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（百万円未満切捨て）  

１．平成 19 年９月期第３四半期の連結業績（平成 18 年 10 月 1 日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益

   百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年９月期第３四半期  5,156  28.0    849  16.2 813   8.6 721    3.2

18 年９月期第３四半期 4,027 △16.0   731  △5.7 749 △14.0 698 △25.9

18 年９月期 5,421   ―   895    ―   914   ― 874   ―

 
潜在株式調整後 １株当たり四半期 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 （当期）純利益 

円  銭 円  銭 

19 年９月期第３四半期 30,534     79 ―   ―

18 年９月期第３四半期 58,711   73 ―   ―

18 年９月期 73,520   87 ―   ―

 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

        百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年９月期第３四半期 7,622     6,583     85.9 289,722  07

18 年９月期第３四半期 7,043     6,363     90.3 534,727  59

18 年９月期 7,341     6,542     89.1 549,536  73

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
 

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高
 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年９月期第３四半期 982     △769     △713      5,541 

18 年９月期第３四半期 722     112     △10      6,036 

18 年９月期 1,057     △217     △10      6,041 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

 ―  ―  ―18 年９月期 

19 年９月期（実績） 5,000 00  
10,000 00

19 年９月期（予想）  5,000 00 

 
３．平成 19 年９月期の連結業績予想（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

（％表示は対前期増減率） 

 
１株当たり 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
当期純利益 

   百万円 ％ 百万円 ％     百万円  ％    百万円 ％ 円  銭

  6,000 10.7    950  6.1   650 △25.6 通    期   900  △1.5   27,519  05
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４．その他 
  
(1) 期中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基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(4) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
５．個別業績の概要（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年９月期第３四半期 856  △8.7 209 △24.6 183 △62.1 388 △38.8

18 年９月期第３四半期 937 △44.7 277  22.8  483  133.1 634 207.1

18 年９月期 1,167   ―     294   ―     500    ― 716   ―

 
１株当たり四半期 

 
（当期）純利益 

 円    銭

19 年９月期第３四半期 16,441    49

18 年９月期第３四半期 53,315  01

18 年９月期 60,191  46

 
(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年９月期第３四半期 5,635 5,402 95.2 237,462    63

18 年９月期第３四半期 5,733 5,609 97.8 471,384  67

18 年９月期 5,809 5,694 98.0 478,261  13

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料で記述されている業績予想ならびに将来の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想

であり、潜在的なリスクおよび不確実性が含まれています。様々な要因により、実際の業績は記述されている将

来の見通しとは大きく異なる可能性があることにご留意ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

平成 19 年９月期第３四半期連結会計期間（平成 18 年 10 月１日～平成 19 年６月 30 日、以下「当四半期」）

における我が国の経済は、企業の景況感は横ばい状況ではありますが、設備投資や雇用は依然として増加して

おり、引き続き景気は緩やかな回復基調で推移しました。 

このような環境の中、当社グループといたしましては、「メディア広告事業」での売上高の拡大、「サーバー

事業」での安定的な収益の確保を目指し、２事業を主軸として下記のとおり活動してまいりました。 

 

「メディア広告事業」におきましては、主力事業を目指す自社メディア（e-まちタウン）のメディア価値を

向上させる目的として、地域に特化した情報の密度を高め、且つ鮮度を向上させることに注力し、ユーザーが

自ら e-まちタウンに掲載されている店舗や企業の情報を編集することができる「タウンメイカー」をリリース

いたしました。また、順調に推移してきたユーザー数及び総 PV 数を受けて、広告収入の増加に努めるべく、「検

索連動型広告」の導入や「e-まち看板」等、新たな広告メニューをリリースいたしました。 

株式会社ファイブエニーは、モバイルを中心としたメディアレップとして自社メディアの広告枠だけではな

く、当社グループの出資先メディア等、他社メディアの取扱い数の拡大をはかり、より市場のニーズに迅速に

対応してまいりました。株式会社ファーストチャージは、今後の営業力の強化と拡大を目的として引き続き人

員の増加を行いました。また、人員増加とともに、ヤフー株式会社との販売提携により総合ポータルサイト

「Yahoo！JAPAN」の「Yahoo！グルメ」や「Yahoo！クーポン」の広告の販売を行う等商品の強化も行ってまい

りました。また、広告代理店として株式会社ファイブエニーとの連携を取りながら、広告クライアントが満足

する広告枠の提案及び販売を行ってまいりました。 

以上の結果、当四半期におけるメディア広告事業の売上高は 4,634 百万円（前年同期比：36.0％増）、営業利

益は 591 百万円（前年同期比：55.7％増）となりました。 

 

「サーバー事業」におきましては、主力商品「デスクウイング」におきまして、新規加入者を対象に利用料

割引キャンペーンを実施するなど保有顧客数の増加に努めましたが、依然として顧客数は漸減しております。

以上の結果、当四半期におけるサーバー事業の売上高は 519 百万円（前年同期比：16.2％減）、営業利益は

350 百万円（前年同期比：14.6％減）となりました。 

 

以上の事業活動を行った結果、当四半期における当社グループの連結売上高は 5,156 百万円（前年同期比：

28.0％増）、営業利益 849 百万円（前年同期比：16.2％増）、経常利益 813 百万円（前年同期比：8.6％増）、第

３四半期純利益 721 百万円（前年同期比：3.2％増）となりました。 

単体における当四半期の売上高は 856 百万円（前年同期比：8.7％減）、営業利益 209 百万円（前年同期比：

24.6％減）、経常利益 183 百万円（前年同期比：62.1％減）、第３四半期純利益 388 百万円（前年同期比：38.8％

減）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における資産は、投資有価証券の取得等により、前連結会計年度末比で 281 百

万円増加し 7,622 百万円となりました。負債は前連結会計年度末比で 240 百万円増加し 1,039 百万円となりま

した。純資産は、四半期純利益により利益剰余金が増加いたしましが、自己株式の取得を行ったため、前連結

会計年度末比で 41 百万円の増加となり 6,583 百万円となりました。 

 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、期首残高に比べ 499 百万円減少し、5,541 百万

円となりました。 

当四半期における各キャッシュ・フローとそれらの要因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、982 百万円の収入（前年同期：722 百万円の収入）となりまし

た。これは主に、税金等調整前第３四半期純利益 813 百万円を計上したこと等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、769 百万円の支出（前年同期：112 百万円の収入）となりまし

