.2％増）、営業利益は259,733千円（前年同期比

18.4％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、引き続き新規クライアント、既存クライアントへＳＥＭを中心としたウェブマ

ーケティング全般の提案や、ビッグデータを活用したＤＢマーケティングの提案推進強化に努めました。 

 以上の結果、当事業の売上高は2,582,302千円（前年同期比22.4％増）、営業利益36,643千円（前年同期比120.0％

増）となりました。 

  

（フード事業） 

 中国火鍋専門店の小肥羊は、引き続き集客力の強化、収益性向上に注力しました。年末年始、３月の宴会需要の取

り込みが奏功し、「新宿店」「銀座店」「関内店」「札幌店」「池袋西口店」が好調に推移しました。一方、新業態

の「あら焚き豚骨 あらとん」（ラーメン事業）における国内外での新店舗立ち上げなどが影響し、セグメント全体

では増収減益となりました。 

 以上の結果、当事業の売上高は1,010,707千円（前年同期比11.3％増）、営業利益17,319千円（前年同期比71.5％

減）となりました。 

  

（不動産事業） 

  不動産事業においては、引き続き沖縄県での不動産開発事業に注力しました。 

 以上の結果、当事業の売上高は73,365千円（前年同期比9.2％減）、営業損失37,166千円（前年同期は営業損失

13,366千円）となりました。 

  

（住宅関連事業） 

 平成24年10月に住宅ローンの一括審査申込サイトや不動産投資情報サイトなどの運営、住宅関連の相談業務、火災

保険の取り扱いなどの業務を再編し、㈱住宅本舗に集約しました。「ズバット住宅ローン」では、引き続き参加金融

機関の開拓とコンテンツ・機能の拡充に注力し、利用者数は堅調に推移しました。また、家づくり総合ポータルサイ

ト「持ち家計画」も、コンテンツ整備とプロモーション強化が奏功し、好調に推移しました。住宅相談業務について

も、エリア拡充と提携FPの開拓を強化し、相談件数を順調に伸ばしました。 

  以上の結果、当事業の売上高は220,915千円（前年同期比277.4％増）、営業利益20,167千円（前年同期は営業損

失29,948千円）となりました。 

  

（その他事業） 

 ㈱グランドエイジングは、ウェブ経由の集客に加え、地域福祉機関との連携による集客に注力し利用者は堅調に推

移しました。コマース部門では新たに開始した管理医療機器の販売が、順調に推移しました。 

 以上の結果、当事業の売上高は471,044千円（前年同期比0.5％増）、営業利益21,590千円（前年同期比2,068.6％

増）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データベース・マーケティングの積極的展開、③グループ間、事業提携先との連携強化によるシナジー効果の創出

に注力してまいります。 

 以上の結果、平成25年９月期の連結業績予想といたしましては、売上高229億円、営業利益21億円、経常利益21億

円、当期純利益11億円の見通しであります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
前連結会計年度 

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

  千円 千円 

保険サービス事業  10,100,063  11,421,712

生活サービス事業  2,058,454  2,434,613

車関連事業  2,279,643  3,470,325

メディアレップ事業  489,645  656,682

フード事業  884,017  987,387

不動産事業  77,384  51,865

住宅関連事業  58,480  220,490

その他事業  379,311  403,180

合計  16,327,000  19,646,258
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(2）財政状態に関する分析 

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12,688,974千円となり、前連結会計年度末に比べ3,021,963千円の増加となり

ました。これは主として、SBIグループとの資本・業務提携に伴うSBI損害保険株式会社の株式取得等により、投資有

価証券が1,799,832千円増加したこと、及び売掛金が424,807千円、商品が509,939千円それぞれ増加したためであり

ます。 

 負債は7,866,695千円となり、前連結会計年度末に比べ2,423,879千円の増加となりました。これは主として、SBI

グループとの資本・業務提携に伴うSBIホールディングス株式会社を引受先とする転換社債の発行等により、社債が

1,394,000千円増加したこと、及び短期借入金が573,000千円、１年以内返済予定の長期借入金が105,474千円それぞ

れ増加したためであります。 

 純資産は4,822,278千円となり、前連結会計年度末に比べ598,084千円の増加となりました。これは主として、当期

純利益の計上949,542千円及びその他有価証券評価差額金の増加178,711千円があったものの、自己株式の取得

189,996千円及び配当金の支払397,327千円があったためであります。 

  

