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    （百万円未満切捨て） 
１．19 年９月期の連結業績（平成 18 年 10 月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                                  （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円     ％

19 年９月期 7,225 33.3 1,191 33.0 1,150 25.8 1,057 20.8

18 年９月期 5,421 △13.8 895 △15.6 914 △19.9 874 △29.5
 
 1 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

自 己 資 本
当 期 純 利 益 率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

19 年９月期 45,253 25 ― 15.8 14.9 16.5 

18 年９月期 73,520 87 ― 14.3 13.3 16.6 
(参考) ①持分法投資損益 19 年９月期    △22 百万円  18 年９月期     13 百万円 

②期中平均株式数 19 年９月期  23,363 株    18 年９月期  11,900 株 
※平成 19 年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

 
(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 8,065 6,930 85.3 304,590 21
18 年９月期 7,341 6,542 89.1 549,536 73

(参考) 自己資本       19 年９月期      6,883 百万円  18 年９月期      6,539 百万円 
※平成 19 年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 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 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年９月期 1,340 △780 △713 5,888 
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 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 円 銭 円 銭    円 銭 百万円 ％ ％

18 年９月期 
19 年９月期 

― 
5,000 

 
00 

―
5,000

 
00

―
10,000

 
00

― 
232 

― 
22.1 

―
3.5

20 年９月期（予想） 5,000 00 5,000 00 10,000 00  30.1  

（注） 平成 19 年９月期中間期末配当金内訳 普通配当 2,500 円 00 銭 記念配当 2,500 円 00 銭 

        平成 19 年９月期期末配当金内訳   普通配当 2,500 円 00 銭 記念配当 2,500 円 00 銭 

 
３．20 年９月期の連結業績予想（平成 19 年 10 月１日～平成 20 年９月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

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

中 間 期   3,800  17.6 500 △2.8 470 △4.5 300 △31.2 13,274 33 
通    期 
通 期

  8,000  10.7  1,200   0.7 1,150  0.0 750 △29.1 33,185 84 
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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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 
(注) 詳細は、18 ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年９月期 23,800 株 18 年９月期 11,900 株 
② 期末自己株式数  19 年９月期 1,200 株 18 年９月期 ―株 
※平成 19 年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24 ページ「１株当たり情報」をご覧
ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 
１.19 年９月期の個別業績(平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 9月 30 日) 
(1)個別経営成績                               （％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年９月期 1,190 1.9 292 △0.5 264 △47.1 558 △22.0
18 年９月期 1,167 △40.9 294 △3.8 500 74.5 716 30.1

 
 1 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

 円    銭 円    銭

19 年９月期 23,920 31 ―
18 年９月期 60,191 46 ―

※平成 19 年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

 
(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 5,811 5,584 95.3 245,006 98
18 年９月期 5,809 5,694 98.0 478,261 13

(参考) 自己資本      19 年９月期  5,537 百万円    18 年９月期  5,691 百万円 
 
 

 
 
※ 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等の将来の予測は、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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1.経営成績

（1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の動向等に留意する必要があるものの、設備投資の増加、

企業収益や雇用情勢の改善等により、景気は回復してまいりました。インターネット業界では、前年度に引き

続いて PC を中心とした固定インターネット環境におけるブロードバンド化が進展いたしました。また、携帯

電話等のモバイル端末に関しましても、当連結会計年度末（平成 19 年９月末）にはインターネット接続の契

約数が 8,600 万件を超えるとともに、データ通信定額料金制導入によりトラフィックが増大するなど、インタ

ーネット接続端末としてポジションが確固たるものになりつつあります。同時に、ナンバーポータビリティ制

の導入や携帯電話事業への新規参入、モバイル検索の躍進といった大きな変化が相次ぎ、これまで通信キャリ

アが主導してきたモバイル事業のビジネスモデルに大きな変革がもたらされております。そこで生まれる新た

な広告の仕組みや動向が非常に注目されてきております。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、顧客満足度、広告効果、独自性を追求した「Only 