た。これは主に、投資有価証券の取得による支出 731 百万円、固定資産取得による支出 32 百万円等によ

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、713 百万円の支出（前年同期：10 百万円の支出）となりました。

これは自己株式の取得による支出594百万円、配当金の実施による支出119百万円によるものであります。

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の業績は、売上高、利益面ともに順調に推移しております。今後も自社メディアの開発、専売

メディアへの出資および提携や、営業人員の増加及び人材教育の強化等、当四半期に実施した施策を継続して

行ってまいります。以上のことから、連結業績予想の変更は行っておりません。 

 

 
４．その他 

該当事項はありません。 
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５. 四半期連結財務諸表 

(１) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円） 

当第３四半期 

連結会計期間末 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期 

連結会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年９月30日現在） 

       期  別 

 

 

 科  目          金    額 構成比 金    額 構成比 金    額 構成比

 ％  ％  ％

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産   

１. 現金及び預金  5,541,796 6,036,258  6,041,460

２. 売掛金  436,812 359,611  295,367

３. 繰延税金資産  252,295 216,684  254,297

４. その他  55,065 196,991  114,357

５. 貸倒引当金  △3,771 △8,540  △5,644

流動資産合計  6,282,199 82.4 6,801,005 96.6 6,699,839 91.3

Ⅱ 固定資産   

１. 有形固定資産 ※1 36,559 0.5 27,152 0.4 28,667 0.4

２. 無形固定資産   

(１)のれん  4,530 8,010  ―

(２)その他  102,898 99,634  112,432

無形固定資産合計  107,429 1.4 107,645 1.5 112,432 1.5

３. 投資その他の資産   

(１)投資有価証券  1,096,356 ―  400,000

(２)その他  112,370 121,534  114,661

(３)貸倒引当金  △12,049 △14,323  △14,323

  投資その他の資産合計  1,196,678 15.7 107,210 1.5 500,337 6.8

  固定資産合計  1,340,666 17.6 242,007 3.4 641,437 8.7

  資産合計  7,622,865 100.0 7,043,013 100.0 7,341,276 100.0
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（単位：千円） 

当第３四半期 

連結会計期間末 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期 

連結会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年９月30日現在） 

       期  別 

 

 

 科  目          金    額 構成比 金    額 構成比 金    額 構成比

 ％ ％ ％

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債   

１. 買掛金  538,381 364,092  452,612

２. 未払金  160,104 134,144  105,498

３. 未払法人税等  46,908 73,753  98,337

４. 賞与引当金  15,072 9,075  26,874

５. その他  279,010 98,690  115,669

流動負債合計  1,039,477 13.6 679,755 9.7 798,992 10.9

負債合計  1,039,477 13.6 679,755 9.7 798,992 10.9

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１. 資本金 1,410,038 18.5 1,410,038 20.0 1,410,038 19.2

２. 資本剰余金 1,316,890 17.3 1,316,890 18.7 1,316,890 18.0

３. 利益剰余金 4,414,789 57.9 3,636,328 51.6 3,812,557 51.9

４. 自己株式 △594,000 △7.8 ― ― ― ―

株主資本合計 6,547,718 85.9 6,363,258 90.3 6,539,487 89.1

Ⅱ 新株予約権 35,669 0.5 ― ― 2,797 0.0

純資産合計 6,583,387 86.4 6,363,258 90.3 6,542,284 89.1

負債、純資産合計 7,622,865 100.0 7,043,013 100.0 7,341,276 100.0
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(２) 四半期連結損益計算書

（単位：千円） 

当第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

前第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

       期  別 

 

 

 科  目          
金     額 百分比 金     額 百分比 金     額 百分比

  ％ ％  ％

Ⅰ 売上高   5,156,208 100.0 4,027,904 100.0  5,421,769 100.0

Ⅱ 売上原価   3,198,624 62.0 2,283,857 56.7  3,185,141 58.7

売上総利益   1,957,584 38.0 1,744,046 43.3  2,236,628 41.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  1,108,058 21.5 1,012,692 25.1  1,340,771 24.7

 営業利益   849,526 16.5 731,354 18.2  895,857 16.6

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  3 0  0 

 ２．還付加算金  903 2,101  2,101 

 ３．負ののれん償却額  1,683 ―  2,244 

 ４．持分法による投資利益  ― 13,825  13,825 

 ５．債務整理益  6,441 ―  ― 

 ６．その他  641 9,674 0.2 2,406 18,334 0.4 786 18,958 0.3

Ⅴ 営業外費用     

１．投資事業組合等損失  16,374 ―  ― 

２．持分法による投資損失  18,450 ―  ― 

３．和解金  7,500 ―  ― 

４．その他  3,197 45,522 0.9 270 270 0.0 328 328 0.0

経常利益   813,677 15.8 749,418 18.6  914,487 16.9

Ⅵ 特別利益     

 １．貸倒引当金戻入益  482 3,370  2,473 

 ２．投資有価証券売却益  ― 8,253  8,253 

 ３．債務整理益  ― 482 0.0 22,795 34,419 0.9 28,886 39,613 0.7

Ⅶ 特別損失     

 １．固定資産除却損 ※2 382 382 0.0 ― ― ― 101 101 0.0

税金等調整前第3四半期(当期)純利益   813,777 15.8 783,837 19.5  953,999 17.6

法人税、住民税及び事業税  90,544 81,017  106,735 

法人税等調整額  2,002 92,546 1.8 4,150 85,167 2.1 △27,634 79,101 1.5

第３四半期(当期)純利益   721,231 14.0 698,669 17.4  874,898 16.1
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日） 

  （単位：千円） 

 株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

新株 

予約権 

純資産 

合計  

平成18年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 3,812,557 ― 6,539,487 2,797 6,542,284

当第３四半期連結会計期間中の

変動額 
   

剰余金の配当 ― ― △119,000 ― △119,000 ― △119,000

四半期純利益 ― ― 721,231 ― 721,231 ― 721,231

自己株式の取得 ― ― ― △594,000 △594,000 ― △594,000

株主資本以外の項目の当第３四

半期連結会計期間中の変動額

（純額） 

― ― ― ― ― 32,872 32,872

当第３四半期連結会計期間中の

変動額合計 
― ― 602,231 △594,000 8,231 32,872 41,103

平成19年６月30日 残高 1,410,038 1,316,890 4,414,789 △594,000 6,547,718 35,669 6,583,387

 