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125,612千円減

少し、2,321,435千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あり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは661,804千円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

1,648,556千円を計上したものの、法人税等の支払額1,050,614千円があったことによるものであります。 

（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2,350,234千円の減少となりました。これは主に、SBIグループとの資本・業

務提携に伴うSBI損害保険株式会社の株式取得等により投資有価証券の取得による支出1,689,024千円、㈱保険見直し

本舗の新規出店等に伴う有形固定資産の取得等による支出302,233千円があったこと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1,525,275千円の増加となりました。これは主に、SBIグループとの資本・業

務提携に伴うSBIホールディングス株式会社を引受先とする転換社債の発行等により社債の発行による収入1,500,000

千円があったこと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。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 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10円

の配当を実施し、期末においては１株当たり配当を10円といたします。また、次期につきましては、基本方針に基づ

き、中間配当金を10円、期末配当金を10円とし、１株当たり年間配当金を20円とする見込みであります。 

  

  平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期 平成24年９月期 平成25年９月期 

自己資本比率（％）  62.2  50.4  41.5  41.8  36.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 46.3  35.5  68.0  107.0  107.3

債務償還年数（年）  0.4  1.5  1.5  1.1  6.5

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 72.1  21.8  35.8  50.5  13.3
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(4）事業等のリスク 

 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25年11月８日現在において、当社グループが判断したものです。 

  

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 

 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。 

Ａ）情報提供料契約 

 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。 

Ｂ）販売代理店（取次店）契約 

 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。 

Ｃ）システムメンテナンス契約 

 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。 

② サプライヤの財政状態による影響について 

 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。 

  

２．システム上の問題について 

 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。 

① システムセキュリティについて 

 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。
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② システムダウンについて 

 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。 

  

３．個人情報の保護について 

 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。 

① 個人情報保護方針 

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情報セキュリティ規程を定め、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。 

② 個人情報の収集について 

 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。 

③ 個人情報に係るセキュリティについて 

 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」の認証を取得しており、今後も継続して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。 

  

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 

 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。 
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② 保険事業に係る規制 

 当社の連結子会社である株式会社損害保険見直し本舗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がありま

す。 

  

５．知的財産権について 

 当社は「保険スクエアbang!」「ズバット」など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。 

  

６．競合について 

 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。 

 また、株式会社保険見直し本舗が展開するような来店型保険ショップについては、近年急速にその店舗数が増加

しており、大型商業施設や駅前繁華街・商店街への出店余地の減少や賃料の上昇、同一エリア内での過当競争、大

手保険代理店どうしの合併によるブランド格差等が発生する可能性があります。このような場合、当社グループの

経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

㈱ウェブクルー（8767）　平成25年９月期決算短信

- 8 -



７．広告宣伝活動について 

 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。 

  

８．保険サービス事業について 

 保険サービス事業は当連結会計年度に売上高11,421,712千円となりました。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25年９月期の新規獲

得ＡＮＰ（年換算保険料）は90億円を超え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、および保険会社との間で取り決められた手数料

の料率体系に大きな変更があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   

９．投資について 

 当社グループは、当連結会計年度末で投資有価証券を2,634,625千円保有しております。当社は事業シナジーが

見込める取引先等に対して、採算とリスクを慎重に判断した上で投資を行っており、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。 

  

10．新規事業立上げに伴うリスク 

 当社は、子会社を通じて中古車輸出事業、広告代理店事業、飲食店経営、不動産事業などの新規事業を展開して

おります。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、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。 

  

期別 第10期 第11期 第12期 第13期 
第14期 

（当期） 

決算年月 平成21年９月 平成22年９月 平成23年９月 平成24年９月 平成25年９月 

売上高（千円）  2,628,683  2,714,573  2,922,019  3,717,462  3,994,941

広告宣伝費（千円）  1,238,513  1,524,980  1,466,137  2,100,336  2,700,842

売上高に占める割合（％）  47.12  56.18  50.18  56.50  67.60
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当社グループは当社および連結子会社21社により構成され、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、保険
サービス、生活サービス、車関連、メディアレップ、フード、不動産、住宅関連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９社は含まれておりません。 
（注２）消費者自身では比較することが困難な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）間接保有分を含めた出資比率であります。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 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。 

  

(2）目標とする経営指標 

 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。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 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。 

