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（2007年10月～2008年6月）

連 結 決 算 説 明 資 料

ｅ-まちタウン株式会社
東証マザーズ4747
2008年8月6日

http://www.emachi.co.jp/
弊社サイトへはこちらから（PC・モバイル）
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決算説明ハイライト

売上高　
営業利益
純利益

6,147 百万円（前年同期比＋19.2％ ）

　790 百万円（前年同期比▲ 6.9％ ）

633 百万円（前年同期比▲12.2％ ）

取扱メディア 2,287件（第2四半期比 10.7％増）

02 連結業績概要

連結業績１．

モバイルメディア
広告事業

２．

主なトピック３．

取扱クライアント 1,763件（第2四半期比 17.1％増）

・モバイル広告取扱高は堅調に推移
　クライアント数、メディア数ともに拡大
・人員の増加、本社移転費用、内部統制構築費用など販
　売管理費が増加したものの、計画通りの推移



連結業績概要

第 3 四 半 期
連 結 業 績 概 要

03 連結業績概要



２００８年９月期第３四半期　連結業績サマリー

04 連結業績概要

（単位：百万円）

[ 06/10～07/6 ]

2007年9月期
第3四半期

[ 07/10～08/6 ]

2008年9月期
第3四半期 増減 増減率

売上高 5,156 6,147 +991 19.2％

売上総利益 1,957 2,324 +367 18.7％

営業利益 849 790 ▲ 59 ▲ 6.9％

経常利益 813 783 ▲ 30 ▲ 3.6％

税引前当期純利益 813 773 ▲ 40 ▲ 4.9％

当期純利益 721 633 ▲ 88 ▲ 12.2％

売上高、売上総利益は前年同期と比較し増加しました。
人員の増加、本社移転費用、内部統制構築費用などにより販売管理費が増加しました。



連結売上高・営業利益（四半期）

05 連結業績概要



第3四半期連結貸借対照表の概要

06 連結業績概要

2007年
9月末

2008年
3月末

2008年
6月末

流動資産 6,729 6,537 6,594

　現金及び預金 5,888 5,732 5,693

　売掛金　 512 496 562

　繰延税金資産（流動） 281 103 103

　その他の流動資産 50 209 230

　貸倒引当金（流動） ▲3 ▲ 3 ▲4

固定資産 1,335 2,083 2,052

　有形固定資産 40 103 95

　のれん - 229 216

　その他の無形固定資産 101 99 92

　投資その他の資産 1,193 1,650 1,647

総資産 8,065 8,621 8,637

2007年
9月末

2008年
3月末

2008年
6月末

流動負債 1,134 1,225 1,165

　買掛金 606 574 641

　未払金 133 283 220

　賞与引当金 45 59 24

　その他の流動負債 268 308 279

負債合計 1,134 1,225 1,165

株主資本 6,883 7,228 7,309

新株予約権 47 67 81

少数株主持分 - 99 92

純資産合計 6,930 7,395 7,471

負債・純資産合計 8,065 8,621 8,637

健全な財務体質を維持　　自己資本比率　84.5%

( 単位：百万円 )



第3四半期　連結キャッシュフロー概要

07 連結業績概要

（単位：百万円）
　※　金額:百万円未満切り捨て

2008年9月期
第1四半期

(07年10月～07年12月)

2008年9月期
第2四半期

(08年1月～08年3月)

2008年9月期
第3四半期

(08年4月～08年6月)

2008年9月期
第3四半期累計

（07年10月～08年6月） （主な項目）

営業活動によるCF 280 219 155 654

▲623

▲226

31

▲194

現金及び現金同等物の
期首残高 5,888 5,515 5,732 5,888

5,693

投資活動によるCF ▲541 ▲1 ▲81

税金等調整前当期純利益773、法人
税の支払額▲310、未払金・買掛金
の増加99

投資有価証券の取得△347、子会社
株式の取得▲485、固定資産の取得
▲79

配当金の支払▲226財務活動によるCF ▲113 - ▲113

フリーキャッシュフロー ▲261 218 74

現金及び現金同等物の
増減額 ▲373 217 ▲39

現金及び現金同等物の
期末残高 5,515 5,732 5,693

　

第1四半期に投資CFが先行、第2四半期、第3四半期では営業CF増加により
フリーキャッシュフロー改善



販売管理費の推移（四半期の推移）

08 連結業績概要

※固定費：地代家賃、減価償却費など。変動費：通信費、旅費交通費、支払手数料、販売手数料など。その他：上場維持費用など。



セグメント別概況

セ グ メ ン ト 別 概 況

09 連結業績概要



メディア広告事業－モバイル

10 連結業績概要



セグメント別売上高（メディア広告事業－モバイル）
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2008年9月期 第3四半期 4,512百万円 （前年同期比122.9％）
2007年9月期 第3四半期 3,670百万円

