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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

当社は平成23年８月１日付で普通株式１株につき200株の割合で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及び潜在株式調整後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3月期第3四半期 14,044 15.2 6,216 10.7 6,219 10.6 3,615 10.6
23年3月期第3四半期 12,187 29.2 5,616 49.8 5,621 49.7 3,270 50.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 3,628百万円 （10.7％） 23年3月期第3四半期 3,277百万円 （―％）

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3月期第3四半期 62.32 62.20
23年3月期第3四半期 56.65 56.42

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 25,343 16,932 66.2
23年3月期 23,324 14,292 60.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  16,777百万円 23年3月期  14,149百万円

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  ：  有  
当社は平成23年８月１日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、平成23年３月期の期末配当金については、当該株式分割前の実績
を記載しております。 

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3月期 ― 0.00 ― 3,800.00 3,800.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 25.00 25.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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 20,000 19.0 9,500 21.0 9,500 20.8 5,600 22.3 96.49



(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）  ：  無  

(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） 

当社は、平成23年８月１日付で普通株式１株につき200株の割合で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 
て、期末発行済株式数及び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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表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 
１．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
化等により上記数値とは異なる場合があります。 
２．当社は、平成23年８月１日付で普通株式１株につき200株の割合で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ものとして
１株当たり四半期（及び当期）純利益金額を算定しております。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 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3月期3Q 58,062,000 株 23年3月期 57,956,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 58,021,614 株 23年3月期3Q 57,729,400 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 平成23年９月末時点のわが国のブロードバンド契約数は3,625.9万契約となり、中でも無線ブロードバンドサー

ビスであるWiMAXに代表されるBWA（広帯域移動無線アクセスシステム）の契約数は、124.4万契約と前年同月比で

265.6％増加いたしました（※１総務省調べ）。このように、わが国では、快適なインターネット利用環境の普及

が進んでおります。このような状況のもと、当社グループにおきましては、購買支援サイト『価格.com』を始めと

して、ランキングとクチコミのグルメサイト『食べログ』など、複数のグループサイトが月間利用者数及びページ

ビュー数を伸ばす結果となりました。各グループサイトがそれぞれグループ全体の業績を牽引することで、日本を

代表するインターネット・メディア・カンパニーとしての地位を確立しつつあります。 

 平成23年12月度における当社グループ運営の各サイト利用状況は、購買支援サイト『価格.com』のパソコンによ

る月間利用者数約3,053万人、スマートフォンによる月間利用者数約436万人、フィーチャーフォンによる月間利用

者数約277万人、月間総ページビュー数約９億9,213万ページビュー、ランキングとクチコミのグルメサイト『食べ

ログ』のパソコンによる月間利用者数約2,065万人、スマートフォンによる月間利用者数約647万人、フィーチャー

フォンによる月間利用者数約539万人、月間総ページビュー数約６億8,891万ページビュー、旅行のクチコミサイト

『フォートラベル』のパソコンによる月間利用者数約347万人、スマートフォンによる月間利用者数約1万人、フィ

ーチャーフォンによる月間利用者数約23万人、月間総ページビュー数約2,603万ページビューとなり、グループ全

体で月間利用者数約7,909万人、月間総ページビュー数約17億4,986万ページビューとなりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高14,044百万円（前年同期比

15.2％増）、営業利益6,216百万円（前年同期比10.7％増）、経常利益6,219百万円（前年同期比10.6％増）、四半

期純利益は3,615百万円（前年同期比10.6％増）となりました。 

  

※１出所：総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成23年度第２四半期

（９月末））」（2011年12月16日発表） 

  

①インターネット・メディア事業 

 当第３四半期連結累計期間のインターネット・メディア事業は、すべての業務において売上が堅調に増加いたし

ました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、13,616百万円（前年同期比15.2％増）、営業利益は

6,157百万円（前年同期比10.3％増）となりました。 

  