① 人材戦略 

 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。 

② マーケティング戦略 

 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。 

③ 商品戦略 

 サイトラインナップの拡充と、自社商品の開発に努めてまいります。 

④ チャネル戦略 

 スマートフォンやタブレットＰＣなど、多様化するデバイスのインターフェイスに戦略的に対応するとともに、

 リアルビジネスでの新たな商流を開拓してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 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。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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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24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,447,047 2,388,441

売掛金 1,738,443 2,163,251

商品 427,763 937,702

原材料及び貯蔵品 22,403 29,250

繰延税金資産 132,496 160,809

その他 669,559 1,085,478

貸倒引当金 △30,801 △48,219

流動資産合計 5,406,912 6,716,713

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,267,350 1,472,881

減価償却累計額 △417,585 △544,869

建物及び構築物（純額） 849,764 928,012

土地 422,943 169,338

リース資産 104,410 105,796

減価償却累計額 △60,583 △77,841

リース資産（純額） 43,826 27,954

建設仮勘定 1,563 19,236

工具、器具及び備品 345,359 402,822

減価償却累計額 △262,026 △316,797

工具、器具及び備品（純額） 83,333 86,024

その他 26,096 28,085

減価償却累計額 △16,458 △21,140

その他（純額） 9,638 6,945

有形固定資産合計 1,411,070 1,237,511

無形固定資産   

のれん 688,411 596,415

ソフトウエア 156,458 172,114

その他 37,837 27,223

無形固定資産合計 882,706 795,752

投資その他の資産   

投資有価証券 834,793 2,634,625

長期未収入金 529,854 530,645

破産更生債権等 15,686 3,246

敷金及び保証金 832,463 990,038

繰延税金資産 111,825 128,096

その他 191,187 175,285

貸倒引当金 △549,488 △522,942

投資その他の資産合計 1,966,322 3,938,996

固定資産合計 4,260,098 5,972,260

資産合計 9,667,010 12,688,974
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,592 42,893

短期借入金 148,000 721,000

1年内返済予定の長期借入金 568,929 674,403

1年内償還予定の社債 106,000 106,000

未払金 1,084,671 1,288,151

リース債務 21,306 20,709

未払法人税等 591,080 305,091

前受収益 606,229 702,599

賞与引当金 155,582 241,384

解約調整引当金 57,681 46,118

その他 323,506 425,411

流動負債合計 3,711,580 4,573,764

固定負債   

社債 298,000 1,692,000

長期借入金 1,059,136 1,086,380

リース債務 44,392 29,874

役員退職慰労引当金 57,533 74,056

繰延税金負債 9,287 90,933

退職給付引当金 130,297 173,477

資産除去債務 124,835 136,807

その他 7,751 9,401

固定負債合計 1,731,235 3,292,931

負債合計 5,442,816 7,866,695

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,200,225 1,554,165

資本剰余金 869,606 1,226,669

利益剰余金 982,537 1,885,050

自己株式 △56 △190,053

株主資本合計 4,052,313 4,475,832

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,467 187,178

為替換算調整勘定 △18,293 △18,719

その他の包括利益累計額合計 △9,826 168,459

新株予約権 168,008 50,260

少数株主持分 13,698 127,727

純資産合計 4,224,194 4,822,278

負債純資産合計 9,667,010 12,688,974
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 16,327,000 19,646,258

売上原価 2,807,321 3,760,302

売上総利益 13,519,678 15,885,955

販売費及び一般管理費 11,742,832 14,162,356

営業利益 1,776,846 1,723,598

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,838 5,023

為替差益 － 23,403

投資事業組合運用益 7,584 11,456

持分法による投資利益 3,168 －

その他 32,875 58,023

営業外収益合計 50,467 97,907

営業外費用   

支払利息 36,351 49,780

投資有価証券売却損 21,864 440

その他 16,698 22,235

営業外費用合計 74,914 72,455

経常利益 1,752,399 1,749,049

特別利益   

持分変動利益 27,522 －

負ののれん発生益 107,573 －

事業譲渡益 － 20,554

その他 13,859 2,191

特別利益合計 148,956 22,746

特別損失   

持分変動損失 － 44,291

貸倒引当金繰入額 19,023 26,336

固定資産除却損 20,220 22,890

減損損失 19,951 4,560

貸倒損失 6,616 14,160

その他 1,393 11,000

特別損失合計 67,203 123,239

税金等調整前当期純利益 1,834,151 1,648,556

法人税、住民税及び事業税 907,522 764,653

法人税等調整額 △26,213 △44,493

法人税等合計 881,308 720,159

少数株主損益調整前当期純利益 952,842 928,396

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,569 △21,145

当期純利益 947,273 949,542
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 952,842 928,396