   前第３四半期連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日） 

（単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 
少数株主持分 純資産合計

資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成17年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 2,937,659 5,664,588 30,161 5,694,750

当第３四半期連結会計期間中の

変動額 
  

四半期純利益 ― ― 698,669 698,669 ― 698,669

株主資本以外の当第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― △30,161 △30,161

当第３四半期連結会計期間中の

変動額合計 
― ― 698,669 698,669 △30,161 668,507

平成18年６月30日 残高 1,410,038 1,316,890 3,636,328 6,363,258 ― 6,363,258

 

   前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

（単位：千円） 

 株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

新株 

予約権 

少数株主 

持分 

純資産 

合計  

平成17年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 2,937,659 5,664,588 ― 30,161 5,694,750

連結会計年度中の変動額   

当期純利益 ― ― 874,898 874,898 ― ― 874,898

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― 2,797 △30,161 △27,363

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 874,898 874,898 2,797 △30,161 847,534

平成18年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 3,812,557 6,539,487 2,797 ― 6,542,284
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

 (４) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

当第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 

前連結事業年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

（自 平成18年10月１日

至 平成19年６月30日）

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日）

(自 平成17年10月１日

 期   別

 

至 平成18年９月30日)

 

 

科   目 
金    額 金    額 金    額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１. 税金等調整前第３四半期（当期）純利益 813,777 783,837 953,999

２. 減価償却費 28,083 16,400 24,117

３. のれん償却額 1,394 △225 1,859

４. 貸倒引当金の増減額 △4,147 △360 △4,964

５. 賞与引当金の増減額 △11,801 △13,430 4,368

６. 受取利息及び配当金 △3 △0 △0

７. 投資有価証券売却損益 ― △8,253 △8,253

８. 投資事業組合等損益 16,374 ― ―

９. 持分法による投資損益 18,450 △13,825 △13,825

10. 固定資産除売却損益 382 ― 101

11. 売上債権の増減額 △141,444 87,839 153,792

12. 仕入債務の増減額 85,769 △108,811 △20,291

13. その他 260,467 97,735 76,739

 小計 1,067,302 840,906 1,167,644

14. 利息及び配当金の受取額 3 0 0

15. 法人税等の支払額 △146,593 △138,028 △109,720

16. 法人税等の還付額 62,174 19,754 10

 営業活動によるキャッシュ・フロー 982,887 722,632 1,057,934

  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１. 有形固定資産の取得による支出 △16,898 △3,935 △7,201

２. 無形固定資産の取得による支出 △15,850 △14,200 △39,450

３. 投資有価証券の取得による支出 △731,181 ― △400,000

４. 投資有価証券の売却による収入 ― ― 99,025

５. 子会社株式の取得による支出  ― △32,317 △32,317

６. 商品販売事業譲渡による収入 ― 166,287 166,287

７. その他 △5,621 △3,678 △4,288

 投資活動によるキャッシュ・フロー △769,551 112,156 △217,943

   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１. 自己株式の取得による支出 △594,000 ― ―

２. 配当金の支払額 △119,000 ― ―

３. 少数株主への配当金の支払額 ― △10,800 △10,800

 財務活動によるキャッシュ・フロー △713,000 △10,800 △10,800

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 17 17

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △499,663 824,005 829,208

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,041,460 5,212,252 5,212,252

5,541,796 6,036,258 6,041,460Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期(当期)期末残高 ※1
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当第３四半期連結会計期間 前第３四半期連結会計期間 前連結会計年度       期 別 

 

項 目 
（自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

(1) 子会社は全て連結しております。 

  連結子会社の数  ４社 

   連結子会社の名称 

    ㈱サイバージョイ 

    ㈱ファイブエニー 

    ㈱ファーストチャージ 

    ㈱シーク  

(1) 子会社は全て連結しております。 

  連結子会社の数  ４社 

   連結子会社の名称 

    ㈱サイバージョイ 

    ㈱ファイブエニー 

    ㈱ファーストチャージ 

    ㈱シーク  

(1) 子会社は全て連結しております。 

  連結子会社の数  ４社 

   連結子会社の名称 

    ㈱サイバージョイ 

    ㈱ファイブエニー 

    ㈱ファーストチャージ 

    ㈱シーク 

２．持分法の適用に関する

事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 ２社 

持分法適用の関連会社の名称 

㈱東京タウンネット 

SBMグルメソリューションズ㈱ 

 

㈱東京タウンネット及びSBMグ

ルメソリューションズ㈱は当第３

四半期連結会計期間において株式

を取得したことにより持分法適用

の範囲に加えております。 

(1) 持分法適用の関連会社数 ―社 

持分法適用の関連会社の名称 

―――――――――― 

 

 

㈱ギャオは当第３四半期連結会

計期間において株式を売却したこ

とにより持分法適用の範囲から除

外しました。 

(1) 持分法適用の関連会社数 ―社 

持分法適用の関連会社の名称 

―――――――――― 

 

 

㈱ギャオは当連結会計年度にお

いて株式を売却したことにより持

分法適用の範囲から除外しまし

た。 

３．連結子会社の四半期

決算日等に関する事項 

連結子会社の四半期決算日は、四半期

連結決算日と一致しております。 

同    左 連結子会社のうち、㈱ファイブエニー

他２社の中間決算日が９月末日であり、

連結財務諸表の作成にあたっては、中間

決算日（９月末日）での仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

(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 

時価のないもの 
総平均法による原価法 

 

投資事業有限責任組合等への出資

入手可能な直近の決算書に基づ

き、組合等の損益及びその他有価証

券の評価差額のうち、当社の持分相

当額を投資事業組合等損益及びそ

の他有価証券評価差額金として投

資有価証券を加減する方法によっ

ております。 

(1)   ―――――――――― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(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 

時価のないもの 
同    左 

 

投資事業有限責任組合等への出資

入手可能な直近の決算書に基づ

き、組合等の損益及びその他有価証

券の評価差額のうち、当社の持分相

当額を投資事業組合等損益及びそ

の他有価証券評価差額金として投

資有価証券を加減する方法によっ

ております。 
 

４．会計処理基準に関する

事項 

   

(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 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建  物       15年 

工具器具及び備品 ３～８年 

 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

(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 

同    左 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同    左 

 

 