・取扱クライアント数、広告取扱高ともに
　堅調に推移
・業種では宿泊施設や、着うたなどのコンテ
　ンツプロバイダ、CGM系サイトなどが増加
　

取扱クライアント数NO.1

1,763社
モバイル広告月間取扱高NO.1

約5億円

・取扱メディア数は堅調に推移
・一般サイトを中心に、幅広いカテゴリの
　メディア取扱

モバイルメディア取扱数
2,287媒体
取扱想定PV

月間約300億PV

連結業績概要

http://www.fiveany.co.jp/index.html


メディア広告事業－ＰＣ・その他

12 連結業績概要



セグメント別売上高（メディア広告事業－PC・その他）
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2008年9月期 第3四半期 1,002百万円 （前年同期比102.8％）
2007年9月期 第3四半期 974百万円

・新たに6つのタウンサイトをオープン
・2008年7月にサーバー機器、回線の
　増強を行い、快適にご利用いただける
　ようになりました

会員数約15万人
全国に299タウン

・Yahoo! JAPANとのシステム連携に向け、
　セキュリティレベルの強化を実施中

会員数 約52万人
加盟宿泊施設
全国 5,339軒

・モバイル広告以外にも、検索連動広告や
　アフィリエイト広告など取扱

連結業績概要

多数の取扱クライアントと
メディアネットワークを保有

※（2008年6月末現在）

http://www.fiveany.co.jp/index.html


サーバー事業・その他事業

14 連結業績概要

150



セグメント別売上高（サーバー事業、その他事業）
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2008年9月期 第3四半期 470百万円 （前年同期比90.6％）
2007年9月期 第3四半期 519百万円

・顧客数は漸減しているものの、新サービス導入により
　顧客あたりの単価は上昇

2008年9月期 第3四半期 164百万円 （前年同期比820％）
2007年9月期 第3四半期 2百万円

・法人向けに携帯電話を販売

【サーバー事業】

【その他事業】

連結業績概要

法人向け携帯電話



セグメント別売上高（四半期の推移）

16 連結業績概要



業績予想（2008年9月期）

通期計画 第3四半期実績

売上高 8,000 6,147 76.8%

営業利益 1,200 790 65.8%

経常利益 1,150 783 68.0%

750 633当期純利益

進捗率

84.4%

17 連結業績概要

平成19年11月15日に公表しております通期業績予想に変更はありません。

( 単位：百万円 )



ビジョン・戦略

ビジョン・戦略

ビジョン・戦略18



ビジョン

No.1
モバイルインターネット

カンパニーへ

19 ビジョン・戦略



日本のモバイルインターネット広告相関図（いま）

日本国内モバイル広告マーケット　556億円（2007年度）

20

日本国内モバイル広告マーケット　556億円（2007年度）

出所：㈱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

ビジョン・戦略

インターネットなどを活用して
消費者が内容を生成していく
メディア。クチコミサイト、Q&A
コミュニティ、ソーシャルネット
ワーキングサービス(SNS)、
ブログサイトなどがこれにあたる。

CGMとは･･･

（SNS系）

（ブログ系）



日本国内モバイル広告マーケット　1,283億円（2012年度）日本国内モバイル広告マーケット　1,283億円（2012年度）

日本のモバイルインターネット広告相関図（これから）
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出所：㈱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

ビジョン・戦略

（SNS系）

（ブログ系）



22 ビジョン・戦略

業界内でのシェア拡大



23 ビジョン・戦略

1. 業種特化

2. 最先端技術特化

3. 自社メディア強化

事業戦略
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事業戦略

ビジョン・戦略

業種特化

飲食業へ特化 宿泊業へ特化 健康、音楽コンテンツ

中国最大手モバイル検
索エンジン

サイト数NO.1の
地域ポータルサイト

最先端技術特化
中国有数の動画
コミュニティサイト

健康・音楽等の
分野での優れた企画力

と音響技術

自社メディア強化

自社で保有、投資、提携などにより
全ての経営資源をインターネットメディア広告事業の強化へ

日本でも有力なモバイル検索エンジンの1つ



業種特化（飲食業）SBMグルメソリューション
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ソフトバンク携帯向けの、全国の飲食店情報検索サイトソフトバンク携帯向けの、全国の飲食店情報検索サイト

e-まちタウンサイトでも
飲食店情報の提供開始

→日本全国28,317件
（2008年7月末現在）

携帯大手3キャリア対応
→より多くのお客様へ
お店情報をアピール

集客キャンペーンなどを
即座に店舗側で反映できる

SBMグルメは、飲食マーケット70万店舗のうち
高級店、団体、少人数、大衆向けの幅広い
領域を獲得ターゲットとしています｡

少
人
数
向
け

宴
会
･団
体
向
け

高級店

大衆向け

飲食業界各社と提携し、
収益機会を増やす

飲食マーケット70万店舗

マーケットの中のポジショニング

ビジョン・戦略

お店情報はソフトバンク携帯
からいつでも修正可能

これからも新サービス
続々展開の予定

http://sbmgs.co.jp/index.html


業種特化（旅行業）ベストリザーブ

26

「最安値保証 パワーホテル」

『パワーホテル』はベストリザーブ独自のビジネスモデルとして、
宿泊施設と販売契約を結び、上質な宿泊施設を国内のどの販売チャ
ネルよりも低価格で提供することを実現しています。