one インターネットメディア企業群」を目指し、取扱メディアを拡充するべく自社メディアの企画・開発に努

めるとともに、国内外のインターネット関連企業への投資を推進してまいりました。また広告販売においては

営業人員の増加や販売網の拡大による営業力の強化、他社メディアの取扱数拡大等による商品力の強化を行う

など「メディア広告事業」を主軸とした収益モデルを確立すべく活動してまいりました。 

 ＜メディア広告事業＞ 

インターネット広告の市場規模は平成 18 年には 3,630 億円（前年比 29.3%増、㈱電通「2006 年日本の広告

費」より）と雑誌広告に迫る規模に成長し、うちモバイル広告は 390 億円（前年比 35.4％増、㈱電通「2006

年日本の広告費」より）とインターネット広告全体を上回る成長を果たしました。そうした状況の中で、当社

グループは市場成長率を上回る成長と競争力強化を目指して、販売力の強化による市場シェアの拡大と取扱メ

ディアの拡充による利益率の向上に努めてまいりました。 

以上の結果、メディア広告事業の売上高は 6,515 百万円（前年度比：41.3％増）、営業利益は 873 百万円（前

年度比：98.6％増）となりました。 

 ＜サーバー事業＞ 

当連結会計年度における「サーバー事業」におきましては、主力商品「デスクウイング」の全メールサーバ

ーの入れ替えを行い、より安定したサービスを提供することでさらなる顧客満足度の向上を目指し、強固で継

続的な取引関係の構築に努めてまいりました。また、新規加入の促進にも努めましたが、依然として顧客数は

漸減しております。以上の結果、サーバー事業の売上高は 683 百万円（前年度比：15.6％減）、営業利益は 461

百万円（前年度比：15.0％減）となりました。 

 以上の事業活動を行った結果、当連結会計年度における当社グループの連結売上高は 7,225 百万円（前年度

比 33.3％増）、営業利益 1,191 百万円（前年度比 33.0％増）、経常利益 1,150 百万円（25.8％増）、当期純利益

1,057 百万円（前年度比 20.8％増）となりました。 

単体における当会計年度の売上高は 1,190 百万円（前年度比 1.9％増）、営業利益 292 百万円（前年度比 0.5％

減）、経常利益 264 百万円（47.1％減）、当期純利益 558 百万円（前年度比 22.0％減）となりました。 

② 次年度の見通し 

 次年度におきましては、米国経済や原油価格の動向等の不安定要因があるものの、企業収益が改善し、設備

投資が基調として増加していることが雇用情勢の改善につながっていることから、国内の民間需要に支えられ

た景気回復が続くものと見込まれております。インターネット広告業界におきましても、携帯電話及び PC 等

からのインターネット利用が質・量ともに更に増加することが見込まれております。特に携帯電話端末の進歩

と、携帯通信世代が３Ｇから３．５Ｇ時代へと移行することで、本格的なモバイルのブロードバンド化を迎え

ようとしています。これにより PC 並みのリッチコンテンツの配信が可能になり、モバイル検索連動広告や動

画広告といった、より効果の高い広告手法が普及すれば、モバイル広告の取扱高がますます増加していくこと

が予想されます。そのような状況の中、当社グループは、「３．経営方針」に記載する方針ならびに戦略に基

づき、課題への対処等を積極的に進めてまいります。 
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 メディア広告事業におきましては、既存事業領域であるモバイルメディア広告の取扱高の拡大により、売上

高は当連結会計年度と比べ増加する見込みです。特に、積極的に事業投資を推進し、Ｍ＆Ａやジョイントベン

チャーの設立を通じて、取扱メディアの拡充とグループシナジーの極大化を図ってまいります。また、自社運

営の地域ポータルサイト「e－まちタウン」のコンテンツ・サービスの開発比重をモバイルサイトにシフトし、

同サイトへ掲載するモバイル広告をグループの販売網を活用して拡販する「自社のメディアを自社で販売する

体制」を強化してまいります。そして、さらなる販売体制の強化を目的として、営業人員の増加及び新人の早

期戦力化のための育成カリキュラムの実施、戦力化した社員の定着率向上を図るための環境・制度作り並びに

次代の幹部の輩出を促す教育システムの整備等、人材投資を積極的に推進してまいります。 

サーバー事業におきましては、「デスクウイング」等のサービス内容の充実及び解約率の低下に努めるととも

に、顧客満足度の向上を目指し、収益の安定化に注力してまいります。しかしながら、顧客数が漸減する状況

に変わりはなく、売上高は当連結会計年度に比べ減少する見込みです。 

 

 以上の方針により、平成 20 年９月期の連結業績に関しまして、中間期では売上高 3,800 百万円、経常利益 470

百万円、中間純利益 300 百万円、通期では、売上高 8,000 百万円、経常利益 1,150 百万円、当期純利益 750 百

万円を見込んでおります。 

 

・ 平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 百万円 ％
中 間 期 3,800  17.6 500  △2.8 470  △4.5 300  △31.2
通    期 
通 期

8,000  10.7 1,200   0.7 1,150   0.0 750  △29.1 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 33,185円84銭 

 

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要

素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がございますので、この業績予想に全面的に依拠して

投資判断を行なうことは差し控えられるようお願いいたします。 
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(2)  財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における資産は、投資有価証券の取得等により、前連結会計年度末比で 724 百万円増加し

8,065 百万円となりました。負債は、前連結会計年度末比で 335 百万円増加し 1,134 百万円となりました。純

資産は、当期純利益により利益剰余金が増加いたしましたが、自己株式の取得を行ったため、前連結会計年度

末比で 388 百万円の増加となり 6,930 百万円となりました。 

 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、期首残高に比べ 152 百万円減少し、5,888 百万円（前連結

会計年度末残高は 6,041 百万円）となりました。 

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、1,340 百万円の収入（前連結会計年度は 1,057 百万の収入）とな

りました。これは主に、税金等調整前当期純利益 1,150 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、780 百万円の支出（前連結会計年度は 217 百万の支出）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 43 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（前連結会計年度は 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、配当の実施による支出 119 百万円によるもので

あります。 

 

  

[財務指標の推移] 

 平成 15 年 

９月期 

平成 16 年 

９月期 

平成 17 年 

９月期 

平成 18 年 

９月期 

平成 19 年 

９月期 

自己資本比率 63.3％ 81.9％ 87.7％ 89.1％ 85.3％ 

時価ベースの自己資本比率 121.7％ 348.3％ 394.6％ 158.9％ 100.0％ 

 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 

平成 15 年９月期は個別ベースの財務数値により計算しております。 （注）1． 

2． 平成 16 年９月期より連結ベースの財務数値により計算しております。 

3． 

 

4． 

株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

債務償還年数及び、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、有利子負債及び利払いがないため、記

載しておりません。 

 

(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、株主の皆様に対する利益還元をもっとも重要な経営課題として位置付けております。その基本方針