(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 

同    左 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同    左 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

 

      期 別 

項 目 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

① 株式交付費 

支出時に全額費用として処理し

ております。 

(3)   ―――――――――― 
 

(3)   ―――――――――― 
 

 (4) 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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同    左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同    左 

 ② 賞与引当金 
従業員の賞与の支給に備えて、

支給見込額のうち当第３四半期連

結会計期間に負担すべき額を計上

しております。 

② 賞与引当金 
同    左 

② 賞与引当金 
従業員の賞与の支給に備えて、

支給見込額のうち当連結会計年度

に負担すべき額を計上しておりま

す。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同    左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同    左 

 (6) その他四半期連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(6) その他四半期連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

   消費税等の会計処理 

同    左 

(6) その他当連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同    左 

 (7) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しておりま

す。 

(7) 連結納税制度の適用 

同    左 

(7) 連結納税制度の適用 

同    左 

５．四半期（当期）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、随時引き出し可能な預金及

び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

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。 

同    左 同    左 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第３四半期連結会計期間 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期連結会計期間 

（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度 

（平成18年９月30日現在） 

―――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計期間より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年1

0月31日 企業会計基準摘要指針第６号）を適用

しております。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準時の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は6,363,258千円であります。 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は6,

539,487千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改定により、当連結

会計年度における連結貸借対照表の「純資産の

部」については、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

―――――――――― ―――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

  当連結会計年度より、「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第８号）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11号）を適用し

ております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ2,797千円減少して

おります。 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

表示方法の変更

当第３四半期連結会計期間 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期連結会計期間 

（平成18年６月30日現在） 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

１．「負ののれん償却額」は、前第３四半期連結会計期間において営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の10/100を

超えたため、区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結会計

期間の負ののれん償却額は1,683千円であります。 

 

―――――――――― 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

―――――――――― 

 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「たな卸資産の増減額」は、前

第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりましたが、金額的重要

性に鑑み、「その他の営業活動によるキャッシュ・フロー」に含めて表示

することとしました。なお、当第３四半期連結会計期間の「その他の営業

活動によるキャッシュ・フロー」に含まれるたな卸資産の増減額は△145千

円であります。 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

注 記 事 項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成18年９月30日現在） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 

 
101,145千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 

 
94,101千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 

 
95,760千円

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 前第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成18年10月１日 （自 平成17年10月１日 （自 平成17年10月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成18年６月30日）   至 平成18年９月30日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目

及び金額は次のとおりであります。  
給与手当 442,569千円 

役員報酬 52,514千円 

販売手数料 149,968千円 

支払手数料 132,793千円 

賞与引当金繰入額 15,072千円 

※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目

及び金額は次のとおりであります。  
給与手当 311,608千円

役員報酬 33,693千円

販売手数料 280,943千円

支払手数料 128,501千円

貸倒引当金繰入額 3,095千円

賞与引当金繰入額 9,075千円

※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目

及び金額は次のとおりであります。  
給与手当 426,865千円

役員報酬 61,077千円

販売手数料 331,515千円

支払手数料 171,109千円

賞与引当金繰入額 26,874千円

※ 2 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 382千円 

―――――――――― ※ 2 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 101千円

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前第３四半期連結会計期間 

期末株式数（株） 

当第３四半期連結会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期連結会計期間 

減少株式数（株） 

当第３四半期連結会計期間末

株式数（株） 

発行済株式     

  普通株式 11,900 11,900 ― 23,800

    合計 11,900 11,900 ― 23,800

自己株式     

  普通株式 ― 1,200 ― 1,200

合計 ― 1,200 ― 1,200

（注）１．平成19年１月１日付で１株を２株に株式分割したことにより株式数が11,900株増加しております。 

２．普通株式の自己株式の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

当第３四半期

連結会計期間

期首 

当第３四半期

連結会計期間

増加 

当第３四半期

連結会計期間

減少 

当第３四半期 

連結会計期間 

末 

当第３四半期 

連結会計期間末

残高（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成18年８月 

ストックオプション 
― ― ― ― ― 27,972

 
平成18年12月 

ストックオプション 
― ― ― ― ― 7,697

合計 ― ― ― ― 35,669
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

３．配当に関する事項 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
１株あたり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年５月17日 

取締役会 
普通株式 119 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月15日 

 

前第３四半期連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式     

  普通株式 11,900 ― ― 11,900

合計 11,900 ― ― 11,900

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前連結会計 

年度末 

当連結会計 

年度増加 

当連結会計 

年度減少 

当連結会計 

年度末 

当連結会計年

度末残高（千円）

提出会社 

（親会社） 

平成18年８月 

ストックオプション 
― ― ― ― ― 2,797

合計 ― ― ― ― 2,797

３．配当に関する事項 

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３四半期連結会計期間 前第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成18年10月１日 

  至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日） 

※1 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲載されている科目

の金額との関係 

（平成19年６月30日現在） 

※1 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲載されている科目

の金額との関係 

（平成18年６月30日現在）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲載されている科目の金額との関係

 

（平成18年９月30日現在）

 

現金及び預金勘定 5,541,796千円 

現金及び現金同等物 5,541,796千円  

現金及び預金勘定 6,036,258千円

現金及び現金同等物 6,036,258千円  

現金及び預金勘定 6,041,460千円

現金及び現金同等物 6,041,460千円

 

（リ ー ス 取 引 関 係） 

当第３四半期連結会計期間 前第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成18年10月１日 

  至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

   至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日） 

リース契約１件当たりのリース料総額が300万

円を超えるものがないため、記載を省略しており

ます。 

同    左 同    左 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券 

内      容 

当第３四半期連結会計期間末 

四半期連結貸借対照表計上額 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期連結会計期間末 

四半期連結貸借対照表計上額 

（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度末 

連結貸借対照表計上額 

（平成18年９月30日現在） 

その他有価証券  

（1）非上場株式 712,730千円 ―  ―

（2）投資事業有限責任組合への出資 383,625千円 ―  400,000千円

合計 1,096,356千円 ―  400,000千円

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日）、前第３四半期連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年