［ショッピング業務］ 

 当社運営サイト『価格.com』におけるショッピング業務におきましては、前連結会計年度の家電エコポイント制

度の反動や、タイで発生した洪水の影響による一部のカメラやパソコンの新製品の発売延期などの影響で、国内の

耐久財の需要が振るわなかったものの、サイト利用者数の増加により参加ショップへの送客数は増加いたしまし

た。さらに、2011年11月に課金料金の改定を行ったこと、及び当四半期末にかけてファッションやホビーなどのカ

テゴリの利用者数が増加したことにより増収となりました。なお、『価格.com』の海外展開第一弾として2011年11

月にフィリピンにおいて価格比較サイト『priceprice.com』を開設いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,634百万円（前年同期比4.7％増）となりました。 

  

［サービス業務］ 

 当社運営サイト『価格.com』におけるサービス業務におきましては、モバイルデータ通信の需要が高まる中、

2011年7月には『価格.com』におけるモバイルデータ通信カテゴリをプロバイダカテゴリから独立させて、より利

用しやすいサービス提供を行ったこと等の効果により、『価格.com』経由でのモバイルデータ通信の取次ぎ件数が

増加し、手数料収入が増加いたしました。また、自動車保険資料請求数も増加したことから、増収となりました。

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,061百万円（前年同期比21.4％増）となりました。 

  

［広告業務］  

 当社運営サイト『価格.com』における広告業務におきましては、2011年３月に発生しました東日本大震災の影響

により、第１四半期会計期間の広告需要は低迷したものの、第２四半期会計期間以降は、高単価のタイアップ広告

の販売が好調に推移しました。その結果、全体としては、前年同期比で増収となりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,200百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

  

［食べログ業務］  

 食べログ業務におきましては、当社運営サイト『食べログ』が提供する有料サービスを利用するレストランが増

加いたしました。さらに、2011年11月には有料サービスのプラン変更を行い、サービスメニューを充実させたこと

により、レストランからの手数料収入が増加いたしました。また、2011年４月にプレミアムクーポンサービスを開

始し、食べログのプレミアム会員サービスが充実したことから、プレミアム会員数が順調に増加し、会員収入が増

１．当四半期決算に関する定性的情報

㈱カカクコム（2371）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

2



加いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,709百万円（前年同期比56.3％増）となりました。 

  

［旅行・不動産等業務］ 

 旅行・不動産等業務におきましては、連結子会社フォートラベル㈱運営サイト『フォートラベル』におきまし

て、前連結会計年度に実施した旅行ガイドページのリニューアル等の効果により利用者数が増加し、宿泊予約数等

が増加いたしました。また、当社運営サイト『スマイティ』は、2011年12月に掲載物件を大幅に増加させ、国内

大級の240万超の賃貸物件情報を網羅する賃貸検索サイトとなりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,011百万円（前年同期比16.9％増）となりました。 

   

②ファイナンス事業 

 当第３四半期連結累計期間のファイナンス事業は、保険代理店業務及び、外国為替証拠金取引等業務ともに増収

となりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は427百万円（前年同期比17.4％増）、営業利益は

56百万円（前年同期比77.0％増）となりました。 

   

［外国為替証拠金取引等業務］ 

 連結子会社㈱カカクコム・フィナンシャルによる外国為替証拠金取引等業務において、欧州通貨を中心に為替相

場のボラティリティーが高まったことで、『kakaku FX』経由の取引量が増加いたしました。また、米ドル/オフシ

ョア中国人民元の取り扱いを開始いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は146百万円（前年同期比15.6％増）となりました。 

  

［保険代理店業務］ 

 連結子会社㈱カカクコム・インシュアランスによる保険代理店業務において、前連結会計年度に開始いたしまし

た保険の一括見積比較サービスを利用したユーザーによる、火災保険の契約件数が増加いたしました。また、2011

年12月には、「入院費用・相場シミュレーター」の提供を開始いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は280百万円（前年同期比18.5％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態に関する分析 

（資産）  

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は25,343百万円となり、前連結会計年度末と比較し2,018百万円増加い

たしました。現金及び預金が1,129百万円増加したこと、および受取手形及び売掛金が520百万円増加したことが主

な要因となっております。 

  