として、当社の将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保

しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行ってまいりたいと考えております。内部留保金につ

きましては、既存事業領域の拡大やモバイルメディアを中心とした事業投資、自社メディアの開発投資資金と

して活用してまいります。 

上記の基本方針に基づき、当期の期末配当金としまして１株につき 5,000 円（普通配当 2,500 円、記念配当

2,500 円）とさせていただきます。また、次期の利益配当金については、記念配当を廃止する一方で普通配当

を２倍へ増額し、中間配当金・期末配当金ともに１株につき 5,000 円（年間 10,000 円）とすることを予定し

ております。 
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(4)  事業等のリスク 

 当社グループの事業展開等でリスク要因の可能性があると考えられる主な事項を下記に記載しております。

当社グループではコントロールできない外部要因や事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高く

ないと思われる事項を含め、投資家の投資判断上重要と考えられる事項についても以下に開示しております。

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の予防及び発生時の対応に努めて

まいりますが、当社グループの経営状況及び将来の事業についてのご判断は、下記の記載事項を慎重にご検討

のうえ、投資家並びに株主の皆様ご自身で行っていただくようお願い申し上げます。 

また、その他のリスク及び現在当社グループが把握していない条件並びに実在していないと思われる不確定

条件も当社グループの業務を害することがあり得ますのでご留意ください。 

・インターネット市場に関わるリスクについて 

 当社グループの各事業は直接・間接的にインターネットに関連しています。これより当社グループの各事業

が成功する基本的な条件は、PC 及びモバイルのインターネット上での情報通信及び商業利用が今後も普及し、

エンドユーザーにとって快適なインターネットの利用環境が促進されることとなります。この条件が満たされ

ない場合、当社グループの各事業に影響を及ぼすことが予想されます。 

・新規事業に関するリスク 

 当社グループは、今後、新規事業を行う可能性もあります。当社グループは収益の向上のため、 善を尽く

しておりますが、新しい事業戦略が成功する保証は無く、損失を被る可能性もあります。仮に短期において、

利益を計上することに成功したとしても、長期において収益を計上し続けられる保証はありません。 

・事業投資に係るリスク 

 当社グループでは、事業戦略に基づき日本国内外におけるインターネット関連企業に対しても投資を実施し

ております。これらの投資は、それぞれの投資先と当社グループとの事業シナジー等の効果を期待して実行し

ておりますが、これらの投資が回収できなくなる場合も考えられます。また、投資先企業の今後の業績によっ

ては、当社グループの損益に影響を与える可能性が考えられます。 

・第三者への依存 

 業務の委託先である第三者が、当社グループの委託した業務を遂行できるよう、当社グループは 善の配慮

を尽くしておりますが、かかる第三者が当社グループの要望通りに業務の遂行を行うことが出来ない場合若し

くは行わない場合、当社グループの事業・評判に悪影響を及ぼす可能性があります。また、第三者に業務を委

託したことにより、顧客対応のプロセスが長くなり、その結果、顧客の要望への対応が遅くなる可能性があり

ます。 

・市場での競争に関するリスク 

 当社グループが属するインターネット業界は企業間の競争が激しい市場であります。一部の競合企業は、当

社と比較した際、財政面・技術面・マーケティング面でより豊かな経営資源を有し、顧客ベースも大きく、知

名度も高く、IT 業界においてより確立した地位を築いております。当社は、自社開発や事業提携により新商品・

新サービスをリリースし、商品差別化と利益率の改善により競争力の強化を図っておりますが、有限であるリ

ソースを有効利用するために選択と集中を行った結果、特定の分野において当社が競争力を維持することが困

難になるかもしれません。 

・システムの誤作動・機能停止の可能性に関するリスク 

 システムを正常に稼動させるためには、中断することなく、当社のネットワークのインフラを提供する必要

があります。安全に関しまして、当社は万全の対策をとっておりますが、自然災害及びその他の不可抗力によ

りサービスの提供が中断される恐れがあります。その結果、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

・個人情報管理に関するリスク 

 当社グループの各事業においては、様々な個人情報を保有しております。当社グループでは、当該個人情報

の管理には万全の体制を整えております。しかし、情報管理について瑕疵及びその他の不慮の事故が生じた場

合には、当社グループへのイメージダウン、信頼の低下につながり、当社グループの業績等に影響を及ぼす可

能性があります。 

・当社の取締役及び重要な使用人を失った場合のリスク 

 当社グループの業務運営は主に、現取締役及び少数の主要な従業員に依存しており、その知識や経験並びに

当該人材と業務パートナーとの信頼関係に依拠しております。当社グループが有能な人材を失った場合及び

有能な人材を今後採用できない場合、当社グループの業務に影響を及ぼす可能性があります。 
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２.企業集団の状況

当社の企業集団は、当社（e-まちタウン株式会社）、当社の親会社の株式会社光通信、連結子会社である株式会社フ

ァイブエニー、株式会社ファーストチャージ、株式会社サイバージョイ、株式会社シーク、持分法適用関連会社である

株式会社東京タウンネット、SBM グルメソリューションズ株式会社で構成されています。当企業集団の概要及び事業系

統図は以下のとおりです。 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 
資本金 

(百万円) 
主要な事業 

の内容 所有割合 
(％) 

被所有割合
(％) 

関係内容 摘要

(親会社)     

㈱光通信 54,155 情報通信サービス業 ―
73.8 
(3.5) 

役員の兼任あり
(注)
１、２

(子会社)     

㈱ファイブエニー 490 メディア広告事業 100.0 ― 役員の兼任あり ― 

㈱ファーストチャージ 200 メディア広告事業 100.0 ― 役員の兼任あり ― 

㈱サイバージョイ 10 メディア広告事業 100.0 ― 役員の兼任あり ― 

㈱シーク 10 メディア広告事業 100.0 ― 役員の兼任あり ― 

(持分法適用関連会社)     

㈱東京タウンネット 40 メディア広告事業 49.0 ― ― ― 

SBMグルメソリューションズ㈱ 499 メディア広告事業 28.9 ― ― ― 

（注） １ 「議決権の所有(被所有)割合」の(内書)は、間接所有であります。 

 ２ 有価証券報告書提出会社であります。 

 

事業系統図 

 

