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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年９月期第１四半期の連結業績（平成 19 年 10 月 1 日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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 ％

20 年９月期第１四半期 2,071  43.9   359  92.8   358  102.9 319  106.8

19 年９月期第１四半期 1,439  2.4 186 △26.1 176 △21.3 154 △23.5

19 年９月期 7,225  ― 1,191   ― 1,150   ― 1,057   ―

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円  銭 円  銭

20 年９月期第１四半期 14,132   87 ―   ―

19 年９月期第１四半期 12,979   52 ―   ―

19 年９月期 45,253   25 ―   ―

※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

20 年９月期第１四半期  8,342   7,277     85.2 314,561  08

19 年９月期第１四半期 7,533     6,706     88.9 562,516  25

19 年９月期 8,065     6,930     85.3 304,590  21

※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

20 年９月期第 1四半期 280     △541     △113      5,515 

19 年９月期第 1四半期 102     △198     ―      5,946 

19 年９月期 1,340     △780     △713      5,888 

 
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

19 年９月期 5,000 00 5,000 00  10,000 00

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

 
３．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） 

（％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 
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 △4.5 400  △8.3 17,699 12

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） 
： 有 

   新規  １社（社名 ㈱ベストリザーブ）  除外 ― 社 
  （注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。 

(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 19 年 10 月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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   ％

20 年９月期第１四半期 315  43.4 72  471.7  70   877.1 161  207.5

19 年９月期第１四半期 220 △34.1 12 △88.6   1 △99.4 52 △85.5

19 年９月期 1,190   ―     292   ―     264   ― 558   ― 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年９月期第１四半期 7,148  59

19 年９月期第１四半期 4,415  12

19 年９月期 23,920  31

※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

20 年９月期第１四半期 5,913 5,643 94.5 247,155  57

19 年９月期第１四半期 5,942 5,756 96.7 482,676  25

19 年９月期 5,811 5,584 95.3 245,006  98

 

※ 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 20 年９月期第１四半期連結会計期間（平成 19 年 10 月１日～平成 19 年 12 月 31 日、以下「当四半期」）

における我が国経済は、米国住宅金融市場におけるサブプライムローン問題が景気に与える影響や、原油価格

の動向に留意する必要があるものの、内外需要の拡大に支えられ設備投資は増加基調にあるなど、景気は緩や

かに拡大を続けています。インターネット業界では、携帯電話などのモバイル端末におけるインターネット接

続の利用人口が 6,900 万人を超え、PC での利用者数を上回るなど、データ通信定額制の普及の後押しもあり、

ネット接続端末としての地位が確固たるものとなりつつあります。また、インターネット広告の分野では、イ

ンターネット広告全体の市場規模が平成 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ております。平成 23 年度には 1,280

億円を超える市場規模となることが予測されており（㈱電通総研「2007 年～2011 年のインターネット広告費に

関する試算」より）、今後におきましても引き続き成長分野として有力なマーケットとなっております。 

 

このような環境の中、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、主にモバイル広告を主軸とした収益モデルを確立すべく事業活動

を行うとともに、当社の事業展開上シナジーが見込める会社に対し積極的に事業投資を進めてまいりました。

 

「メディア広告事業」におきましては、中でもモバイルメディア広告事業での取扱高が好調に推移いたしま

した。モバイルメディア広告における平成 19 年 10 月～12 月の月間平均取扱高は約 5億円、保有メディア数に

ついては 1,870 媒体、クライアント社数につきましても 1,327 社と、前期に引き続き順調に拡大を続けており

ます。 

また、全国 288 の市区町村で展開している地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」の「川崎タウン」にお

きまして、川崎市役所と業務委託契約を締結し、平成 20 年 1 月 10 日より同市役所の行政情報を配信開始して

おります。 

さらに、平成 19 年 11 月より宿泊予約サイト「ベストリザーブ」を運営する株式会社ベストリザーブを新規

連結子会社化した上で、12 月には同社とヤフー株式会社との間で業務、資本提携を行いました。今後におきま

しても、既存事業分野では販売力のさらなる強化による市場シェアの拡大、利益率の向上などに努めるととも

に、積極的に新規事業の展開を進めてまいります。 

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 1,860 百万円（前年同期比：47.2％増）、営業利

益は 259 百万円（前年同期比：166.7％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、既存顧客への満足度向上に

努めるとともに、強固で安定的な取引関係を目指すべく活動してまいりましたが、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 158 百万円（前年同期比：9.8％減）、営業利益は 105

百万円（前年同期比：11.6％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 2,071 百万円（前年同期比：