６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日） 

  １．当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費         32,871千円 

  ２．ストック・オプションの内容 

  当第３四半期連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下の通りであります。 

提出会社  

内訳 
平成18年12月 

ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員  61名 

株式の種類別のストック・オプションの数 普通株式  120株 （注）１ 

付与日 平成18年12月13日 

権利確定条件 

権利行使時において当社もしくは当社

の子会社の取締役もしくは従業員の地

位を保有していることを要する。 

２年間 

（自 平成18年12月13日 対象勤務期間 

 至 平成20年12月12日） 

権利確定後３年以内 

（自 平成20年12月13日 権利行使期間 

 至 平成23年12月12日） 

権利行使価格     （円） 519,809

付与日における公正な評価単価（円） 208,655

（注）１．株式数に換算しております。 

なお、当社は平成19年１月１日付で普通株式１株を２株に分割しており、分割後の株式数を表記しております。 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

前連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 平成18年８月 

ストックオプション 

付与対象者の区分及び数 当社取締役  ３名 

ストック・オプションの数 普通株式  240株 （注）１ 

付与日 平成18年８月28日 

権利確定条件 

権利行使時において当社もしくは当社

の子会社の取締役もしくは従業員の地

位を保有していることを要する。 

２年間 

（自 平成18年８月28日 対象勤務期間 

 至 平成20年８月27日） 

権利確定後３年以内 

（自 平成20年８月28日 権利行使期間 

 至 平成23年８月27日） 

（注）１．株式数に換算しております。 

 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成18年８月 

ストックオプション 

権利確定前    （株）  

前連結会計年度末 ― 

付与 240 

執行 ― 

権利確定 ― 

未確定残 240 

権利確定後    （株）  

前連結会計年度末 ― 

権利確定 ― 

権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 ― 

②単価情報 

 平成18年８月 

ストックオプション 

権利行使価格     （円） 1,070,370 

行使時平均株価    （円） ― 

公正な評価単価（付与日）（円） 479,547 

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成18年８月ストックオプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。 

① 使用した評価方法 ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

  平成18年８月 

ストックオプション 

（注）１ 

株価変動性 （注）２ 59.99％ 

予想残存期間 （注）３ 2.17～4.67年間 

予想配当 （注）４ ０円／株 

無リスク利子率 （注）５ 0.668～1.072％ 

（注） １． 公正な評価単価の見積りにあたっては、年間行使額の制限が付されていることにより、予想残存期間の異なるストックオプショ

ンごとに算定しております。 

 ２． 各予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。 

 ３． 合理的な見積りが困難であるため、各権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。 

 ４． 過去の配当実績によっております。 

 ５． 各予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、失効数の見積りは行っておりません。 

４．連結財務諸表への影響額 

販売費及び一般管理費のその他   2,797千円 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日） 

（単位：千円） 

 ﾒﾃﾞｨｱ広告事業 サーバー事業 その他 計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ売上高及び営業損益  

(1)外部顧客に対する売上高 4,634,631 519,061 2,515 5,156,208 ― 5,156,208

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 4,634,631 519,061 2,515 5,156,208 ― 5,156,208

営業費用 4,043,294 168,390 5,733 4,217,418 89,263 4,306,682

営業利益又は営業損失（△） 591,336 350,671 △3,217 938,789 △89,263 849,526

（注） １．事業区分の方法 

   事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  ２．各事業区分の主要製品 

事業区分 主要製品・サービス 

ﾒﾃﾞｨｱ広 告 事 業 インターネット媒体広告の販売等 

サ ー バ ー 事 業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウィング」） 

そ  の  他 コンサルティング等 

     ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（205,022千円）の主なものは、親会社の管理部門に係る費用であ

ります。 

 

前第３四半期連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年６月30日） 

（単位：千円） 

 ﾒﾃﾞｨｱ広告事業 サーバー事業 その他 計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ売上高及び営業損益       

(1)外部顧客に対する売上高 3,406,960 619,334 1,610 4,027,904 ― 4,027,904

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 3,406,960 619,334 1,610 4,027,904 ― 4,027,904

営業費用 3,027,149 208,695 720 3,236,565 59,985 3,296,550

営業利益又は営業損失（△） 379,810 410,638 889 791,339 △59,985 731,354

（注） １．事業区分の方法 

   事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  ２．各事業区分の主要製品 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等 

サ ー バ ー 事 業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

そ  の  他 ウェブ作成、コンサルティング等 

     ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（59,985千円）の主なものは、当社の管理部門に係る費用でありま

す。 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

前連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

（単位：千円） 

 ﾒﾃﾞｨｱ広告事業 サーバー事業 その他 計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ売上高及び営業損益       

(1)外部顧客に対する売上高 4,609,804 809,896 2,067 5,421,769 ― 5,421,769

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 4,609,804 809,896 2,067 5,421,769 ― 5,421,769

営業費用 4,170,162 266,676 853 4,437,692 88,219 4,525,912

営業利益又は営業損失（△） 439,642 543,219 1,213 984,076 △88,219 895,857

（注） １．事業区分の方法 

   事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  ２．各事業区分の主要製品 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等 

サ ー バ ー 事 業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウィング」） 

そ  の  他 ウェブ作成、コンサルティング等 

     ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（212,021千円）の主なものは、親会社の管理部門に係る費用であ

ります。 

     ４．従来の「商品販売事業」は、前連結会計年度において商品販売事業から撤退したことによりセグメント区分から除外しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日）、前第３四半期連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18

年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日）、前第３四半期連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年６

月30日）及び前連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１ 株 当 た り 情 報） 

 当第３四半期連結会計期間 前第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

 （自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 289,722円 07銭 534,727円 59銭 549,536円 73銭 

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額 30,534円 79銭 58,711円 73銭 73,520円 87銭 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益金額 
―  ―  ―  

 当社は、平成19年１月１日付で

株式１株につき２株の株式分割

を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報について

は、以下の通りであります。 

 

 

前第３四半期 

連結会計会計期間
前連結会計年度

１株当たり 

純資産額 

１株当たり 

純資産額 

267,363円79銭 274,768円36銭

１株当たり 

第３四半期純利益

１株当たり 

当期純利益 

29,355円86銭 36,760円43銭

潜在株式調整後 

１株当たり 

第３四半期純利益

潜在株式調整後 

１株当たり 

当期純利益 

― ―

―――――― ―――――― 

（注）１．１株当たり第３四半期（当期）純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額は、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載しておりません。 

３．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 当第３四半期連結会計期間 前第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

 （自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額  

第３四半期（当期）純利益    (千円) 721,231 698,669  874,898

普通株主に帰属しない金額   (千円)  ― ―  ―

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益

（千円） 
721,231 698,669  874,898

期中平均株式数        （株） 23,620 11,900  11,900

  

