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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間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・金融政策の効果が下支えし、円安傾向の定着や物価の緩やかな上昇、製造業を中心とした企業収益

の改善が顕著となってまいりました。また消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要もあり、個人消費は増加傾向に

ありました。 

 消費増税の直後には、駆け込み需要の反動から個人消費に弱さがみられたものの、各種政策効果の発現や雇用環

境の改善を背景に、消費マインドも持ち直しつつあります。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26年３月末現在8,201万契約（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保険・生活サービス・車関連事業における新商材の開発、②ダイレ

クトマーケティングの更なる推進、③㈱保険見直し本舗のブランディングの推進を平成26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（ＳＥＯ対策）として、各サイトの改修とコンテンツ拡充を継続して実施し、全般的に検索結果順位

が上昇、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26年６月30日時

点で1,037万人（前年同期比82万人増）を超えました。ダイレクトマーケティング事業については、自社サイト利

用者のデータベースを活用し、インターネット回線の販売、㈱保険見直し本舗のご案内をするとともに、保険会社

と連携したマーケティングチャネルの開発に取り組みました。㈱保険見直し本舗では、テレビＣＭを放映するエリ

アでの相談件数が順調に推移し、ブランディング効果が顕著となってきました。また、新規事業については、新収

納サービス「ＭＯＮＯＬＥＳＳ（モノレス）」、ビーコン技術を活用した飲食店向けアプリサービス、ＬＩＮＥ上

でのスタンプ販売などに取り組みました。営業面では前年同期比増収・増益となったものの、本社移転および保有

資産の見直しに伴い、四半期純利益は前年同期比減益となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高16,039,731千円（前年同期比12.1％増）、営業利益

1,281,288千円（前年同期比11.4％増）、経常利益1,319,937千円（前年同期比12.0％増）、四半期純利益516,446

千円（前年同期比10.8％減）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、第１四半期連結会計期間より、「住宅関連事業」及び「その他」に含めておりましたシニア関連Ｅマーケ

ットプレイス事業を「生活サービス事業」へ、「フード事業」及び「不動産事業」を「その他」へそれぞれ変更

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」、「その他」の５

区分に変更しております。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

値との比較で記載しております。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８ペ

ージ「（６）セグメント情報等」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ました。重点課題であるＳＥＯ対策として継続的なコンテン

ツ拡充を図り、検索結果順位は全般的に回復が見られました。また保有する自社データベースを活用し集客力増

強を図る一方、集客チャネルの再構築によるコスト抑制が奏功し、収益性が改善しました。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２四半期連結累計期間に出店した19店舗に加え、当第３四半

期において「バロー掛川店」「清水山ピアゴ店」「津島ヨシヅヤ店」「勝幡ピアゴ店」「西新井イオン店」「松

本アリオ店」を新規出店し、全国197店舗となりました。また、有名タレントを起用したテレビＣＭについて

は、第２弾６パターンを平成25年９月から放映し、引き続きブランド強化に注力しました。㈱保険見直し本舗の

業績については、契約数や新規出店は計画どおり順調に推移したものの、保険会社からのインセンティブ収入が

伸び悩んだことに加え、ショッピングモールへの出店コストの上昇や、テレビＣＭの出稿量増加に伴い、前年同

期比で売上は横ばい、営業利益は減益となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,214,829千円（前年同期比0.8％減）、営業利益は

1,255,426千円（前年同期比14.4％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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② 生活サービス事業 

 一括見積もりサイト「ズバット引越し比較」「引越し比較.com」においては、引き続きＳＥＯ対策のためのコ

ンテンツ拡充に注力しました。また集客チャネルの再構築が奏功し、収益性は大きく改善しました。㈱イッカツ

（㈱住宅本舗から商号変更）では、家づくり総合ポータルサイト「持ち家計画」や不動産投資情報サイトにおい

て積極的なプロモーションを展開し、利用者数は順調に推移しました。また住宅ローン一括審査申込サービスで

は、コンテンツの拡充に加え、一括入力アプリの運用を開始しました。㈱グランドエイジングでは、高齢者住宅

相談事業のウェブコンテンツ拡大に加えて、地域福祉機関等との連携による利用者増加に注力しました。コマー

ス事業においても医療・介護・福祉部門の取扱商品を拡充し、販売強化に取り組みました。㈱ウェブクルーライ

トで取り組む回線事業についても、契約数は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2,748,252千円（前年同期比19.9％増）、営業利益は