43.9％増）、営業利益 359 百万円（前年同期比：92.8％増）、経常利益 358 百万円（前年同期比：102.9％増）、

第１四半期純利益 319 百万円（前年同期比：106.8％増）となりました。 

単体における当四半期の売上高は 315 百万円（前年同期比：43.4％増）、営業利益 72 百万円（前年同期比：

471.7％増）、経常利益 70 百万円（前年同期比：3877.1％増）、第１四半期純利益 161 百万円（前年同期比：207.5％

増）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 1 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 277 百

万円増加し 8,342 百万円となりました。負債は前連結会計年度末比で 69 百万円減少し 1,064 百万円となりまし

た。純資産は、四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比で 346 百万円の増加とな

り 7,277 百万円となりました。 

 

当第１四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 373 百万円減少し、5,515 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、280 百万円の収入（前年同期：102 百万円の収入）となりまし

た。これは主に、税金等調整前第１四半期純利益 360 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、541 百万円の支出（前年同期：198 百万円の支出）となりまし

た。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 485 百万円、投資有価証券の取得に

よる支出 329 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、113 百万円の支出（前年同期：―）となりました。これは配当

金の実施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１四半期の業績は、グループの主力事業であるメディア広告事業におきましては、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、主にモバイル広告を主軸とした

収益モデルを確立すべく事業活動を進めてまいりました。その結果、売上高、利益面に関しましても順調に推

移いたしました。また、繰延税金資産について一時差異のスケジューリングを見直した結果、当期純利益につ

きまして 100 百万円増加する見通しであります。 

以上の結果、当中間連結会計期間における連結業績予想の見通しを、別紙「平成 20 年９月期中間（連結）業

績予想の修正に関するお知らせ」の通り上方修正いたします。 

 

 
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） 

株式会社ベストリザーブにつきましては、新たに株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
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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１四半期 

連結会計期間末 

（平成19年12月31日現在） 

前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19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  5,515,170 5,946,296  5,888,711

２. 売掛金  553,886 363,694  512,621

３. 繰延税金資産  281,586 254,297  281,586

４. その他  56,738 137,453  50,214

５. 貸倒引当金  △3,437 △3,824  △3,497

流動資産合計  6,403,944 76.8 6,697,916 88.9 6,729,637 83.4

Ⅱ 固定資産   

１. 有形固定資産 ※1 55,616 0.7 42,094 0.6 40,479 0.5

２. 無形固定資産   

(１)のれん  242,260 ―  ―

(２)その他  112,342 113,979  101,712

固定資産合計  354,603 4.3 113,979 1.5 101,712 1.3

３. 投資その他の資産   

(１)投資有価証券  1,419,156 575,281  1,090,218

(２)その他  122,462 118,417  115,545

(３)貸倒引当金  △13,147 △14,323  △12,049

  投資その他の資産合計  1,528,471 18.2 679,374 9.0 1,193,715 14.8

  固定資産合計  1,938,691 23.2 835,448 11.1 1,335,907 16.6

  資産合計  8,342,636 100.0 7,533,365 100.0 8,065,544 100.0
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（単位：千円） 

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成19年12月31日現在） 

前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19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  546,606 471,197  606,700

２. 未払金  162,107 162,251  133,022

３. 未払法人税等  46,643 25,969  81,488

４. 賞与引当金  23,200 11,065  45,314

５. その他  286,280 156,524  268,197

流動負債合計  1,064,839 12.8 827,009 11.0 1,134,722 14.1

負債合計  1,064,839 12.8 827,009 11.0 1,134,722 14.1

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１. 資本金 1,410,038 16.9 1,410,038 18.7 1,410,038 17.5

２. 資本剰余金 1,316,890 15.8 1,316,890 17.5 1,316,890 16.3

３. 利益剰余金 4,976,151 59.6 3,967,014 52.7 4,750,809 58.9

４. 自己株式 △594,000 △7.1 ― ― △594,000 △7.4

株主資本合計 7,109,080 85.2 6,693,943 88.9 6,883,738 85.3

Ⅱ 新株予約権 58,182 0.7 12,412 0.1 47,083 0.6

Ⅲ 少数株主持分 110,534 1.3 ― ― ― ―

純資産合計 7,277,796 87.2 6,706,355 89.0 6,930,822 85.9

負債、純資産合計 8,342,636 100.0 7,533,365 100.0 8,065,544 100.0
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(２) 四半期連結損益計算書

（単位：千円） 

当第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 

  至 平成19年12月31日） 

前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19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   2,071,077 100.0 1,439,619 100.0  7,225,911 100.0

Ⅱ 売上原価   1,251,606 60.4 913,006 63.4  4,466,457 61.8

売上総利益   819,470 39.6 526,613 36.6  2,759,454 38.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  459,603 22.2 339,918 23.6  1,567,906 21.7