ＧＭＯインターネット㈱

㈱コール・トゥ・ウェブ

業務委託

ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの

提供

中小企業法人（ユーザー・クライアント） 個人ユーザー

媒体の提供

メディア広告事業

当 社

サーバー事業

（親会社）　㈱光通信

出資

  （連結子会社）　㈱ﾌｧｰｽﾄﾁｬｰｼﾞ

　   　　　　　　 ㈱ｻｲﾊﾞｰｼﾞｮｲ

　　　          　㈱ｼｰｸ

広告枠の販売

　　（連結子会社）　㈱ﾌｧｲﾌﾞｴﾆｰ

広告枠の卸売

媒体の提供

ﾒﾃﾞｨｱ

広告枠の仕入
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（当社） 

・e-まちタウン株式会社 

 当社はメディア広告事業（ウェブサイトの開発・運営、コンサルティング等）及びサーバー事業（レンタル・サ

ーバー：主力商品「デスクウイング」）を行っております。 

（親会社） 

・株式会社光通信 

 当社の議決権を直接的に 70.3％（間接保有 3.5％）保有している当社の「親会社」であり、東京証券取引所一部

（コード番号：9435）に上場しております。 

（連結子会社 ４社） 

・株式会社ファイブエニー 

 当社グループのメディア広告事業に属しており、自社が運営するモバイルメディアを利用者へ提供しておりま

す。さらに、モバイルレップとしてモバイル上の広告及び当該企業が取り扱う媒体（メディア）を広告代理店へ提

供しております。 

・株式会社ファーストチャージ 他２社 

 当社グループのメディア広告事業に属しており、インターネット上の広告を様々な業種のクライアントに対して

プランニング・提案し、効率的且つ効果的なセールス・プロモーションを実現させる広告代理業を行っております。

また、グループ会社としてのリレーションを発揮するために、株式会社ファイブエニーと連携をとりながら業務を

推進しております。 
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３.経営方針

（1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、インターネット市場におけるサービスやメディア広告の販売行う「メディア広告事業」を主力事

業の柱として推進しており、インターネットを通して、様々な商品・サービスを広く普及させていくことを基本方針

としております。当社グループは、ユーザーとクライアントが双方に満足できる最適のサービスを提供できるように

努めてまいります。これらの方針を推進することで、それぞれのステークホルダー（株主、顧客、取引先、従業員）

に貢献できるよう目指しております。また、株主の皆様の期待に応え、株主利益の増大に向けて更なる努力をしてい

く所存でございます。 

 

（2）目標とする経営指標 

 当社グループは、成長性及び収益性の観点から、売上高並びに営業・経常利益の絶対額及び営業利益率、経常利益

率を重視するとともに、経営の安定性及び手元流動性の確保の観点から、営業キャッシュフローの増加を経営指標と

して重視しております。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、メディア広告事業を中核事業とし、今後も成長が予想されるインターネット市場において、継続

的な成長を目指せる経営基盤を構築してまいります。 

 

上記で掲げた目標を達成するため、販売力及び商品力を強化し、お客様のニーズに合った様々な商品を迅速且つ的

確に提供してまいります。今後も当社が提供する商品を利用している皆様が満足頂けるように目指してまいります。

各事業の施策は以下のとおりです。 

 

＜メディア広告事業＞ 

 当社グループは、今まで以上にモバイルメディア広告事業に特化し、「No.１モバイルインターネットカンパニー」

へと自己変革してまいります。 

モバイルメディア広告市場においては、既存の事業領域であるモバイル広告の取扱高において市場シェアの拡大に

努め、販売力強化のため引き続き営業人員の増加と人材教育の充実化を図ってまいります。また、積極的な事業投資

を推進し、Ｍ＆Ａやジョイントベンチャー（ＪＶ）の設立によって、事業領域の拡大を図ってまいります。具体的に

は、Yicha Online Corporation（中国 No.1 のモバイル検索エンジン企業）とのＪＶである㈱YICHA との協業により、

モバイル検索連動広告・モバイル動画広告といったリッチメディア広告分野へ取扱広告を拡大します。さらに、業種

別に特化したモバイルメディアソリューション事業を展開し、既存広告主の満足度向上と目指してまいります。その

第一弾として、ソフトバンク㈱及び光通信グループとのＪＶである SBM グルメソリューションズ㈱を通じて、飲食業

界向けにソリューションを提供していく予定です。 

特に、自社運営の地域ポータルサイト「e－まちタウン」のコンテンツ・サービスの開発比重をモバイルサイトに

シフトし、同サイトへ掲載するモバイル広告をグループの販売網を活用して拡販する「自社のメディアを自社で販売

する体制」を強化してまいります。 

 

＜サーバー事業＞ 

 今後も引き続き品質を重視したサービスを提供し顧客満足度を向上させることで、低い解約率を維持していき、安

定した収益の確保を目指してまいります。 
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（4）会社の対処すべき課題 

 当社グループの事業は、現在のところインターネットメディア広告事業に属しており、自社メディアの企画・開発

を行うメディア事業と、自社・他社メディアへ掲載する広告を販売する広告代理事業、両者を仲介するレップ事業の

３事業を垂直統合しております。今後、インターネット広告分野については、社会の情報通信環境の進展や新たな広

告モデルの登場により、より一層の成長が見込まれる反面、技術革新や競争の激化といった大きな市場環境の変化が

予想されます。過去の成功や既成概念に囚われることなく、新たな技術やビジネスモデルを常に取り込みながらノウ

ハウを蓄積し続けること、当社グループの強みを生かしながら、変化対応型スピード経営に務めることが重要である

と考えております。 

 

