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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期
第３四半期
連結累計期間

第10期
第３四半期
連結累計期間

第９期

会計期間
自 平成23年７月１日
至 平成24年３月31日

自 平成24年７月１日
至 平成25年３月31日

自 平成23年７月１日
至 平成24年６月30日

売上高 （千円） 472,472 556,887 613,770

経常利益又は経常損失（△） （千円） 13,602 46,265 △1,461

四半期純利益又は

四半期（当期）純損失（△）
（千円） △12,220 4,729 △27,625

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △12,220 4,729 △27,625

純資産額 （千円） 1,672,882 1,662,024 1,657,477

総資産額 （千円） 1,757,865 1,779,920 1,747,474

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失金額

(△）　

（円） △377.38 146.05 △853.12

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 95.2 93.4 94.8

　

回次
第９期
第３四半期
連結会計期間

第10期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日

自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）　
（円） △304.36 341.80

　(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第９期及び第９期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。第10期第３

四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

EDINET提出書類

比較．ｃｏｍ株式会社(E05564)

四半期報告書

 2/16



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題、新興諸国の成長鈍化、日中関係の悪化等の厳し

い環境が続きましたが、2012年12月の政権交代を契機として為替、株価が好転し、企業業績への好影響が期待され

る状況となってきました。

　当社の属するインターネット業界におきましては、スマートフォン（多機能携帯電話）の普及が大きな影響をも

たらし、2012年の国内スマートフォン出荷台数は前年比42.1％増の2,848万台となりました（IDC Japan株式会社

調べ）。

　このような環境の中、当社グループにおきましては主要３事業を拡大し、消費者の生活に密着したサービス提供

を行うべく、スマートフォンサイトの最適化、システム改善、新サービスの追加を行い、ユーザーの利便性向上を図

りました。　

　インターネット広告事業におきましては、総合比較サイト『比較.com』において、大手検索エンジンへの継続的

な対応、プロモーション強化、スマートフォンサイトの最適化を実施し、売上強化を図りました。金融関連サービス

では、FX会社・インターネット証券会社の比較サービスのスマートフォンサイトの改善を実施し、ショッピング関

連サービスでは、検索方法の多様化に対応したサービス『バーコードなう！』をリリースしました。当該サービス

においては、バーコードを持つ商品をスマートフォンのカメラで撮影することで、『比較.com』内の当該商品情報

の価格比較が可能となるため、ユーザーの利便性向上と、スマートフォンユーザーの取り込みが可能となりまし

た。

　アプリケーションサービス事業におきましては、ASP型の新型予約サイトコントローラ『手間いらず.NET』にて、

地域特色のある宿泊予約サイトである株式会社パムの運営する「沖縄ツアーランド」・「ちゅらとく」との連携

を行いました。これにより地域需要を捉えた集客を効率的に行うことができ、宿泊施設の販路拡大に貢献いたしま

した。また、『手間いらず.NET』のPMS（ホテルシステム）の２WAY（上り・下り）対応を行いました。これにより、

PMSにシームレスに連携ができ在庫管理が一元的に行えることとなり、宿泊施設の利便性が向上することとなりま

した。

　オンライントラベル事業におきましては、連結子会社の予約.com株式会社が運営する国内宿泊予約サイト『マル

得ホテル予約』にて引き続き機能改善やデータベース拡充等の仕組みづくりに注力いたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は556,887千円（前年同期比17.9％増）、営業利益は44,561千円

（前年同期比266.1％増）、経常利益は46,265千円（前年同期比240.1％増）、四半期純利益は4,729千円（前年同

期は12,220千円の四半期純損失）となりました。
　
セグメントの業績は次のとおりであります。

　
①インターネット広告事業

　インターネット広告事業におきましては、総合比較サイト『比較.com』において、大手検索エンジンへの継続

的な対応、プロモーション強化、スマートフォンサイトの最適化を実施し、売上強化を図りました。

　この結果、インターネット広告事業の売上高は245,888千円（前年同期比39.5％増）となりました。
 

②アプリケーションサービス事業

　アプリケーションサービス事業におきましては、営業の強化により新規契約施設数が増加いたしました。また、

アプリケーション型宿泊予約サイトコントローラ『手間いらず！』からASP型の新型予約サイトコントローラ

『手間いらず.NET』へのシステム移行が順調に推移いたしました。

　この結果、アプリケーションサービス事業の売上高は292,814千円（前年同期比8.0％増）となりました。
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③オンライントラベル事業

　オンライントラベル事業におきましては、連結子会社の予約.com株式会社が運営する旅行予約サイト『予約.

com』及び『マル得ホテル予約』のデータベースの拡充に努めましたが、前年同期に及ばず、売上高は低調に推

移いたしました。

　この結果、オンライントラベル事業の売上高は18,184千円（前年同期比27.6％減）となりました。

　

(２) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更は

ありません。
 
(３) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000

計 100,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成25年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成25年５月15日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,382 32,382
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株制度を採用

しておりません。

計 32,382 32,382 － －

 (注) 発行済株式のうち400株は現物出資によるものであります。

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株)