 営業利益   359,867 17.4 186,695 13.0  1,191,548 16.5

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  ― ―  280 

 ２．還付加算金  ― ―  903 

 ３．負ののれん償却額  561 561  2,244 

 ４．債務整理益  ― ―  6,441 

 ５. 受取配当金  600 ―  ― 

 ６．その他  352 1,513 0.1 284 845 0.0 805 10,675 0.1

Ⅴ 営業外費用     

１．投資事業組合等損失  3,336 11,068  18,958 

２．持分法による投資損失  ― ―  22,004 

３．和解金  ― ―  7,500 

４．その他  21 3,357 0.2 16 11,084 0.8 3,271 51,734 0.7

経常利益   358,023 17.3 176,455 12.2  1,150,489 15.9

Ⅵ 特別利益     

 １．貸倒引当金戻入益  ― 1,327  243 

 ２．投資有価証券売却益  3,065 3,065 0.1 ― 1,327 0.1 ― 243 0.0

Ⅶ 特別損失     

 １．固定資産除却損 ※2 103 103 0.0 382 382 0.0 382 382 0.0

税金等調整前第1四半期(当期)純利益   360,985 17.4 177,401 12.3  1,150,350 15.9

法人税、住民税及び事業税  41,992 22,945  125,188 

法人税等調整額  ― 41,992 2.0 ― 22,945 1.6 △32,089 93,098 1.3

少数株主損失   409 0.0 ― ―  ― ―

第１四半期(当期)純利益   319,402 15.4 154,456 10.7  1,057,251 14.6
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

   当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31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 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

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

当第１四半期連結会計期

間中の変動額 
     

剰余金の配当 ― ― △113,000 ― △113,000 ― ― △113,000

四半期純利益 ― ― 319,402 ― 319,402 ― ― 319,402

持分法適用会社減少に伴う

増加高 
― ― 18,938 ― 18,938 ― ― 18,938

株主資本以外の項目の当第

１四半期連結会計期間中の

変動額（純額） 

― ― ― ― ― 11,098 110,534 121,632

当第１四半期連結会計期

間中の変動額合計 
― ― 225,341 ― 225,341 11,098 110,534 346,974

平成19年12月31日 残高 1,410,038 1,316,890 4,976,151 △594,000 7,109,080 58,182 110,534 7,277,796

 

   前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

（単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 

新株 

予約権 
純資産合計

資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

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１四半期連結会計期間中の

変動額 
  

四半期純利益 ― ― 154,456 154,456 ― 154,456

株主資本以外の当第１四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― 9,614 9,614

当第１四半期連結会計期間中の

変動額合計 
― ― 154,456 154,456 9,614 164,071

平成18年12月31日 残高 1,410,038 1,316,890 3,967,014 6,693,943 12,412 6,706,355

 

   前連結会計年度（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

年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― 44,285 44,285

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 938,251 △594,000 344,251 44,285 388,537

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20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

 (４) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

当第１四半期 

連結会計期間 

（単位：千円）

前第１四半期 

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19年10月１日

至 平成19年12月31日）

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日）

(自 平成18年10月１日

 期   別

 

至  平成19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１四半期（当期）純利益 360,985 177,401 1,150,350

２. 減価償却費 13,989 8,900 40,427

３. のれん償却額 13,025 464 1,859

４. 貸倒引当金の増減額 △84 △1,819 △4,422

５. 賞与引当金の増減額 △26,515 △15,808 18,439

６. 受取利息及び配当金 △600 ― △280

７. 投資有価証券売却損益 △3,065 ― ―

８. 投資事業組合等損益 3,336 11,068 18,958

９. 持分法による投資損益 ― ― 22,004

10. 固定資産除売却損益 103 382 382

11. 売上債権の増減額 10,575 △68,327 △217,254

12. 未収金の増減額 ― △1,835 ―

13. 仕入債務の増減額 △60,685 13,753 154,087

14. 未払金の増減額 ― 43,033 ―

15. その他 43,723 28,415 237,546

 小計 354,788 195,629 1,422,100

16. 利息及び配当金の受取額 600 ― 280

17. 法人税等の支払額 △74,912 △92,651 △143,693

18. 法人税等の還付額 ― ― 62,174

 営業活動によるキャッシュ・フロー 280,475 102,978 1,340,861

  

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 △11,698 △3,252 △26,757

２. 無形固定資産の取得による支出 △2,968 △7,750 △17,050

３. 投資有価証券の取得による支出 △329,869 △186,350 △731,181

４. 投資有価証券の売却による収入 19,600 ― ―

５. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △485,009 ― ―

６. 子会社株式の売却による収入 268,420 ― ―

７. その他 508 △790 △5,621

 投資活動によるキャッシュ・フロー △541,016 △198,142 △780,610

   