① モバイル広告事業の市場シェア拡大と利益率改善 

  多様化、高度化を続けるインターネット広告市場における競争力を更に強化するため、業界・業種毎の専門性の

強化を図り総合的な提案力を高めていくとともに、当社グループでしか取扱うことのできない媒体を拡充し、利益

率の向上に努めてまいります。 

② 優秀な人材の確保と育成 

  当社グループの最大の資産は人材であり、優秀な人材の確保と育成が不可欠であります。人員を質・量ともに充

実させるために、新人の早期戦力化のための育成プログラムの整備、戦力化した人材の定着率向上を図るための新

人事制度の整備、幹部クラスの人材の輩出のための階層別研修制度の充実等に注力してまいります。 

③ 情報管理体制の強化 

 当社グループが提供するサービスの利用者数が増加し、システムやデータの規模が拡大するに伴い、外部からの

不正アクセスによって、個人情報等を含む重要なデータが消去・改ざんされ、あるいは外部に流出するリスクも増

大することになります。これらの情報等を保護し、適切に運用していくため、プライバシーマーク（JIS Q 15001：

2006）の認証取得に向け、個人情報保護マネジメントシステムの構築を推進しております。 
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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18年９月30日現在 

当連結会計年度 
平成19年９月30日現在 

 

対前年比連結会計年度 
 
科  目 

金  額 構成比 金  額 構成比 増減 

（資産の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  6,041,460 5,888,711  

２．売掛金  295,367 512,621  

３．繰延税金資産  254,297 281,586  

４．その他  114,357 50,214  

５．貸倒引当金  △5,644 △3,497  

流動資産合計  6,699,839 91.3 6,729,637 83.4 29,798

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1 28,667 0.4 40,479 0.5 11,812

２．無形固定資産  112,432 1.5 101,712 1.3 △10,720

３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券 ※2  400,000   1,090,218   
（２）破産更生債権等   14,323   12,049   
（３）繰延税金資産   88,426   93,226   
（４）その他   11,911   10,270   
（５）貸倒引当金   △14,323  △12,049   
投資その他の資産合計  500,337 6.8 1,193,715 14.8 693,377

固定資産合計  641,437 8.7 1,335,907 16.6 694,469

資産合計  7,341,276 100.0 8,065,544 100.0 724,267
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（単位：千円）

前連結会計年度 
平成18年９月30日現在 

当連結会計年度 
平成19年９月30日現在 

 

対前年比 
連結会計年度 

 
 
科  目 金  額 構成比 金  額 

構成
比 

増減 

（負債の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   452,612  606,700   
２．未払金   105,498  133,022   
３．未払法人税等   98,337  81,488   
４．未払消費税等   6,252  47,917   
５．賞与引当金  26,874 45,314  

６．その他  109,416 220,279  

流動負債合計  798,992 10.9 1,134,722 14.1 335,730

負債合計  798,992 10.9 1,134,722 14.1 335,730

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   1,410,038 19.2  1,410,038 17.5 ―

２．資本剰余金   1,316,890 18.0  1,316,890 16.3 ―

３．利益剰余金   3,812,557 51.9  4,750,809 58.9 938,251

４．自己株式   ― ―  △594,000 △7.4 △594,000

株主資本合計  6,539,487 89.1 6,883,738 85.3 344,251

Ⅱ 新株予約権  2,797 0.0 47,083 0.6 44,285

純資産合計  6,542,284 89.1 6,930,822 85.9 388,537

負債純資産合計  7,341,276 100.0 8,065,544 100.0 724,267
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(２) 連結損益計算書

 （単位：千円）

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 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日 

 

対前年比
連結会計年度 

 
 
 
科  目 金  額 百分比 金  額 百分比 増減 

  ％  ％

Ⅰ 売上高  5,421,769 100.0 7,225,911 100.0 1,804,142

Ⅱ 売上原価  3,185,141 58.7 4,466,457 61.8 1,281,316

売上総利益  2,236,628 41.3 2,759,454 38.2 522,826

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．販売手数料  331,515 207,124  

２．役員報酬  61,077 77,551  

３．給料手当  426,865 601,300  

４．賞与引当金繰入額  26,874 45,314  

５．支払手数料  171,109 187,000  

６．その他  323,327 1,340,771 24.7 449,615 1,567,906 21.7 227,135

営業利益  895,857 16.6 1,191,548 16.5 295,691

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  0 280  

２．還付加算金  2,101 903  

３. 負ののれん償却額  2,244 2,244  

４．持分法による投資利益  13,825 ―  

５. 債務整理益  ― 6,441  

６．雑収入  786 18,958 0.3 805 10,675 0.1 △8,283

Ⅴ 営業外費用   

１．投資事業組合等損失  ― 18,958  

２．持分法による投資損失  ― 22,004  

３．和解金  ― 7,500  

４．雑損失  328 328 0.0 3,271 51,734 0.7 51,405

経常利益  914,487 16.9 1,150,489 15.9 236,001

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  2,473 243  

２．投資有価証券売却益  8,253 ―  

３．債務整理益  28,886 39,613 0.7 ― 243 0.0 △39,369

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※1 101 101 0.0 382 382 0.0 280

税金等調整前当期純利益  953,999 17.6 1,150,350 15.9 196,351

法人税、住民税及び事業税  106,735 125,188  

法人税等調整額  △27,634 79,101 1.5 △32,089 93,098 1.3 13,997

当期純利益 874,898 16.1 1,057,251 14.6 182,353
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e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

(３) 連結株主資本等変動計算書 

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

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

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

 

当連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19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 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

連結会計年度中の変動額   

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

当期純利益 ― ― 1,057,251 ― 1,057,251 ― 1,057,251

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

株主資本以外の項目の連結会

計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― 44,285 44,285

388,537連結会計期間中の変動額合計 ― ― 938,251 △594,000 344,251 44,285

平成19年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 4,750,809 △594,000 6,883,738 47,083 6,930,822
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e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

(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17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日 

 