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益金額 
 

普通株式増加数        （株） ― ―  ―

（うち新株引受権）      （株） （―） （―）  （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期（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２種類（新株予約権の

個数346個） 

―――――― 新株予約権１種類（新株予約権の

個数240個） 
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（重 要 な 後 発 事 象） 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日） 

   該当事項はありません。 

 

前第３四半期連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年６月30日） 

  １．ストックオプションの付与について 

当社は、平成18年８月11日開催の取締役会において、当社の取締役３名に対し、旧商法280条ノ21の規定に基づきストックオプ

ションとして新株予約権を付与することを決議いたしました。 

当該制度の内容は、以下の通りであります。 

新株予約権の発行日 平成18年８月28日 

株式の種類 普通株式 

新株予約権の発行数 240個 （新株予約権１個につき１株） 

新株予約権の発行価額 無償 

新株予約権の払込金額 

新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行す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）における東京証券取引所における当社株式普通取

引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。 

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近

日の 終価格）を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、それぞ

れの効力発生の時をもって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。 

１ 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率  
新株予約権の行使期間 平成20年８月28日から平成23年８月27日まで 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 

 

前連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

  １．株式の分割について 

当社は、平成18年11月15日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議いたしました。 

当該内容は、以下の通りであります。 

（１） 株式分割の目的 当社株式の流動性の向上と株主数および投資家層の拡大を図るため。 

（２） 株式分割の概要 平成19年１月１日付をもって、次のとおり普通株式１株を２株に分割する。 

 ① 分割により増加する株式数 普通株式 11,900株 

② 分割の方法 
 

  

平成18年12月31日を基準日として株主の所有株式１株につき、２株の割合をもって分

割する。 

③ 発行可能な株式総数の増加 
 

  

平成19年１月１日付をもって、当社定款第５条を変更し、発行可能株式数を現行の40,

996株から40,996株増加させて81,992株とする。 

（３） 株式分割の日程  

 基準日 平成18年12月31日 

 効力発生日 平成19年１月１日 

 新株券交付日 平成19年２月21日 

（４） その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

（５） ストックオプション（新株予約権）の行使価額の調整 

 今回の株式分割に伴い、ストックオプション（新株予約権）の行使価額を平成19年１月１日以降、次のとおり調整する。 

 平成18年８月28日付与分  

 調整前権利行使価額 1,070,370円 

 調整後権利行使価額  535,185円 

 平成18年12月13日付与分  

 調整前権利行使価額 1,039,617円 

 調整後権利行使価額  519,809円 
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（６） 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した

場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

1株当たり純資産額 238,007円 93銭 274,768円 36銭 

1株当たり当期純利益金額 53,904円 38銭 36,760円 43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 52,867円 14銭 ―  

 

  ２．ストックオプションの付与について 

当社は、平成18年11月29日開催の取締役会において、当社の従業員61名に対し、旧商法280条ノ21の規定に基づきストックオプ

ションとして新株予約権を付与することを決議いたしました。 

当該制度の内容は、以下の通りであります。 

新株予約権の発行日 平成18年12月13日 

株式の種類 普通株式 

新株予約権の発行数 120個  （新株予約権１個につき１株） 

新株予約権の行使時の払込金額 

新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行す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）における東京証券取引所における当社株式

普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とす

る。但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直

近日の 終価格）を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。なお、新

株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、それぞれの効力

発生の時をもって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。 

１ 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率  

新株予約権の行使期間 平成20年12月13日から平成23年12月12日まで 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 

 

 

（その他） 

該当事項はありません。 
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６. 四半期財務諸表 

(１) 四半期貸借対照表

（単位：千円） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年９月30日現在） 

       期  別 

 

 

 科  目           金    額 構成比 金    額 構成比 金    額 構成比

 ％ ％ ％

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産   

１. 現金及び預金  3,303,330 4,645,137  4,255,989

２. 売掛金  80,999 48,780  45,642

３. 繰延税金資産  218,394 196,875  210,078

４. その他  304,605 241,738  297,102

５. 貸倒引当金  △2,044 △4,780  △3,644

  流動資産合計  3,905,285 69.3 5,127,750 89.4 4,805,168 82.7

Ⅱ 固定資産   

１. 有形固定資産 ※1 24,128 0.4 12,646 0.2 12,505 0.2

２. 無形固定資産  6,570 0.1 8,411 0.1 7,845 0.1

３. 投資その他の資産   

  (１)投資有価証券  805,707 ―  400,000

  (２)関係会社株式  882,325 573,225  573,225

  (３)その他  11,882 11,288  10,793

  投資その他の資産合計  1,699,914 30.2 584,513 10.3 984,018 17.0

  固定資産合計  1,730,613 30.7 605,571 10.6 1,004,369 17.3

  資産合計  5,635,899 100.0 5,733,322 100.0 5,809,537 100.0
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（単位：千円） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年９月30日現在） 

       期  別 

 

 

 科  目           金    額 構成比 金    額 構成比 金    額 構成比

 ％ ％ ％

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債   

１. 買掛金  35,355 37,914  36,088

２. 未払金  121,633 56,109  47,483

３. 未払法人税等  2,288 9,378  8,778

４. 賞与引当金  5,467 4,424  8,614

５. その他 ※2 68,830 16,016  14,467

  流動負債合計  233,574 4.1 123,844 2.2 115,432 2.0

  負債合計  233,574 4.1 123,844 2.2 115,432 2.0

   

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本   

１. 資本金 1,410,038 25.0 1,410,038 24.6 1,410,038 24.3

２. 資本剰余金   

  (１)資本準備金 1,316,890 1,316,890  1,316,890

   資本剰余金合計 1,316,890 23.4 1,316,890 23.0 1,316,890 22.7

３. 利益剰余金  

  (１)その他利益剰余金  

     繰越利益剰余金 3,233,726 2,882,548  2,964,378

   利益剰余金合計 3,233,726 57.4 2,882,548 50.2 2,964,378 51.0

４. 自己株式 △594,000 △10.6 ― ― ― ―

  株主資本合計 5,366,655 95.2 5,609,477 97.8 5,691,307 98.0

Ⅱ 新株予約権 35,669 0.7 ― ― 2,797 0.0

  純資産合計 5,402,324 95.9 5,609,477 97.8 5,694,105 98.0

  負債純資産合計 5,635,899 100.0 5,733,322 100.0 5,809,537 100.0
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（２）四半期損益計算書