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 △113,000 ― △119,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー △113,000 ― △713,000

   

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △373,541 △95,164 △152,749

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,888,711 6,041,460 6,041,460

5,515,170 5,946,296 5,888,711Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期(当期)期末残高 ※1
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・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１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間 前連結会計年度       期 別 

 

項 目 
（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日） 

(1) 子会社は全て連結しております。 

  連結子会社の数  ６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  

㈱ベストリザーブ 

㈱モノリス  

１．連結の範囲に関する

事項 

㈱ベストリザーブ及び㈱モノリ

スは当第１四半期連結会計期間に

おいて株式を取得したことにより

連結の範囲に加えております。 

(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 ―社 

―――――――――― 

 

  

 

 ㈱東京タウンネットは当第１四

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。 

 SBMグルメソリューションズ㈱

は当第１四半期連結会計期間にお

いて議決権比率が低下したことに

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 １社 

持分法適用の関連会社の名称 

㈱東京タウンネット 

 

 

㈱東京タウンネットは当第１四

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 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) 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 

(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 

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㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

 

      期 別 

項 目 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日） 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

―――――――――― 
(3) 重要な繰延資産の処理方法 

―――――――――― 
 

(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) 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１四半期連

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㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・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１四半期連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 

 至 平成19年12月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日） 

―――――――――― ―――――――――― （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。 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

表示方法の変更

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日） 

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表） 

１．のれんは、金額的重要性に鑑み、区分掲記しております。なお、前第

１四半期連結会計期間の無形固定資産の「その他」に含まれるのれんは5,4

60千円であります。 

１．投資有価証券は、前第１四半期連結会計期間において固定資産の投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

に鑑み、区分掲記しております。なお、前第１四半期連結会計期間の投資

その他の資産の「その他」に含まれる投資有価証券は45,745千円でありま

す。 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

―――――――――― １．中間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。 

（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「未収金の増減額」および「未

払金の増減額」は、前第１四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」に含めて表示することとしま

した。なお、当第１四半期連結会計期間の「その他」に含まれる未収金の

増減額は△4,302千円、未払金の増減額は7,967千円であります。 

 

１．          ―――――――――― 

 ２．中間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。 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

追加情報

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 

 至 平成19年12月31日） 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日） 

平成19年度の法人税改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

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。 

―――――――――― ―――――――――― 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

 

注 記 事 項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31日現在） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

前連結会計年度末 

（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 

 

 
142,069千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 

 
94,883千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 

 
106,894千円

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 （自 平成18年10月１日 （自 平成18年10月１日 

至 平成19年12月31日） 至 平成18年12月31日）   至 平成19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 163,277千円 

役員報酬 18,582千円 

販売手数料 59,600千円 

支払手数料 66,151千円 

賞与引当金繰入額 21,232千円 

※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 130,862千円

役員報酬 12,527千円

販売手数料 48,430千円

支払手数料 48,105千円

賞与引当金繰入額 11,065千円

※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 601,300千円

役員報酬 77,551千円

販売手数料 207,124千円

支払手数料 187,000千円

賞与引当金繰入額 45,314千円

※ 2 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 103千円 

※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 382千円

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31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） 

当第１四半期連結会計期間

増加株式数（株） 

当第１四半期連結会計期間 

減少株式数（株） 

当第１四半期連結会計期間末

株式数（株） 

発行済株式     

  普通株式 23,800 ― ― 23,800

    合計 23,800 ― ― 23,800

自己株式     

  普通株式 1,200 ― ― 1,200

合計 1,200 ― ― 1,200

 

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 

当第１四半期 

連結会計期間 

増加 

当第１四半期 

連結会計期間 

減少 

当第１四半期 

連結会計期間末 

当第１四半期

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 
― 36,372 7,874 ― ― 44,246

 
平成18年12月 

ストックオプション 
― 10,711 3,223 ― ― 13,935

合計 47,083 11,098 ― ― 58,182

 

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11月15日 

取締役会 
普通株式 113 5,000 平成19年９月30日 平成19年12月21日 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

前第１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成18年12月31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） 

当第１四半期連結会計期間

増加株式数（株） 

当第１四半期連結会計期間 

減少株式数（株） 

当第１四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

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 

当第１四半期

連結会計期間

増加 

当第１四半期

連結会計期間

減少 

当第１四半期 

連結会計期間 

末 

当第１四半期連

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 
― ― ― ― ― 11,172

 
平成18年12月 

ストックオプション 
― ― ― ― ― 1,240

合計 ― ― ― ― 12,412

 

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
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

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 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 

  至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日） 

（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第１四半期末残高と

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12月31日現在） 

※1 現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

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12月31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19年９月30日現在）