430,680千円（前年同期比43.6％増）となりました。 

  

③ 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、消費税増税

前の駆け込み需要を背景に、個人の買い替えニーズと参加会社の買取需要の双方が増加するなかで、コンテンツ

増強などＳＥＯ対策により検索結果順位が上昇、集客数は堅調に推移しました。増税後は一転、中古車市場にお

いて売却情報が不足し、参加会社からの引き合いが強まったため、集客数の減少を情報提供単価の上昇で補いま

した。中古車輸出を手がける㈱アガスタでは、人気車種の在庫増強が奏功し、アジア地域でのディーラー向け輸

出、アフリカ地域での個人向け輸出ともに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3,552,468千円（前年同期比46.5％増）、営業利益は

357,270千円（前年同期比104.8％増）となりました。 

  

④ メディアレップ事業 

 ㈱ウェブクルーエージェンシーは、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、自社データベースを活用した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、当第３四半期連結累計期間の売上高は493,320千円（前年同期比1.6％減）、営業利益29,420千円

（前年同期比5.6％減）となりました。 

  

⑤ その他 

 中国火鍋専門店の小肥羊は、平成25年11月に「品川店」、12月に「横浜店」、平成26年５月に「吉祥寺店」を

オープンし、全国11店舗となりました。既存店では「渋谷店」「新宿店」「銀座店」「札幌店」が好調に推移

し、新店舗も順調な立ち上がりを見せた一方、新規開店費用や新規事業に関する先行費用がかさみ、増収減益と

なりました。㈱ウェブクルーリアルエステイトは、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、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,030,860千円（前年同期比28.1％増）、営業損失52,854

千円（前年同期は営業利益33,359千円）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

（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12,522,343千円となり、前連結会計年度末に比べ166,630千円の

減少となりました。これは主として、㈱保険見直し本舗及び㈱小肥羊ジャパンにおける新規出店等に伴う建物及び

構築物の増加232,592千円（純額）等の増加要因がありましたが、売掛金の減少113,953千円、のれんの減少

157,979千円、投資有価証券の減少61,743千円等の減少要因があったためであります。  

 負債は7,362,118千円となり、前連結会計年度末に比べ504,577千円の減少となりました。これは主として、短期

借入金の減少53,500千円、長期借入金及び１年以内返済予定の長期借入金の減少174,759千円、社債の減少63,000

千円、未払法人税等の減少185,435千円等の減少要因があったためであります。 

 純資産は5,160,225千円となり、前連結会計年度末に比べ337,946千円の増加となりました。これは主として、四

半期純利益の計上516,446千円、その他有価証券評価差額金の増加133,291千円、少数株主持分の増加294,611千円

等の増加要因がありましたが、自己株式の取得299,983千円、資本剰余金の配当が411,286千円あったためでありま

す。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成26年９月期の連結業績予想につきましては、平成25年11月８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。 
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（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 

  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
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,388,441 2,166,481

売掛金 2,163,251 2,049,298

商品 937,702 1,040,116

原材料及び貯蔵品 29,250 33,849

繰延税金資産 160,809 103,580

その他 1,085,478 983,190

貸倒引当金 △48,219 △25,177

流動資産合計 6,716,713 6,351,338

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 928,012 1,160,604

その他（純額） 309,499 309,509

有形固定資産合計 1,237,511 1,470,113

無形固定資産   

のれん 596,415 438,435

その他 199,337 187,378

無形固定資産合計 795,752 625,814

投資その他の資産   

投資有価証券 2,634,625 2,572,881

長期未収入金 530,645 536,153

破産更生債権等 3,246 2,834

繰延税金資産 128,096 134,868

その他 1,165,324 1,364,605

貸倒引当金 △522,942 △536,265

投資その他の資産合計 3,938,996 4,075,077

固定資産合計 5,972,260 6,171,005

資産合計 12,688,974 12,522,343
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,893 78,828

短期借入金 721,000 667,500

1年内返済予定の長期借入金 674,403 707,254

1年内償還予定の社債 106,000 106,000

未払金 1,288,151 1,235,036

未払法人税等 305,091 119,655

賞与引当金 241,384 155,399

解約調整引当金 46,118 38,923

その他 1,148,721 1,012,003

流動負債合計 4,573,764 4,120,601

固定負債   

社債 1,692,000 1,629,000

長期借入金 1,086,380 878,770

役員退職慰労引当金 74,056 87,656

退職給付引当金 173,477 202,102

資産除去債務 136,807 172,947

繰延税金負債 90,933 186,065

その他 39,275 84,974

固定負債合計 3,292,931 3,241,516

負債合計 7,866,695 7,362,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,554,165 1,582,529