（単位：千円） 

当第３四半期会計期間 前第３四半期会計期間 
前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日）

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日）

期  別 

 

 

 

科  目 金    額 百分比 金    額 百分比 金   額 百分比

 ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  856,228 100.0 937,459 100.0 1,167,812 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 252,100 29.4 314,023 33.5 410,439 35.1

売上総利益  604,128 70.6 623,436 66.5 757,373 64.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 394,748 46.1 345,602 36.9 462,895 39.7

 営業利益  209,380 24.5 277,834 29.6 294,477 25.2

Ⅳ 営業外収益 ※2 902 0.1 206,067 22.0 206,130 17.6

Ⅴ 営業外費用 ※3 27,031 3.2 252 0.0 252 0.0

経常利益  183,252 21.4 483,649 51.6 500,356 42.8

Ⅵ 特別利益 ※4 209 0.0 ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失 ※5 382 0.0 ― ― 101 0.0

税引前第３四半期(当期)純利益  183,079 21.4 483,649 51.6 500,254 42.8

法人税、住民税及び事業税  △196,953 △23.0 △165,298 △17.6 △217,320 △18.6

法人税等調整額  △8,315 △1.0 14,499 1.5 1,296 0.1

第３四半期(当期)純利益  388,347 45.4 634,448 67.7 716,278 61.3
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（３）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金

その他 

利益剰余金

 

資本金 

資本準備金
繰越 

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計 

新株予約権 純資産合計

平成18年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 2,964,378 ― 5,691,307 2,797 5,694,105

当第３四半期会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 ― ― △119,000 ― △119,000 ― △119,000

四半期純利益 ― ― 388,347 ― 388,347 ― 388,347

自己株式の取得 ― ― ― △594,000 △594,000 ― △594,000

株主資本以外の当第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― 32,871 32,871

当第３四半期会計期間中の

変動額合計 
― ― 269,347 △594,000 △324,652 32,871 △291,780

平成19年６月30日 残高 1,410,038 1,316,890 3,233,726 △594,000 5,366,655 35,669 5,402,324

 

前第３四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日） 

                                 （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
繰越 

利益剰余金 

株主資本合計

純資産合計 

平成17年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 2,248,099 4,975,029 4,975,029 

当第３四半期会計期間中の

変動額 
  

四半期純利益 ― ― 634,448 634,448 634,448 

株主資本以外の当第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― 

当第３四半期会計期間中の

変動額合計 
― ― 634,448 634,448 634,448 

平成18年６月30日 残高 1,410,038 1,316,890 2,882,548 5,609,477 5,609,477 
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前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金

その他 

利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

繰越 

利益剰余金 

株主資本合計
新株予約権 純資産合計 

平成17年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 2,248,099 4,975,029 ― 4,975,029

事業年度中の変動額   

当期純利益 ― ― 716,278 716,278 ― 716,278

株主資本以外の事業年度中の変

動額（純額） 
― ― ― ― 2,797 2,797

事業年度中の変動額合計 ― ― 716,278 716,278 2,797 719,076

平成18年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 2,964,378 5,691,307 2,797 5,694,105
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

当第３四半期会計期間 前第３四半期会計期間 前事業年度   期 別 

 

項  目     

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

(1) 有価証券 

子会社株式 

    総平均法による原価法 

 

その他有価証券 

    時価のないもの 

    総平均法による原価法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同    左 

 

―――――――――― 

(1) 有価証券 

 子会社株式 

同    左 

 

その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

１.資産の評価基準及

び評価方法 

投資事業有限責任組合等への出資

入手可能な直近の決算書に基

づき、組合等の損益及びその他有

価証券の評価差額のうち、当社の

持分相当額を投資事業組合等損

益及びその他有価証券評価差額

金として投資有価証券を加減す

る方法によっております。 

―――――――――― 投資事業有限責任組合等への出資

入手可能な直近の決算書に基

づき、組合等の損益及びその他有

価証券の評価差額のうち、当社の

持分相当額を投資事業組合等損

益及びその他有価証券評価差額

金として投資有価証券を加減す

る方法によっております。 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建  物       15年 

工具器具及び備品 ３～８年 

(1) 有形固定資産 

同    左 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

同    左 

 

 

 

２.固定資産の減価償

却の方法 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウエア（自社利用

分）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

法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同    左 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同    左 

 

 

 

３.重要な繰延資産の

処理方法 

(1) 株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

―――――――――― ―――――――――― 

(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勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金 

同    左 

 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同    左 

 

 

 

 

４.引当金の計上基準 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えて、支給

見込額のうち当第３四半期会計期間

に負担すべき額を計上しております。

(2) 賞与引当金 

同    左 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えて、支給

見込額のうち当事業年度に負担すべ

き額を計上しております。 

５．リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ております。 

同    左 同    左 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同    左 

(1) 消費税等の会計処理 

同    左 

６．その他四半期財務

諸表（財務諸表）作

成のための基本とな

る重要な事項 
(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。 

(2) 連結納税制度の適用 

同    左 

(2) 連結納税制度の適用 

同    左 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第３四半期会計期間 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期会計期間 

（平成18年６月30日現在） 

前事業年度 

（平成18年９月30日現在） 

―――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当会計期間より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用方針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）を適用してお

ります。 

これによる損益に与える影響はありません。 

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

 当第３四半期会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準時の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は5,609,477千円であります。 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,

691,307千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年

度における貸借対照表の純資産の部については、

改正後の財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

―――――――――― ―――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

  当事業年度より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正平成18年５月3

1日 企業会計基準適用指針第11号）を適用して

おります。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は、それぞれ2,797千円減少しておりま

す。 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

 注 記 事 項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年６月30日現在） 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年６月30日現在） 

前事業年度末 

（平成18年９月30日現在） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 66,626千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 64,637千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 

 
64,972千円

※2 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債のその他に含めて表示してお

ります。 

※2 消費税等の取扱い 

同    左 

―――――――――― 

 

（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 前第３四半期会計期間 前事業年度 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

※1 減価償却実施額 

 