 現金及び現金同等物 

現金及び預金勘定 5,515,170千円 

5,515,170千円  

現金及び預金勘定 5,946,296千円

現金及び現金同等物 5,946,296千円  

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

   

 

（リ ー ス 取 引 関 係） 

当第１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 

  至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

   至 平成18年12月31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 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 

当第１四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12月31日現在） 

前第１四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12月31日現在） 

前連結会計年度末 

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 1,041,451千円 186,350千円  709,177千円

（2）投資事業有限責任組合への出資 377,705千円 388,931千円  381,041千円

合計 1,419,156千円 575,281千円  1,090,218千円

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日）、前第１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成18年1

2月31日）及び前連結会計年度（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。 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（ストック・オプション等関係） 
当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

  １．当第１四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         11,098千円 

  ２．当第１四半期連結会計期間において付与したストック・オプションの内容 

  該当事項はありません。 

 

前第１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成18年12月31日） 

  １．当第１四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         9,614千円 

  ２．当第１四半期連結会計期間において付与したストック・オプションの内容 

  当第１四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） 1,039,617

付与日における公正な評価単価（円） 421,516

（注）１ 株式数に換算しております。 

 

前連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

１．当連結会計年度において付与したストック・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 

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数 当社取締役 ３名 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  240株 （注）１．２ 普通株式  120株 （注）１．２ 

付与日 平成18年８月28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。 

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 ２年間 

（自 平成18年８月28日 （自 平成18年12月13日 対象勤務期間 

 至 平成20年８月27日）  至 平成20年12月12日） 

権利確定後３年以内 権利確定後３年以内 

（自 平成20年８月28日 （自 平成20年12月13日 権利行使期間 

 至 平成23年８月27日）  至 平成23年12月12日） 

（注）１．株式数に換算しております。 

２．平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株に分割いたしました。 

ストック・オプション数は分割前の株式数で記載しております。 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（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 

平成18年12月 

ストックオプション 

権利確定前    （株）   

前連結会計年度末 240 ― 

付与 ― 120 

分割による増加 （注） 240 120 

失効 ― 34 

権利確定 ― ― 

未確定残 480 206 

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 ― ― 

（注）平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株に分割いたしました。 

権利株式数は分割後の株式数で記載しております。 

 

②単価情報 

 平成18年８月 

ストックオプション 

平成18年12月 

ストックオプション 

権利行使価格     （円） 535,185 519,809 

行使時平均株価    （円） ― ― 

公正な評価単価（付与日）（円） 239,773 210,758 

（注）平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株に分割いたしました。 

権利株式数は分割後の株式数で記載しております。 

 

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12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12月 

ストックオプション 

（注）１ 

株価変動性 （注）２ 62.96％ 

予想残存期間 （注）３ 2.50～4.50年間 

予想配当 （注）４ ０円／株 

無リスク利子率 （注）５ 0.840～1.115％ 

（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   44,285千円 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・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１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

（単位：千円） 

 メディア広告事業 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 1,860,250 158,740 52,087 2,071,077 ― 2,071,077

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 1,860,250 158,740 52,087 2,071,077 ― 2,071,077

営業費用 1,600,330 53,230 21,853 1,675,414 35,795 1,711,210

営業利益(又は営業損失) 259,919 105,510 30,233 395,663 (35,795) 359,867

（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 通信サービスの加入取次ぎ業務等 

     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（90,616千円）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１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成18年12月31日） 

（単位：千円） 

 メディア広告事業 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 1,263,469 175,968 181 1,439,619 ― 1,439,619

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 1,263,469 175,968 181 1,439,619 ― 1,439,619

営業費用 1,165,999 56,625 55 1,222,679 30,244 1,252,924

営業利益(又は営業損失) 97,470 119,343 126 216,940 (30,244) 186,695

（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（63,139千円）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㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

前連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

（単位：千円） 

 メディア広告事業 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 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

（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 通信サービスの加入取次ぎ業務等 

     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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日）、前第１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成18

年12月31日）及び前連結会計年度（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】 

当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日）、前第１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成18年12月

31日）及び前連結会計年度（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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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（１ 株 当 た り 情 報） 

 当第１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

 （自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

（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 314,561円 08銭 562,516円 25銭 304,590円 21銭 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額 14,132円 87銭 12,979円 52銭 45,253円 25銭 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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１四半期 

連結会計期間 

１株当たり純資産額 

281,258円13銭

１株当たり 

第１四半期純利益 

6,489円76銭

潜在株式調整後 

１株当たり 

第１四半期純利益 

―

―――――― 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株当たり第１四半期（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株当たり第１四半期（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株当たり第１四半期（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１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

 （自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日） 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額  