新株式申込証拠金 － 1,008

資本剰余金 1,226,669 843,747

利益剰余金 1,885,050 2,451,476

自己株式 △190,053 △490,036

株主資本合計 4,475,832 4,388,725

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 187,178 320,469

為替換算調整勘定 △18,719 △2,793

その他の包括利益累計額合計 168,459 317,676

新株予約権 50,260 31,484

少数株主持分 127,727 422,339

純資産合計 4,822,278 5,160,225

負債純資産合計 12,688,974 12,522,343
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（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24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 14,304,314 16,039,731

売上原価 2,706,986 3,878,289

売上総利益 11,597,327 12,161,442

販売費及び一般管理費 10,447,135 10,880,154

営業利益 1,150,192 1,281,288

営業外収益   

受取利息 4,099 5,708

為替差益 24,843 1,957

投資事業組合運用益 4,054 －

その他 48,781 78,375

営業外収益合計 81,778 86,041

営業外費用   

支払利息 37,049 33,014

投資有価証券売却損 440 －

投資事業組合運用損 － 634

その他 15,988 13,744

営業外費用合計 53,478 47,392

経常利益 1,178,492 1,319,937

特別利益   

持分変動利益 － 56,586

固定資産売却益 － 349

事業譲渡益 22,245 30,000

その他 － 0

特別利益合計 22,245 86,936

特別損失   

持分変動損失 9,125 36,689

固定資産除却損 13,890 69,495

投資有価証券売却損 － 130,921

関係会社株式売却損 － 70,923

貸倒引当金繰入額 29,595 －

事務所移転費用 － 38,830

リース解約損 － 8,618

その他 10,976 －

特別損失合計 63,587 355,479

税金等調整前四半期純利益 1,137,150 1,051,393

法人税、住民税及び事業税 587,240 471,870

法人税等調整額 △32,442 54,477

法人税等合計 554,798 526,347

少数株主損益調整前四半期純利益 582,352 525,045

少数株主利益 3,566 8,598

四半期純利益 578,786 516,446
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（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24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 

 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 582,352 525,045

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 104,708 133,291

為替換算調整勘定 752 15,925

その他の包括利益合計 105,461 149,217

四半期包括利益 687,813 674,262

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 682,964 669,335

少数株主に係る四半期包括利益 4,849 4,927
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    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25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、飲食店運営事業及び不動産

事業等であります。 

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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年10月１日 至 平成26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、飲食店運営事業及び不動産

事業等であります。 

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変更等に関する事項 

   第１四半期連結会計期間より、従来に比して簡潔で事業の実態に即した報告を提供するため、「住宅関

連事業」及び「その他」に含めておりましたシニア関連Ｅマーケットプレイス事業を「生活サービス事

業」へ、また、「フード事業」及び「不動産事業」を「その他」へそれぞれ変更しております。 

   この変更により、当社グループの報告セグメントは「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」及び「その他」の５区分となりました。 

   なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成し

たものを開示しております。  

（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 
車関連事業

メディアレ

ップ事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  8,282,378  2,291,930 2,424,107 501,297 13,499,713 804,600  14,304,314  － 14,304,314

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 －  113,002 － 1,412,564 1,525,566 24,477  1,550,044  △1,550,044 －

計  8,282,378  2,404,932 2,424,107 1,913,861 15,025,280 829,078  15,854,358  △1,550,044 14,304,314

セグメント利益  1,467,333  300,012 174,484 31,169 1,972,999 33,359  2,006,359  △856,167 1,150,192

（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 
車関連事業

メディアレ

ップ事業 
計 

売上高           

外部顧客への売上高  8,214,829  2,748,252 3,552,468 493,320 15,008,871 1,030,860  16,039,731  － 16,039,731

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 －  80,212 1,351 1,570,657 1,652,221 16,237  1,668,458  △1,668,458 －

計  8,214,829  2,828,465 3,553,819 2,063,978 16,661,092 1,047,097  17,708,190  △1,668,458 16,039,731

セグメント利益又は

損失(△) 
 1,255,426  430,680 357,270 29,420 2,072,797 △52,854  2,019,943  △738,655 1,281,288
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