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 30,567 178,711

為替換算調整勘定 611 8,406

その他の包括利益合計 31,178 187,117

包括利益 984,021 1,115,514

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 978,452 1,135,352

少数株主に係る包括利益 5,569 △19,838
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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23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,162,065 2,200,225

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 38,160 54,165

資本金から剰余金への振替 － △700,225

当期変動額合計 38,160 △646,060

当期末残高 2,200,225 1,554,165

資本剰余金   

当期首残高 4,219,718 869,606

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 630 54,165

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △197,635 △397,327

資本金から剰余金への振替 － 700,225

自己株式の消却 △3,153,106 －

当期変動額合計 △3,350,111 357,063

資本剰余金 869,606 1,226,669

利益剰余金   

当期首残高 17,736 982,537

当期変動額   

連結範囲の変動 － △47,029

持分法の適用範囲の変動 17,527 －

当期純利益 947,273 949,542

当期変動額合計 964,801 902,512

当期末残高 982,537 1,885,050

自己株式   

当期首残高 △3,140,060 △56

当期変動額   

自己株式の取得 △13,103 △189,996

自己株式の消却 3,153,106 －

当期変動額合計 3,140,003 △189,996

当期末残高 △56 △190,053

株主資本合計   

当期首残高 3,259,460 4,052,313

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 38,790 108,330

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △197,635 △397,327

連結範囲の変動 － △47,029

持分法の適用範囲の変動 17,527 －

当期純利益 947,273 949,542

自己株式の取得 △13,103 △189,996

当期変動額合計 792,853 423,518

当期末残高 4,052,313 4,475,832
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △22,099 8,467

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,567 178,711

当期変動額合計 30,567 178,711

当期末残高 8,467 187,178

為替換算調整勘定   

当期首残高 △18,904 △18,293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 611 △426

当期変動額合計 611 △426

当期末残高 △18,293 △18,719

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △41,004 △9,826

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,178 178,285

当期変動額合計 31,178 178,285

当期末残高 △9,826 168,459

新株予約権   

当期首残高 149,623 168,008

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,384 △117,748

当期変動額合計 18,384 △117,748

当期末残高 168,008 50,260

少数株主持分   

当期首残高 6,755 13,698

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,942 114,028

当期変動額合計 6,942 114,028

当期末残高 13,698 127,727

純資産合計   

当期首残高 3,374,835 4,224,194

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 38,790 108,330

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △197,635 △397,327

連結範囲の変動 － △47,029

持分法の適用範囲の変動 17,527 －

当期純利益 947,273 949,542

自己株式の取得 △13,103 △189,996

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 56,506 174,565

当期変動額合計 849,359 598,084

当期末残高 4,224,194 4,822,278
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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23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25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 1,834,151 1,648,556

減価償却費 295,964 323,435

減損損失 19,951 4,560

のれん償却額 240,532 266,597

負ののれん発生益 △107,573 －

株式報酬費用 18,384 14,974

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,489 33,311

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,565 85,802

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,463 16,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,920 43,179

解約調整引当金の増減額（△は減少） △23,759 △11,562

営業貸付金の増減額（△は増加） 12,666 66,093

受取利息及び受取配当金 △6,838 △5,023

支払利息 36,351 49,780

為替差損益（△は益） 3,116 △23,403

持分法による投資損益（△は益） △3,168 －

投資有価証券売却損益（△は益） 21,864 440

貸倒損失 6,616 14,160

持分変動損益（△は益） △27,522 44,291

固定資産除却損 20,220 22,890

投資事業組合運用損益（△は益） △7,584 △11,456

事業譲渡損益（△は益） － △20,554

売上債権の増減額（△は増加） △70,922 △423,106

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,794 △262,556

仕入債務の増減額（△は減少） 12,985 △6,002

未収入金の増減額（△は増加） △118,619 △428,198

未払金の増減額（△は減少） 344,309 217,725

前払費用の増減額（△は増加） △14,677 △120,981

前受収益の増減額（△は減少） △10,516 96,370

その他 540 115,203

小計 2,598,705 1,751,049

利息及び配当金の受取額 3,492 2,970

利息の支払額 △36,965 △41,600

法人税等の支払額 △729,089 △1,050,614

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,836,143 661,804

㈱ウェブクルー（8767）　平成25年９月期決算短信

- 18 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25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 △408,015 △302,233