対前年比 連結会計年度

科  目 
金 額 金 額 増減 

Ⅰ 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 953,999 1,150,350 

減価償却費 24,117 40,427 

のれん償却額 1,859 1,859 

貸倒引当金の増減額 △4,964 △4,422 

賞与引当金の増減額 4,368 18,439 

受取利息及び配当金 △0 △280 

投資有価証券売却損益 △8,253 ― 

投資事業組合等損益 ― 18,958 

持分法による投資損益 △13,825 22,004 

固定資産除売却損益 101 382 

売上債権の増減額 153,792 △217,254 

仕入債務の増減額 △20,291 154,087 

その他 76,739 237,546 

小計 1,167,644 1,422,100 254,456

利息及び配当金の受取額  0 280 

法人税等の支払額  △109,720 △143,693 

法人税等の還付額  10 62,174 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,057,934 1,340,861 282,926

Ⅱ 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 △7,201 △26,757 

無形固定資産の取得による支出 △39,450 △17,050 

投資有価証券の取得による支出 △400,000 △731,181 

投資有価証券の売却による収入 99,025 ― 

子会社株式の取得による支出  △32,317 ― 

商品販売事業譲渡による収入 166,287 ― 

その他 △4,288 △5,621 

投資活動によるキャッシュ・フロー △217,943 △780,610 △562,667

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 ― △594,000 

配当金の支払額 ― △119,000 

少数株主への配当金の支払額 △10,800 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,800 △713,000 △702,200

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 829,208 △152,749 △981,957

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,212,252 6,041,460 829,208

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 6,041,460 5,888,711 △152,749
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e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

  期 別 

 

項  目          

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 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19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)持分法適用の関連会社 ―社 

――――――――――――――― 

(1)持分法適用の関連会社 ２社 

持分法適用会社の名称 

㈱東京タウンネット 

SBMグルメソリューションズ㈱ 

２．持分法の適用に関する事項 

㈱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。 

㈱東京タウンネット及びSBMグルメソリューション

ズ㈱は当連結会計年度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。 

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、㈱ファイブエニー他２社の中間決

算日は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。 

同    左 

(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)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 

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 

   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) 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 

４．会計処理基準に関する事項 

 

(3)   ――――――――――――――― (3) 重要な繰延資産の処理方法 

   株式交付費 

    支出時に全額費用として処理しております。
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e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

 

  期 別 

 

項  目          

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 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

  (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。 

 

  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。 

 

 (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 

同    左 

 

 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有件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 

 (6) その他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 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

 

同    左 

 

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の

均等償却を行っておりますが、金額が僅少なものにつ

いては発生時一括償却を行っております。 

 

同    左 

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、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 

 

 

 17



e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

会計処理方法の変更

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 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――――――――――――― 

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） ――――――――――――――― 

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。 

 

――――――――――――――― （減価償却方法の変更） 

 当連結会計年度より、平成19年度法人税法改正に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の償却方法により

減価償却費を計上しております。 

なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益に与える影響は軽微であります。 

 

 

表示方法の変更

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 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

１． 連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定償却額」は「負の

のれん償却額」として表示しております。なお、前連結会計年度の

「連結調整勘定償却額」11千円は営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しております。 

――――――――――――――― 

（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、前連結会計年度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」に含めて表示することとしました。な

お、当連結会計年度の「その他」に含まれるたな卸資産の増減額

は78千円であります。 

 

――――――――――――――― 

２． 連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定償却額」は「の

れん償却額」として表示しております。 

――――――――――――――― 

 

 18



e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

 
19

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成18年９月30日現在） 

当連結会計年度 

（平成19年９月30日現在） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

  95,760千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額  
106,894千円

――――――――――――――― 

 

 

※2 関係会社に関するものは、次のとおりであります。 

  
投資有価証券（株式） 287,095千円

 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 （自 平成18年10月１日 

至 平成18年９月30日） 至 平成19年９月30日） 

※1 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

  
工具器具備品 101千円

※1 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

  
工具器具備品 382千円

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

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。 
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当連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19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 ― 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 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 
― ― ― ― ― 36,372

 
平成18年12月 

ストックオプション 
― ― ― ― ― 10,711

合計 ― ― ― ― 47,083

 

３.配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（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 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 １株あたり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成19年11月15日 

取締役会 
普通株式 113 利益剰余金 5,000 平成19年９月30日 平成19年12月21日 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

※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記されてい

る科目の金額との関係 

（平成18年９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記されてい

る科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在）

  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 

  現金及び預金勘定              5,888,711千円 

  現金及び現金同等物             5,888,711千円 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
メディア広告事業 

（千円） 

サーバー事業

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

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

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

資産 2,350,801 30,389 254 2,381,444 4,959,832 7,341,276

減価償却費 20,070 836 － 20,907 3,210 24,117

資本的支出 46,256 395 － 46,651 － 46,651

 （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（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．資産のうち、消去又は会社の項目に含めた会社資産（4,959,832千円）の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）及び

親会社の管理部門に係る費用であります。 

５．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。 
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当連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

 
メディア広告事業 

（千円） 

サーバー事業

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益   

(1) 外部顧客に対する売上高 6,515,442 683,444 27,024 7,225,911 ― 7,225,911

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 6,515,442 683,444 27,024 7,225,911 ― 7,225,911

営業費用 5,642,113 221,553 27,340 5,891,007 143,356 6,034,363

営業利益（又は営業損失） 873,329 461,890 (315) 1,334,904 (143,356) 1,191,548

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

資産 3,233,542 25,732 18,035 3,277,309 4,788,235 8,065,544

減価償却費 36,820 101 ― 36,922 3,505 40,427

資本的支出 41,928 750 29 42,708 1,099 43,807

 （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 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（304,764千円）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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた会社資産（4,788,235千円）の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）及び