第１四半期（当期）純利益   (千円) 319,402 154,456  1,057,251

普通株主に帰属しない金額  （千円） ― ―  ―

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益

（千円） 
319,402 154,456  1,057,251

期中平均株式数        （株） 22,600 11,900  23,363

  

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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株当たり第１四半期（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343個） 

新株予約権２種類（新株予約権の

個数360個） 

新株予約権２種類（新株予約権の

個数343個） 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（重 要 な 後 発 事 象） 

当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

前第１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日 至平成18年12月31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 

（６） 当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当第１四半期連結会計期間における１株当たり情報及び前期首に行われた

と仮定した場合の前第１四半期連結会計期間及び前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。 

 
当第１四半期 

連結会計期間 

前第１四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度 

1株当たり純資産額 281,258円 12銭 246,039円 40銭 274,768円 36銭 

1株当たり当期純利益金額 6,489円 76銭 8,485円 25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 ―  ―  ―  
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

前連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

１．株式会社ベストリザーブの株式取得について 

当社は、平成19年11月30日開催の取締役会において、株式会社ベストリザーブの発行済株式の全株を取得し、子会社化することを決議

し、同社の親会社である株式会社ライブドアホールディングスと株式譲渡契約を締結することで合意いたしました。 

（１）株式取得の目的 

株式会社ベストリザーブは、会員数49万人、加盟する宿泊施設数は全国4,800件を誇るインターネット宿泊予約サイト「ベストリザーブ」

を運営しています。当社は、既に平成17年12月から同社と提携関係にありますが、この度、より強固な関係を築き、「ベストリザーブ」

の利用者数及び宿泊予約件数の更なる増加を目指すため、完全子会社として当社グループの傘下に収めることといたしました。 

株式会社ベストリザーブの強みは、クライアントである宿泊施設と良好な関係を築いていること、及びユーザビリティの高いインターフ

ェイスを備えている点であります。宿泊サイトにおいて、予約数を飛躍的に伸ばすためには、当該サービスを集中力のあるサイトと如何

に結びつけるかが鍵となりますが、当社はPC・モバイル双方において数多くの有力メディアをパートナーに持っており、マッチングの実

現可能性は非常に高いとみております。 

また、当社グループが有する販売チャネルを有効に使い、クライアント数及び客室在庫数の拡大に努めることで、宿泊予約数の大幅な増

加が見込めるなど、両者にとって大きなシナジーが期待できます。 

（２）株式取得の相手会社の名称    株式会社ライブドアホールディングス 

（３）買収する会社の概要 

    商号             株式会社ベストリザーブ 

    事業内容           インターネット宿泊予約サイト「ベストリザーブ」の運営 

    資本金            351百万（平成19年３月31日現在） 

（４）株式取得の時期         平成19年12月14日 

（５）株式取得の概要 

    取得株式数          1,840株 

    取得価額           671,051,118円 

    取得後の株主構成       ｅ-まちタウン株式会社  100.00％ 

 

（その他） 

該当事項はありません。 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

６. 四半期財務諸表 

(１) 四半期貸借対照表

（単位：千円） 

当第１四半期会計期間末 

（平成19年12月31日現在） 

前第１四半期会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19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  2,587,538 4,082,952  3,406,704

２. 売掛金  129,143 43,249  108,092

３. 繰延税金資産  245,275 210,078  245,275

４. 未収入金  511,794 ―  312,402

５. その他  5,982 409,948  10,028

６. 貸倒引当金  △1,833 △1,824  △1,892

  流動資産合計  3,477,899 58.8 4,744,403 79.8 4,080,608 70.2

Ⅱ 固定資産   

１. 有形固定資産 ※1 26,330 0.4 27,324 0.5 28,996 0.5

２. 無形固定資産  5,951 0.1 7,420 0.1 6,144 0.1

３. 投資その他の資産   

  (１)投資有価証券  1,419,156 575,281  803,123

  (２)関係会社株式  975,855 573,225  882,325

  (３)その他  8,667 15,097  10,275

  投資その他の資産合計  2,403,680 40.7 1,163,603 19.6 1,695,723 29.2

  固定資産合計  2,435,962 41.2 1,198,349 20.2 1,730,865 29.8

  資産合計  5,913,862 100.0 5,942,753 100.0 5,811,474 100.0
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（単位：千円） 

当第１四半期会計期間末 

（平成19年12月31日現在） 

前第１四半期会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19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  31,892 39,306  32,555

２. 未払金  131,228 122,225  108,758

３. 未払法人税等  3,130 2,638  7,758

４. 賞与引当金  7,114 4,359  9,686

５. その他 ※2 96,598 17,963  68,472

  流動負債合計  269,964 4.6 186,493 3.1 227,232 3.9

  負債合計  269,964 4.6 186,493 3.1 227,232 3.9

   