無形固定資産の取得による支出 △81,698 △80,535

定期預金の預入による支出 － △67,005

定期預金の払戻による収入 150,000 －

子会社株式の取得による支出 △39,730 △9,878

子会社株式の売却による収入 4,740 －

関係会社株式の売却による収入 1,800 －

投資有価証券の取得による支出 △457,265 △1,689,024

投資有価証券の売却による収入 62,232 100,115

事業譲渡による収入 － 33,187

事業譲受による支出 － △185,000

敷金及び保証金の差入による支出 △133,601 △159,389

敷金及び保証金の回収による収入 32,798 7,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△702 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

17,518 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△4,074 －

貸付けによる支出 △58,950 △39,778

貸付金の回収による収入 27,667 41,694

その他 △6,881 428

投資活動によるキャッシュ・フロー △894,164 △2,350,234

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） △188,668 572,731

長期借入れによる収入 1,072,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △683,581 △717,282

社債の発行による収入 － 1,500,000

社債の償還による支出 △106,000 △106,000

株式の発行による収入 38,790 23,826

自己株式の取得による支出 △13,103 △189,996

配当金の支払額 △198,847 △396,402

少数株主からの払込みによる収入 － 10,500

その他 △18,761 △22,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,171 1,525,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,858 17,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 840,948 △145,918

現金及び現金同等物の期首残高 1,606,098 2,447,047

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 20,306

現金及び現金同等物の期末残高 2,447,047 2,321,435
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  該当事項はありません。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  21社 

(2）連結子会社の名称 

㈱損害保険見直し本舗 

㈱家計見直し.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 

㈱小肥羊北海道 

㈱ウェブクルーコモディティーズ 

㈱車屋本舗 

㈱ウェブクルーライト 

㈱アガスタ 

㈱住宅本舗 

ネクストエナジー㈱  

網洋信息資産管理諮詢（香港）有限公司  

BPOバンコク㈱ 

グレートアジアパワー㈱ 

㈱ウェブクルータイランド 

アカウンティングポーター㈱  

 BPOバンコク株式会社、グレートアジアパワー株式会社、株式会社ウェブクルータイランド及びアカウン

ティングポーター株式会社は重要性が増加したため、ネクストエナジー株式会社は新規設立したため、連結

の範囲に含めております。また、網洋信息諮詢（深圳）有限公司は登記を抹消したため、㈱小肥羊埼玉は、

平成25年９月18日付をもって㈱小肥羊ジャパンと合併したため、連結の範囲から除外しております。 

(3）主要な非連結子会社の名称等 

㈱ウェブクルーインターナショナル  

（連結の範囲から除いた理由） 

 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。 

  

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 －社 

(2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称 

㈱ウェブクルーインターナショナル 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、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。 

  

(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
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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 

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） 

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。 

② 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。 

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。 

(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。 

（ただし、建物（附属設備を除く）については定額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。 

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。 

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）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。 

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。 

会社名  決算日 

㈱ＦＸキング  ３月31日 

網洋信息資産管理諮詢（香港）有限公司 12月31日 

BPOバンコク㈱   ３月31日 

グレートアジアパワー㈱  12月31日 

アカウンティングポーター㈱  ４月30日 
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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。 

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。 

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。 

(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。 

(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）のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。  

(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。 

(8）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。 

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。 

   

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年10月１日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 なお、これによる当連結会計

年度の損益に与える影響は軽微であります。 

  

(7)連結財務諸表に関する注記事項

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

  当社の事業分野は、事業の内容、その経済的特徴等を考慮し、「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」の７つを報告セグ

メントとしております。 

 「保険サービス事業」は生命保険・損害保険代理店運営及び保険の一括見積・資料請求サイト運営を、「生活サー

ビス事業」は引越見積もりサービス比較サイト運営等を、「車関連事業」は、車関連のリアル事業、車買取比較サイ

ト運営を、「メディアレップ事業」は広告代理店業を、「フード事業」は中国火鍋専門店等の運営を、「不動産事

業」は不動産の売買・仲介・斡旋等運営を、「住宅関連事業」は、住宅ローンの一括審査申込サイト運営等を行って

おります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年9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、シニア関連Ｅマーケットプレイス