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

 平成25年１月１日～

 平成25年３月31日
－ 32,382 － 709,262 － 1,000,262
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　

①【発行済株式】　

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　32,382 32,382 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 32,382 － －

総株主の議決権 － 32,382 －

 

②【自己株式等】

   平成25年３月31日現在

所有者の氏名
  又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
  合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

退任役員

　役名 　職名 氏名　 　退任年月日

　取締役副社長 　－ 　圓谷　勇雄 　平成25年３月31日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年１月１日から平成

25年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年７月１日から平成25年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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24年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,430,096 1,525,163

売掛金 83,097 100,543

その他 48,729 9,640

貸倒引当金 △2,663 △3,068

流動資産合計 1,559,260 1,632,279

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,167 2,167

減価償却累計額 △2,167 △2,167

建物及び構築物（純額） － －

その他 11,092 11,639

減価償却累計額 △7,248 △8,725

その他（純額） 3,844 2,913

有形固定資産合計 3,844 2,913

無形固定資産

のれん 137,857 103,393

無形固定資産合計 137,857 103,393

投資その他の資産

その他 48,442 44,215

貸倒引当金 △1,930 △2,881

投資その他の資産合計 46,512 41,334

固定資産合計 188,213 147,641

資産合計 1,747,474 1,779,920

負債の部

流動負債

買掛金 1,239 549

未払法人税等 － 36,529

その他 88,757 80,817

流動負債合計 89,997 117,896

負債合計 89,997 117,896

純資産の部

株主資本

資本金 709,262 709,262

資本剰余金 1,000,262 1,000,262

利益剰余金 △52,230 △47,500

株主資本合計 1,657,294 1,662,024

新株予約権 182 －

純資産合計 1,657,477 1,662,024

負債純資産合計 1,747,474 1,779,920
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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23年７月１日
　至　平成24年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成25年３月31日)

売上高 472,472 556,887

売上原価 54,971 55,942

売上総利益 417,501 500,945

販売費及び一般管理費 405,328 456,384

営業利益 12,173 44,561

営業外収益

受取利息 875 721

為替差益 342 －

還付加算金 － 699

その他 211 316

営業外収益合計 1,428 1,737

営業外費用

為替差損 － 32

営業外費用合計 － 32

経常利益 13,602 46,265

特別利益

新株予約権戻入益 652 182

その他 － 26

特別利益合計 652 209

特別損失

減損損失 3,125 －

特別損失合計 3,125 －

税金等調整前四半期純利益 11,129 46,474

法人税、住民税及び事業税 18,828 42,470

法人税等調整額 4,521 △724

法人税等合計 23,349 41,745

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,220 4,729

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,220 4,729
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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23年７月１日
　至　平成24年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,220 4,729

四半期包括利益 △12,220 4,729

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,220 4,729
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【会計方針の変更等】

  当第３四半期連結累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成25年３月31日）

  （会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

  これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

　

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は次のと

おりであります。

　

　前第３四半期連結累計期間

　（自　平成23年７月１日

　　至　平成24年３月31日）　

　当第３四半期連結累計期間

　（自　平成24年７月１日

　　至　平成25年３月31日）　

　減価償却費 　　　　　　　　   864千円　 　　　　　　　　 1,477千円　

　のれんの償却額 　　　　　　　  34,933 　　　　　　　  34,464

　

（株主資本等関係）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年７月１日　至　平成24年３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）

　
インターネット

広告事業

アプリケーション

サービス事業

オンライン

トラベル事業
合計

調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

 売上高    　   

 (１) 外部顧客への　

      売上高
176,234 271,10325,133472,472 － 472,472

 (２) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － －

計 176,234 271,10325,133472,472 － 472,472

 セグメント利益

 又は損失（△）
△41,237 99,254△3,09854,918△42,745 12,173

 (注) １．セグメント利益又は損失の調整額△42,745千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。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。　　

２．セグメント利益又は損失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

（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。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成25年３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）

　
インターネット

広告事業

アプリケーション

サービス事業

オンライン

トラベル事業
合計

調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

 売上高    　   

 (１) 外部顧客への　

      売上高
245,888 292,81418,184556,887 － 556,887

 (２) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － －

計 245,888 292,81418,184556,887 － 556,887

 セグメント利益

 又は損失（△）
15,805 90,370△6,29599,879△55,318 44,561

 (注) １．セグメント利益又は損失の調整額△55,318千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。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。　　

２．セグメント利益又は損失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

（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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成24年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成25年３月31日）

　１株当たり四半期純利益金額又は

　１株当たり四半期純損失金額（△）
△377円38銭 146円５銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△12,220 4,729

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
△12,220 4,729

普通株式の期中平均株式数（株） 32,382 32,382

（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの

１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年５月10日

比 較 ．com 株 式 会 社

　取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井　上　隆　司　　印　　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 　公認会計士 中　塚　　　亨　　印　　　　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている比較.com株式

会社の平成24年７月１日から平成25年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年１月１日

から平成25年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年７月１日から平成25年３月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に

準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。　

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、比較.com株式会社及び連結子会社の平成25年３月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

  

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書

　　　　　提出会社が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれておりません。
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