（負債）  

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は8,410百万円となり、前連結会計年度末と比較し621百万円減少いたし

ました。預り金及び外国為替証拠金取引等評価勘定が増加したこと等によりその他の流動負債が645百万円増加し

た一方で、法人税等の支払いにより未払法人税等が1,444百万円減少したことが主な要因となっております。 

  

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は16,932百万円となり、前連結会計年度末と比較し2,640百万円増加いた

しました。利益剰余金が2,514百万円増加したことが主な要因となっております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ

1,060百万円増加し、15,536百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は2,385百万円となりました。 

 これは、主として税金等調整前四半期純利益6,187百万円を計上した一方で、法人税等の支払額3,810百万円を計

上し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） 

 投資活動に使用した資金は427百万円となりました。 

 これは、主として事業拡大に伴うサーバー等の有形固定資産の取得による支出261百万円、サーバー等で使用す

るソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出145百万円を計上したことによるものであります。  
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は897百万円となりました。 

 これは、主として配当金の支払による支出が1,099百万円を計上した一方で、新株予約権行使に伴う株式発行に

よる収入112百万円を計上したことよるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日に発表いたしました連結業績予想から変更は

ありません。 
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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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

 １株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用  

 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日公表分）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２四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及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

 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及び潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益は、以下のとおりであります。 

  １株当たり四半期純利益金額            11,329円15銭 

  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     11,283円64銭 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第３四半期連結会計期間の１株当たり四半期純利益及び潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益は、以下のとおりであります。 

  １株当たり四半期純利益金額             4,392円38銭 

  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額      4,375円56銭 

  

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,338,041 15,468,004

顧客分別金信託 3,302,000 2,932,050

受取手形及び売掛金 2,375,596 2,895,649

繰延税金資産 322,053 132,964

その他 1,483,828 2,384,625

貸倒引当金 △6,843 △8,127

流動資産合計 21,814,676 23,805,167

固定資産   

有形固定資産 368,279 484,721

無形固定資産   

のれん 360,674 283,275

ソフトウエア 382,321 364,398

その他 38,344 35,236

無形固定資産合計 781,340 682,910

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,661 1,903

その他 369,102 379,760

貸倒引当金 △11,334 △10,981

投資その他の資産合計 360,430 370,682

固定資産合計 1,510,050 1,538,314

資産合計 23,324,727 25,343,482

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,066,015 1,246,379

未払法人税等 2,197,292 752,524

預り保証金 3,796,992 3,952,612

賞与引当金 271,083 122,265

資産除去債務 7,733 13,800

その他 1,585,740 2,230,864

流動負債合計 8,924,858 8,318,447

固定負債   

繰延税金負債 52,432 36,641

資産除去債務 49,553 55,711

その他 5,682 －

固定負債合計 107,667 92,352

負債合計 9,032,526 8,410,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 785,299 842,075

資本剰余金 1,235,154 1,291,931

利益剰余金 12,128,695 14,643,515

株主資本合計 14,149,149 16,777,522

少数株主持分 143,050 155,160

純資産合計 14,292,200 16,932,682

負債純資産合計 23,324,727 25,343,482
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 12,187,445 14,044,108

売上原価 2,047,944 2,212,132

売上総利益 10,139,500 11,831,976

販売費及び一般管理費 4,523,339 5,615,874

営業利益 5,616,161 6,216,101

営業外収益   

受取利息 6,370 6,244

その他 888 337

営業外収益合計 7,259 6,582

営業外費用   

支払利息 94 414

株式交付費 1,203 1,231

為替差損 326 1,210

その他 9 65

営業外費用合計 1,634 2,921

経常利益 5,621,786 6,219,762

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,556 －

特別利益合計 2,556 －

特別損失   

固定資産売却損 1,005 445

固定資産除却損 － 31,420

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,722 －

減損損失 15,743 －

その他 1,786 －

特別損失合計 26,257 31,865

税金等調整前四半期純利益 5,598,085 6,187,896

法人税、住民税及び事業税 2,220,359 2,385,739

法人税等調整額 100,581 174,056

法人税等合計 2,320,941 2,559,796

少数株主損益調整前四半期純利益 3,277,143 3,628,100

少数株主利益 7,019 12,109

四半期純利益 3,270,124 3,615,991

㈱カカクコム（2371）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

7



（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４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,277,143 3,628,100