運営等を行う事業を含んでいます。 

   ２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,473,870千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

1,368,702千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益又は損失(△)は、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 
10,100,063  2,058,454 2,279,643 489,645 884,017  77,384  58,480 15,947,688

セグメント間の内

部売上高又は振替

高  

－  96,163   130 1,619,891 24,182  3,421  60 1,743,850

計 10,100,063  2,154,617 2,279,773 2,109,537 908,200  80,806  58,540 17,691,538

セグメント利益又

は損失(△) 
2,373,606  622,612 219,292 16,653 60,870  △13,366  △29,948 3,249,721

セグメント資産 5,224,892  881,048 1,294,770 187,707 552,513  1,022,017  52,844 9,215,794

その他の項目    

減価償却費 163,430  52,342 18,743 － 44,309  13,090  1,844 293,761

負ののれん発生益 －  － 107,573 － －  －  － 107,573

有形固定資産及び

無形固定資産の増

加額 

200,163  52,637 18,808 － 78,290  106,754  6,088 462,744

  
その他 

（注１） 
合計 

調整額

（注２） 

連結財務諸

表計上額 

（注３） 

売上高     

外部顧客への売上

高 
379,311  16,327,000 － 16,327,000

セグメント間の内

部売上高又は振替

高  

89,429  1,833,279 △1,833,279 －

計 468,741  18,160,280 △1,833,279 16,327,000

セグメント利益又

は損失(△) 
995  3,250,716 △1,473,870 1,776,846

セグメント資産 451,216  9,667,010 － 9,667,010

その他の項目  

減価償却費 2,202  295,964 － 295,964

負ののれん発生益 －  107,573 － 107,573

有形固定資産及び

無形固定資産の増

加額 

9,207  471,951 － 471,951
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  当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年9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、シニア関連Ｅマーケットプレイス

運営等を行う事業を含んでいます。 

   ２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,086,296千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

1,013,026千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益又は損失(△)は、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 
11,421,712  2,434,613 3,470,325 656,682 987,387  51,865  220,490 19,243,077

セグメント間の内

部売上高又は振替

高  

－  95,402 － 1,925,620 23,320  21,500  425 2,066,268

計 11,421,712  2,530,016 3,470,325 2,582,302 1,010,707  73,365  220,915 21,309,345

セグメント利益又

は損失(△) 
2,120,099  371,509 259,733 36,643 17,319  △37,166  20,167 2,788,304

セグメント資産 6,821,890  1,457,993 2,072,532 216,241 863,972  1,002,123  67,575 12,502,331

その他の項目    

減価償却費 183,023  50,332 27,716 － 51,976  8,620  37 321,706

有形固定資産及び

無形固定資産の増

加額 

350,770  114,574 56,220 － 41,009  2,419  5,381 570,376

  
その他 

（注１） 
合計 

調整額

（注２） 

連結財務諸

表計上額 

（注３） 

売上高     

外部顧客への売上

高 
403,180  19,646,258 － 19,646,258

セグメント間の内

部売上高又は振替

高  

67,863  2,134,132 △2,134,132 －

計 471,044  21,780,390 △2,134,132 19,646,258

セグメント利益又

は損失(△) 
21,590  2,809,894 △1,086,296 1,723,598

セグメント資産 186,642  12,688,974 － 12,688,974

その他の項目  

減価償却費 1,728  323,435 － 323,435

有形固定資産及び

無形固定資産の増

加額 

6,502  576,879 － 576,879
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  １株当たり当期純利益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）

前連結会計年度 
（自 平成23年10月１日 

至 平成24年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

１株当たり純資産額 円04銭204

１株当たり当期純利益 円 銭47 91

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 銭44 38

１株当たり純資産額 円 銭225 87

１株当たり当期純利益 円 銭47 40

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 銭41 26

  
前連結会計年度 

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

当期純利益（千円）  947,273  949,542

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（千円）  947,273  949,542

普通株式の期中平均株式数（株）  19,770,107  20,034,515

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） 
  

（新株予約権） （ ）1,574,668 （ ）3,197,583

普通株式増加数（株）  1,574,668  3,197,583

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） 

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24年７月24日 

  

（新株予約権等） 

取締役会の決議日 

平成24年７月24日 
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