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本   

１. 資本金 1,410,038 23.8 1,410,038 23.7 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 22.3 1,316,890 22.2 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 3,452,786 3,016,918  3,404,228

   利益剰余金合計 3,452,786 58.4 3,016,918 50.8 3,404,228 58.6

４. 自己株式 △594,000 △10.0 ― ― △594,000 △10.2

  株主資本合計 5,585,715 94.5 5,743,847 96.7 5,537,157 95.3

Ⅱ 新株予約権 58,182 0.9 12,412 0.2 47,083 0.8

  純資産合計 5,643,897 95.4 5,756,259 96.9 5,584,241 96.1

  負債純資産合計 5,913,862 100.0 5,942,753 100.0 5,811,474 100.0
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（２）四半期損益計算書

（単位：千円） 

当第１四半期会計期間 前第１四半期会計期間 
前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日）

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成19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  315,807 100.0 220,288 100.0 1,190,513 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 76,428 24.2 83,393 37.9 330,339 27.7

売上総利益  239,379 75.8 136,895 62.1 860,173 72.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 166,475 52.7 124,142 56.4 567,264 47.7

 営業利益  72,904 23.1 12,752 5.7 292,909 24.6

Ⅳ 営業外収益 ※2 891 0.3 87 0.1 1,277 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※3 3,349 1.1 11,068 5.0 29,615 2.5

経常利益  70,446 22.3 1,771 0.8 264,572 22.2

Ⅵ 特別利益 ※4 ― ― 1,327 0.6 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※5 ― ― 382 0.2 382 0.0

税引前第１四半期(当期)純利益  70,446 22.3 2,716 1.2 264,190 22.2

法人税、住民税及び事業税  △91,111 △28.9 △49,822 △22.7 △259,463 △21.7

法人税等調整額  ―  ― ― ― △35,196 △3.0

第１四半期(当期)純利益  161,558 51.2 52,539 23.9 558,850 46.9
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（３）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31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

当第１四半期会計期間中の

変動額 
  

剰余金の配当 ― ― △113,000 ― △113,000 ― △113,000

四半期純利益 ― ― 161,558 ― 161,558 ― 161,558

株主資本以外の当第１四半期

会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― 11,098 11,098

当第１四半期会計期間中の

変動額合計 
― ― 48,558 ― 48,558 11,098 59,656

平成19年12月31日 残高 1,410,038 1,316,890 3,452,786 △594,000 5,585,715 58,182 5,643,897

 

前第１四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31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１四半期会計期間中の

変動額 
  

四半期純利益 ― ― 52,539 52,539 ― 52,539

株主資本以外の当第１四半期

会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― 9,614 9,614

当第１四半期会計期間中の

変動額合計 
― ― 52,539 52,539 9,614 62,154

平成18年12月31日 残高 1,410,038 1,316,890 3,016,918 5,743,847 12,412 5,756,259
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

前事業年度（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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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・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１四半期会計期間 前第１四半期会計期間 前事業年度   期 別 

 

項  目     

（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19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 

 

その他有価証券 

時価のないもの 

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 

同    左 

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

同    左 

投資事業有限責任組合等への出資

同    左 

(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１四半期会計期間

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㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・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１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日） 

―――――――――― ―――――――――― （減価償却方法の変更） 

  当事業年度より、平成19年度法人税改正に伴

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

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

１．「未収入金」は、金額的重要性に鑑み、区分掲記しております。なお、

前第１四半期会計期間の流動資産の「その他」に含まれる未収入金は400,5

15千円であります。 

―――――――――― 

 

追加情報

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日） 

平成19年度の法人税改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

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。 

―――――――――― ―――――――――― 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

 注 記 事 項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 

（平成19年12月31日現在） 

前第１四半期会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

前事業年度末 

（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 

 74,093千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 62,703千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

 

 
71,427千円

※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１四半期会計期間 前第１四半期会計期間 前事業年度 

（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日） 

※1 減価償却実施額 

 

有形固定資産 2,666千円 

無形固定資産 433千円 

※1 減価償却実施額 

有形固定資産 970千円

無形固定資産 425千円

※1 減価償却実施額 

有形固定資産 9,837千円

無形固定資産 1,701千円

※2 営業外収益の主要項目 

 

受取配当金 

雑収入 

600千円 

291千円 

※2 営業外収益の主要項目 

雑収入 87千円

※2 営業外収益の主要項目 

還付加算金 

受取利息 

706千円

269千円

※ 3 営業外費用の主要項目 

投資事業組合等損失 3,336千円 

※3 営業外費用の主要項目 

 