親会社の管理部門に係る資産であります。 

       

【所在地別セグメント情報】 

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。 

当連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19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】 

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。 

当連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19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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（リ ー ス 取 引 関 係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

自 平成18年10月１日 

至 平成19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 

 

 

（有価証券関係） 

 時価評価されていない主な有価証券 

内      容 

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） 

当連結会計年度末 

連結貸借対照表計上額 

（平成19年９月30日現在） 

その他有価証券 

（1）非上場株式 ― 709,177千円

（2）投資事業有限責任組合等への出資 400,000千円 381,041千円

合計 400,000千円 1,090,218千円

 

（デリバティブ取引関係） 

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。 

当連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19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。 

 

 

（開示事項の省略に関して） 

関連当事者との取引 

税効果会計 

ストック・オプション等 

 

上記に関する注記におきましては、決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断したため、開示を省略して 

おります。 
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（1 株 当 た り 情 報） 

 

 

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 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

1株当たり純資産額 549,536円 73銭 304,590円 21銭 

1株当たり当期純利益金額 73,520円 87銭 45,253円 25銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ―  ―  

 

――――――――――――――― 

 

 

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。 

  

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

274,768円36銭

１株当たり当期純利益 

36,760円43銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

―

（注）１．１株当たり当期純利益金額は、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株当たり当期純利益金額については、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。 

 

 

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 

当連結会計年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 （千円） 874,898  1,057,251  

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） 874,898  1,057,251  

期中平均株式数 （株） 11,900  23,363  

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数 （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１種類(新株予約権の個数 

240個) 

新株予約権２種類(新株予約権の個数 

343個) 
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（重 要 な 後 発 事 象） 

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、以下のとおりであります。 

（１） 株式分割の目的 当社株式の流動性の向上と株主数及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 

（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 ―  
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  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、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、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。 

 

 

当連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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５. 個別財務諸表 

(１) 貸借対照表 

（単位：千円） 

前事業年度 

（平成18年９月30日現在） 

当事業年度 

（平成19年９月30日現在） 
対前年比

       期  別 

 

 科  目          

     金   額 構成比 金   額 構成比 増減 

 ％  ％

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１. 現金及び預金  4,255,989 3,406,704 

２. 売掛金  45,642 108,092 

３. 前払費用  11,446 9,936 

４. 繰延税金資産  210,078 245,275 

５. 未収入金 ※1 285,606 312,402 

６. その他  49 91 

７. 貸倒引当金  △3,644 △1,892 

流動資産合計  4,805,168 82.7 4,080,608 70.2 △724,559

Ⅱ 固定資産   

１. 有形固定資産   

（１）建物  4,062 4,062  

減価償却累計額  1,806 2,256 2,126 1,935 

（２）工具器具及び備品  73,415 96,362  

減価償却累計額  63,166 10,249 69,301 27,061 

有形固定資産合計  12,505 0.2 28,996 0.5 16,491

２. 無形固定資産   

（１）ソフトウェア  6,645 4,944 

（２）電話加入権  1,200 1,200 

無形固定資産合計  7,845 0.1 6,144 0.1 △1,701

３. 投資その他の資産   

（１）投資有価証券  400,000 803,123 

（２）関係会社株式  573,225 882,325 

（３）差入保証金  1,789 1,789 

（４）長期前払費用  9,004 8,486 

投資その他の資産合計  984,018 17.0 1,695,723 29.2 711,705

固定資産合計  1,004,369 17.3 1,730,865 29.8 726,495

資産合計  5,809,537 100.0 5,811,474 100.0 1,936
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e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

（単位：千円） 

前事業年度 

（平成18年９月30日現在） 

当事業年度 

（平成19年９月30日現在） 
対前年比 

       期  別 

 

 科  目          

     金   額 構成比   金   額 構成比 増減 

 ％  ％

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１.買掛金  36,088 32,555 

２.未払金  47,483 108,758 

３.未払費用  7,024 6,687 

４.未払法人税等  8,778 7,758 

５.未払消費税等  2,472 9,499 

６.前受金  4,106 30,396 

７.預り金  864 21,889 

８.賞与引当金  8,614 9,686 

流動負債合計  115,432 2.0 227,232 3.9 111,800

負債合計  115,432 2.0 227,232 3.9 111,800

   

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本   

１.資本金 1,410,038 24.3 1,410,038 24.3 ―

２.資本剰余金  

（１）資本準備金 1,316,890 1,316,890 

資本剰余金合計 1,316,890 22.7 1,316,890 22.6 ―

３.利益剰余金  

（１）その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 2,964,378 3,404,228 

利益剰余金合計 2,964,378 51.0 3,404,228 58.6 439,850

４.自己株式 ― ― △594,000 △10.2 △594,000

株主資本合計 5,691,307 98.0 5,537,157 95.3 △154,149

Ⅱ 新株予約権  2,797 0.0 47,083 0.8 44,285

純資産合計 5,694,105 98.0 5,584,241 96.1 △109,863

負債純資産合計 5,809,537 100.0 5,811,474 100.0 1,936
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e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

(２) 損益計算書

（単位：千円） 

前事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

当事業年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

対前年比
       期  別 

 