四半期包括利益 3,277,143 3,628,100

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,270,124 3,615,991

少数株主に係る四半期包括利益 7,019 12,109
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（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 4,583,694 5,235,926

売上原価 767,267 869,287

売上総利益 3,816,427 4,366,639

販売費及び一般管理費 1,645,333 2,085,227

営業利益 2,171,094 2,281,411

営業外収益   

受取利息 2,044 2,149

その他 13 7

営業外収益合計 2,057 2,157

営業外費用   

支払利息 33 147

株式交付費 453 166

為替差損 － 290

その他 3 3

営業外費用合計 490 607

経常利益 2,172,662 2,282,960

特別損失   

固定資産売却損 1,005 445

固定資産除却損 － 31,420

特別損失合計 1,005 31,865

税金等調整前四半期純利益 2,171,657 2,251,095

法人税、住民税及び事業税 823,565 834,529

法人税等調整額 74,772 90,914

法人税等合計 898,337 925,443

少数株主損益調整前四半期純利益 1,273,319 1,325,651

少数株主利益 4,056 928

四半期純利益 1,269,262 1,324,723
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,273,319 1,325,651

四半期包括利益 1,273,319 1,325,651

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,269,262 1,324,723

少数株主に係る四半期包括利益 4,056 928
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,598,085 6,187,896

減価償却費 292,123 297,799

減損損失 15,743 －

のれん償却額 77,398 77,398

賞与引当金の増減額（△は減少） △93,988 △148,818

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,109 930

受取利息及び受取配当金 △6,370 △6,244

為替差損益（△は益） 76 268

支払利息 94 414

株式交付費 1,203 1,231

固定資産除却損 － 31,420

固定資産売却損益（△は益） 1,005 －

売上債権の増減額（△は増加） △231,584 △520,053

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,751 2,034

仕入債務の増減額（△は減少） △50,744 180,363

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,158 △40,017

未払金の増減額（△は減少） △12,078 54,765

前受金の増減額（△は減少） 5,592 10,471

その他 33,947 60,773

小計 5,600,483 6,190,634

利息及び配当金の受取額 6,266 6,400

利息の支払額 △91 △407

法人税等の支払額 △2,563,417 △3,810,856

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,043,240 2,385,770

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 △115,364 △261,831

無形固定資産の取得による支出 △135,883 △145,342

敷金及び保証金の差入による支出 △79,916 △52,546

敷金及び保証金の回収による収入 136,714 36,834

資産除去債務の履行による支出 － △4,750

その他 2 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △194,447 △427,636

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 50,000 90,000

株式の発行による収入 172,425 112,321

配当金の支払額 △689,989 △1,099,862

財務活動によるキャッシュ・フロー △467,563 △897,541

現金及び現金同等物に係る換算差額 △76 △268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,381,152 1,060,324

現金及び現金同等物の期首残高 9,190,382 14,476,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,571,535 15,536,659
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 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22年４月１日 至 平成22年12月31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 

（単位：千円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

  

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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

 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）セグメント情報等

  
インターネット 

・メディア事業 
ファイナンス事業 計 

 売上高     

外部顧客への売上高 11,823,253  364,192  12,187,445

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,140 ―  1,140

 計 11,824,393  364,192  12,188,585

 セグメント利益 5,582,479  31,882  5,614,361

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  5,614,361

セグメント間取引消去  1,800

四半期連結損益計算書の営業利益  5,616,161
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 

（単位：千円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

  

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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。   

   

  
インターネット 

・メディア事業 
ファイナンス事業 計 

 売上高     

外部顧客への売上高 13,616,379  427,729  14,044,108

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― 

計 13,616,379  427,729  14,044,108

 セグメント利益 6,157,864  56,437  6,214,301

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  6,214,301

セグメント間取引消去  1,800

四半期連結損益計算書の営業利益  6,216,101

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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