投資事業組合等損失 11,068千円

※3 営業外費用の主要項目 

 

投資事業組合等損失 

和解金 

18,958千円

7,500千円

―――――――――― 

 

※4 特別利益の主要項目 

 

貸倒引当金戻入益 1,327千円

―――――――――― 

―――――――――― ※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 382千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31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） 

当第１四半期会計期間 

増加株式数（株） 

当第１四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当第１四半期会計期間末 

株式数（株） 

普通株式 1,200 ― ― 1,200

合計 1,200 ― ― 1,200

 

前第１四半期会計期間（自平成18年10月１日 至平成18年12月31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（注） ― 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） 

当第１四半期会計期間 前第１四半期会計期間 前事業年度 

（自 平成19年10月１日 

 至 平成19年12月31日） 
（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31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 同    左 
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e-まちタウン㈱（4747） 平成20年９月期 第１四半期財務・業績の概況  

（１ 株 当 た り 情 報） 

 当第１四半期会計期間 前第１四半期会計期間 前事業年度 

 （自 平成19年10月１日 

 至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日） 

（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 247,155円 57銭 482,676円 25銭 245,006円 98銭 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額 7,148円 59銭 4,415円 12銭 23,920円 31銭 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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１四半期会計期間 

１株当たり純資産額 

241,338円12銭

１株当たり 

第１四半期純利益 

2,207円56銭

潜在株式調整後 

１株当たり 

第１四半期純利益 

―

 

―――――――――― 

 

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 

第１四半期純利益 

―

（注） １．１株当たり第１四半期（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株当たり第１四半期（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株当たり第１四半期（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１四半期会計期間 前第１四半期会計期間 前事業年度 

 （自 平成19年10月１日 

 至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日） 

（自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日） 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額  

第１四半期（当期）純利益    (千円) 161,558 52,539  558,850

普通株主に帰属しない金額    (千円) ― ―  ―

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益

（千円） 
161,558 52,539  558,850

期中平均株式数         （株） 22,600 11,900  23,363

  

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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株当たり第１四半期（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343個） 

新株予約権２種類（新株予約権の

個数360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） 

当第１四半期会計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

    該当事項はありません。 

 

前第１四半期会計期間（自平成18年10月１日 至平成18年12月31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 

（６） 当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当第１四半期会計期間における１株当たり情報及び前期首に行われたと仮

定した場合の前第１四半期会計期間及び前会計年度における１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

 
当第１四半期 

会計期間 

前第１四半期 
前事業年度 

会計期間 

12銭 69銭 239,130円 57銭 1株当たり純資産額 241,338円 224,220円

56銭 85銭 30,095円 73銭 1株当たり当期純利益金額 2,207円 15,185円

―  ―  ―  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 
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前事業年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

１．株式会社ベストリザーブの株式取得について 

当社は、平成19年11月30日開催の取締役会において、株式会社ベストリザーブの発行済株式の全株を取得し、子会社化することを決議

し、同社の親会社である株式会社ライブドアホールディングスと株式譲渡契約を締結することで合意いたしました。 

（１）株式取得の目的 

株式会社ベストリザーブは、会員数49万人、加盟する宿泊施設数は全国4,800件を誇るインターネット宿泊予約サイト「ベストリザーブ」

を運営しています。当社は、既に平成17年12月から同社と提携関係にありますが、この度、より強固な関係を築き、「ベストリザーブ」

の利用者数及び宿泊予約件数の更なる増加を目指すため、完全子会社として当社グループの傘下に収めることといたしました。 

株式会社ベストリザーブの強みは、クライアントである宿泊施設と良好な関係を築いていること、及びユーザビリティの高いインターフ

ェイスを備えている点であります。宿泊サイトにおいて、予約数を飛躍的に伸ばすためには、当該サービスを集中力のあるサイトと如何

に結びつけるかが鍵となりますが、当社はPC・モバイル双方において数多くの有力メディアをパートナーに持っており、マッチングの実

現可能性は非常に高いとみております。 

また、当社グループが有する販売チャネルを有効に使い、クライアント数及び客室在庫数の拡大に努めることで、宿泊予約数の大幅な増

加が見込めるなど、両者にとって大きなシナジーが期待できます。 

（２）株式取得の相手会社の名称    株式会社ライブドアホールディングス 

（３）買収する会社の概要 

    商号             株式会社ベストリザーブ 

    事業内容           インターネット宿泊予約サイト「ベストリザーブ」の運営 

    資本金            351百万（平成19年３月31日現在） 

（４）株式取得の時期         平成19年12月14日 

（５）株式取得の概要 

    取得株式数          1,840株 

    取得価額           671,051,118円 

    取得後の株主構成       ｅ-まちタウン株式会社  100.00％ 
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