有形固定資産 4,893千円 

無形固定資産 1,275千円 

※1 減価償却実施額 

有形固定資産 1,925千円

無形固定資産 1,985千円

※1 減価償却実施額 

有形固定資産 2,441千円

無形固定資産 2,550千円

※2 営業外収益の主要項目 

 

還付加算金 

償却債権取立益 

706千円 

106千円 

※2 営業外収益の主要項目 

受取配当金 205,200千円

※2 営業外収益の主要項目 

受取配当金 205,200千円

※ 3 営業外費用の主要項目 

投資事業組合等損失 

和解金 

株式交付費 

16,374千円 

7,500千円 

2,376千円 

 

―――――――――― ―――――――――― 

※ 4 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 209千円 

―――――――――― ―――――――――― 

※5 特別損失の主要項目 

 

固定資産除却損 382千円 

―――――――――― ※5 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 101千円

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前第３四半期会計期間末 

株式数（株） 

当第３四半期会計期間 

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間末 

株式数（株） 

普通株式 ― 1,200 ― 1,200

合計 ― 1,200 ― 1,200

（注）普通株式の自己株式の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

 

前第３四半期会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年６月30日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

（リ ー ス 取 引 関 係） 

当第３四半期会計期間 前第３四半期会計期間 前事業年度 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成19年６月30日） 
（自 平成17年10月１日 

至 平成17年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日） 

リース契約１件当たりのリース料総額が300万

円を超えるものがないため、記載を省略しており

ます。 

同    左 同    左 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

（１ 株 当 た り 情 報） 

 当第３四半期会計期間 前第３四半期会計期間 前事業年度 

 （自 平成18年10月１日 

 至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 237,462円 63銭 471,384円 67銭 478,261円 13銭 

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額 16,441円 49銭 53,315円 01銭 60,191円 46銭 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益金額 
― ―  ―  

 
 当社は、平成19年１月１日付で

株式１株につき２株の株式分割

を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報について

、以下の通りであります。 は 

前第３四半期 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり 

純資産額 

１株当たり 

純資産額 

235,692円34銭 239,130円57銭

１株当たり 

第３四半期純利益

１株当たり 

当期純利益 

26,657円50銭 30,095円73銭

潜在株式調整後 

１株当たり 

第３四半期純利益

潜在株式調整後 

１株当たり 

当期純利益 

― ―

  

（注） １．１株あたり第３四半期（当期）純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額は、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載しておりません。 

３. １株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 当第３四半期会計期間 前第３四半期会計期間 前事業年度 

 （自 平成18年10月１日 

 至 平成19年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日） 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日） 

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額  

第３四半期（当期）純利益    (千円) 388,347 634,448  716,278

普通株主に帰属しない金額    (千円) ― ―  ―

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益

（千円） 
388,347 634,448  716,278

期中平均株式数         （株） 23,620 11,900  11,900

  

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益金額 
 

普通株式増加数         （株） ― ―  ―

（うち新株引受権）       （株） （―） （―）  （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期（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２種類（新株予約権

の個数346個） 

―――――― 新株予約権１種類（新株予約権

の個数240個） 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

（重 要 な 後 発 事 象） 

当第３四半期会計期間（自平成18年10月１日 至平成19年６月30日） 

    該当事項はありません。 

 

前第３四半期会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年６月30日） 

  １．ストックオプションの付与について 

当社は、平成18年８月11日開催の取締役会において、当社の取締役３名に対し、旧商法280条ノ21の規定に基づきストックオプ

ションとして新株予約権を付与することを決議いたしました。 

当該制度の内容は、以下の通りであります。 

新株予約権の発行日 平成18年８月28日 

株式の種類 普通株式 

新株予約権の発行数 240個 （新株予約権１個につき１株） 

新株予約権の発行価額 無償 

新株予約権の払込金額 

新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行す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）における東京証券取引所における当社株式普通取

引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。 

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近

日の最終価格）を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、それぞ

れの効力発生の時をもって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。 

１ 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率  
新株予約権の行使期間 平成20年８月28日から平成23年８月27日まで 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 

 

前事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

  １．株式の分割について 

当社は、平成18年11月15日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議いたしました。 

当該内容は、以下の通りであります。 

（１） 株式分割の目的 当社株式の流動性の向上と株主数および投資家層の拡大を図るため。 

（２） 株式分割の概要 平成19年１月１日付をもって、次のとおり普通株式１株を２株に分割する。 

 ① 分割により増加する株式数 普通株式 11,900株 

② 分割の方法 

  

平成18年12月31日を基準日として株主の所有株式１株につき、２株の割合をもって分

割する。 
 

③ 発行可能な株式総数の増加 
 

  

平成19年１月１日付をもって、当社定款第５条を変更し、発行可能株式数を現行の40,

996株から40,996株増加させて81,992株とする。 

（３） 株式分割の日程 新株予約権発行日より２年後から３年間 

 基準日 平成18年12月31日 

 効力発生日 平成19年１月１日 

 新株券交付日 平成19年２月21日 

（４） その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

（５） ストックオプション（新株予約権）の行使価額の調整 

 今回の株式分割に伴い、ストックオプション（新株予約権）の行使価額を平成19年１月１日以降、次のとおり調整する。 

 平成18年８月28日付与分  

 調整前権利行使価額 1,070,370円 

 調整後権利行使価額  535,185円 

 平成18年12月13日付与分  

 調整前権利行使価額 1,039,617円 

 調整後権利行使価額  519,809円 
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e-まちタウン㈱ 平成19年９月期 第３四半期財務・業績の概況  

（６） 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合

の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

 前事業年度 当事業年度 

1株当たり純資産額 209,034円 83銭 239,130円 57銭 

1株当たり当期純利益金額 23,898円 57銭 30,095円 73銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 23,438円 71銭 ―  

 

２．ストックオプションの付与について 

当社は、平成18年11月29日開催の取締役会において、当社の従業員61名に対し、旧商法280条ノ21の規定に基づきストックオプションと

して新株予約権を付与することを決議いたしました。 

当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

新株予約権の発行日 平成18年12月13日 

株式の種類 普通株式 

新株予約権の発行数 120個  （新株予約権１個につき１株） 

新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行す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）における東京証券取引所における当社株式

普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とす

る。但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直

近日の最終価格）を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。なお、新

株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、それぞれの効力

発生の時をもって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。 

新株予約権の行使時の払込金額 

１ 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率  

新株予約権の行使期間 平成20年12月13日から平成23年12月12日まで 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 
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