 科  目          

   
  金   額 百分比   金   額 百分比 増減 

 ％  ％ 

Ⅰ 売上高    

１.メディア広告売上高  231,778 318,391   

２.サーバー売上高  810,141 683,689   

３.その他売上高  125,892 1,167,812 100.0 188,433 1,190,513 100.0 22,700

Ⅱ 売上原価    

１.メディア広告売上原価  167,174 121,201   

２.サーバー売上原価  242,440 205,809   

３.その他売上原価  823 410,439 35.1 3,328 330,339 27.7 △80,099

売上総利益  757,373 64.9 860,173 72.3 102,800

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１.販売手数料  ― 2,847   

２.広告宣伝費  48,069 10,054   

３.販売促進費  13,366 9,081   

４.貸倒引当金繰入額  1,102 152   

５.役員報酬  37,238 45,789   

６.給料手当  177,349 207,611   

７.法定福利費  25,023 27,322   

８.賞与  7,346 11,566   

９.賞与引当金繰入額  8,614 9,686   

10.旅費交通費  8,131 12,503   

11.支払手数料  68,716 81,572   

12.地代家賃  13,074 16,172   

13.減価償却費  3,402 5,571   

14.株式報酬費用  ― 44,285   

15.その他  51,459 462,895 39.7 83,045 567,264 47.7 104,368

営業利益  294,477 25.2 292,909 24.6 △1,567
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e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

（単位：千円） 

前事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

当事業年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

対前年比
       期  別 

 

 科  目          

   
  金   額 百分比   金   額 百分比 増減 

 ％  ％

Ⅳ 営業外収益   

１.受取利息  ― 269  

２.受取配当金 ※1 205,200 ―  

３.為替差益  17 ―  

４.還付加算金  ― 706  

５.雑収入  913 206,130 17.6 301 1,277 0.1 △204,853

Ⅴ 営業外費用   

１.投資事業組合等損失  ― 18,958  

２.株式交付費  ― 2,376  

３.和解金  ― 7,500  

４.雑損失  252 252 0.0 780 29,615 2.5 29,362

経常利益  500,356 42.8 264,572 22.2 △235,783

Ⅵ 特別利益  ― ― ― ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失   

１.固定資産除却損 ※2 101 101 0.0 382 382 0.0 280

税引前当期純利益  500,254 42.8 264,190 22.2 △236,064

法人税、住民税及び事業税  △217,320 △259,463  

法人税等調整額  1,296 △216,024 △18.5 △35,196 △294,660 △24.7 △78,636

当期純利益  716,278 61.3 558,850 46.9 △157,428
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e-まちタウン㈱（4747）平成19年９月期 決算短信 

 (３)株主資本等変動計算書 

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

 
 

当事業年度（自平成18年10月１日 至平成19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

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

事業年度中の変動額   

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

当期純利益 ― ― 558,850 ― 558,850 ― 558,850

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

株主資本以外の事業年度中の

変動額（純額） 
― ― ― ― ― 44,285 44,285

事業年度中の変動額合計 ― ― 439,850 △594,000 △154,149 44,285 △109,863

平成19年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 3,404,228 △594,000 5,537,157 47,083 5,584,241
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重要な会計方針

 

  期 別 

 

項  目         

  

前事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

当事業年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

１．有価証券の評価基準及び評

価方法 

 

（1）子会社株式 

総平均法による原価法 

 

（2）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）子会社株式 

同    左 

 

（2）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 

同    左 

２．固定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。 

 

（1）有形固定資産 

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。 

４．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。 

 

（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。 

（1）貸倒引当金 

同    左 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

同    左 

 

 

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係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同    左 
 

６．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

（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。 

 

（1）消費税等の会計処理 

同    左 

 

 

（2）連結納税制度の適用 

同    左 

 

 

 32
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会計処理方法の変更 

 

前事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

当事業年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

（固定資産の減損に係る会計基準）  ――――――――――――――― 

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） ――――――――――――――― 

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、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

2,797千円減少しております。 

 

――――――――――――――― （減価償却方法の変更） 

 当事業年度より、平成19年度法人税法改正に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産については、改正後の償却方法により減価

償却費を計上しております。 

なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響は軽微であります。 

 

 

 

表示方法の変更 

 

前事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

当事業年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

――――――――――――――― 

 

（損益計算書） 

１．「株式報酬費用」は、販売費及び一般管理費の5/100を超えたため、

区分掲記しました。なお、前事業年度の「株式報酬費用」2,797千円は

販売費及び一般管理費のその他に含めて表示しております。 
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注記事項 

 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成18年９月30日現在） 

当事業年度 

（平成19年９月30日現在） 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

未収入金 222,914千円 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

未収入金 308,267千円 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 

受取配当金 205,200千円 

――――――――――――――― 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

工具器具及び備品 101千円 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

工具器具及び備品 382千円 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

  該当事項はありません。 

当事業年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

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。 

 

（リ ー ス 取 引 関 係） 

前事業年度 当事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

自 平成18年10月１日 

至 平成19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 

 

（有価証券関係） 

前事業年度 （平成18年９月30日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

時価評価されていない主な有価証券については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

当事業年度 （平成19年９月30日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

時価評価されていない主な有価証券については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 
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（１ 株 当 た り 情 報） 

 

 

前事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

当事業年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

１株当たり純資産額 478,261円 13銭 245,006円 98銭 

１株当たり当期純利益金額 60,191円 46銭 23,920円 31銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― ― 

 

―――――――――――――――  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 

前事業年度 

１株当たり純資産額 

239,130円57銭

１株当たり当期純利益 

30,095円73銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

―

（注）１． １株当たり当期純利益金額は、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株当たり当期純利益金額については、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。 

 

 

前事業年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

当事業年度 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日 

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益 （千円） 716,278 558,850  

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） 716,278 558,850  

期中平均株式数 （株） 11,900 23,363  

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

普通株式増加数 （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１種類（新株予約権の個数

240個） 

新株予約権２種類（新株予約権の個数

343個） 
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（重 要 な 後 発 事 象） 

   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、以下のとおりであります。 

（１） 株式分割の目的 当社株式の流動性の向上と株主数及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 

（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 ―  
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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、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、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。 

 

 

 

   当事業年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

（役 員 の 異 動） 

（1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（2）その他役員の異動 

該当事項はありません。 
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