予約は即時予約、お支払いはクレジット決済ですので、大切なお客
様用のご予約にも最適です。

■パワーホテル加盟施設（順不同）

ホテルパシフィック東京 　
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
ホテルメトロポリタン

山の上ホテル
シェラトン都ホテル東京
　　　　　　　　　 他

・

・

会員数約52万人、加盟宿泊施設数 全国に5,339会員数約52万人、加盟宿泊施設数 全国に5,339

2007年12月にYahoo! JAPAN、ベストリザーブとの間で業務･資本提携。

ヤフーが提供する「Yahoo!トラベル」等でサービス提供予定。
ソフトバンクからも、モバイル展開でのシナジーを見込み、一部出資を受ける。

インターネット宿泊予約サイト

ビジョン・戦略



業種特化（健康・音楽）ユードー

27

健康に加え、音楽事業を本格展開開始健康に加え、音楽事業を本格展開開始

任天堂 Ｗｉｉ(R)向けギターゲームを発表

Wiiコントローラの簡単操作によりリアルなギター演奏感覚が味わえる
ユードーが新たな楽曲を追加コンテンツ（別途追加Wiiポイントが必要）
として順次配信予定。
ユーザーはこれを購入することで常に最新の楽曲に触れることができ、
長く遊び続けることが可能となります。

ローランドV ドラム・ライトHD-1 へ
健康を意識したドラム練習ソフトウェアを提供

ドラム・トレーニングアプリケーションは「エクササイズガイド」を
もとに、ドラム演奏の身体活動量から消費カロリーを算出。
トレーニング画面上に自分がどれだけ運動し、何カロリー分の消費を
したのか表示されます。ドラム演奏がエクササイズの一環として、
音楽から健康の意識を高めます。

健康検定モバイル

『携帯公式サイトカラダ・健康検定（以後、健康検定モバイル）』は、
健康的な生活と美しい体型を追求・維持するための正しい知識を
「健康クイズ」を通して提供する健康管理サイトです。
大手3キャリアの公式コンテンツとして、2008年3月から
月額200円（税抜）で提供を開始しました。

ビジョン・戦略



インターネット活用セミナー

28

船井総合研究所講師を招き、業種別セミナーを開催船井総合研究所講師を招き、業種別セミナーを開催

幼稚園 介護業界

2007年9月スタート。現在までに20回開催。（おおよそ1ヶ月に2回）

参加者は約250名。セミナーからの成約率は約２０％。

個人情報保護法の施行により、
園児募集に必要な未就園児の
名簿がまったく手に入らない。

人手不足により介護業界で働く人が
圧倒的に不足している。一方、介護に
携わりたいという志を持つ若者も多い
　　　　　　　　→ミスマッチが発生

インターネット（携帯ホームページ）で課題解決

現在好評開催中。詳細はセミナーで

ビジョン・戦略



地域ポータル事業（自社メディア強化）

29

グループシナジーを活用して地域ポータル事業No.1へグループシナジーを活用して地域ポータル事業No.1へ

会員数　 15万人
月間PV　 3,500万PV モバイル 715万PV

タウン数　299タウン
新たに　滋賀県タウン、大阪府タウン、
北海道タウン、埼玉県タウン（2008.6）を運営開始

機器の増強によりPC、モバイルともに快適にご利用いただけるようになりました。
今後も利用者の皆様にご満足いただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。
機器の増強によりPC、モバイルともに快適にご利用いただけるようになりました。
今後も利用者の皆様にご満足いただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。

サーバー機器、回線の増強を実施（2008.7）

サーバースペック：従来比4倍
回線：従来比5倍の増強

ビジョン・戦略

（中間期から4タウン増加）
（中間期比19％増）

※全て2008年6月末現在



会員属性

30 ビジョン・戦略

男性：女性＝52.2：47.8

会社員が最も多く、
2番目に専業主婦が多い

東京都が約34％、
続いて関東が約17％

30歳代、40歳代が約70%

既婚（子供あり）が
最も多く38.6％

会員登録時のデータ会員登録時のデータ

アンケートの回答者のデータ ※ 2008年7月に会員に対してアンケートを実施。有効回答数は1,045名。アンケートの回答者のデータ

（※関東：東京除く）



参考資料31

参 考 資 料 ①
（会社 概 要）



参考資料32

会社概要

沿革

10月

3月

2月

3月

9月

12月

1月

9月

2月

10月

5月 ソフトバンク、光通信とのＪＶ
ＳＢＭグルメソリューション設立

2007年

11月

1995年
ホスティングサービス（デスクウィング）の
提供を行うことを目的として、株式会社クレ
イフィッシュ設立

2000年 東証マザーズ上場

2003年 ソフトウェアの企画及び販売事業の開始

ソフトウェア事業の撤退

2006年 メディア広告事業を主力事業とし、
商号を「e-まちタウン株式会社」に変更

YichaOnlineとのＪＶ　YichaJapan設立

広告メディアの販売事業の開始

ハードウェアの販売事業の開始

2004年 インターネット広告会社の2社を子会社化

2005年 ハードウェア事業の撤退

株式会社ベストリザーブを子会社化

ファーストチャージ・ファイブエニー代表取締役
SBMグルメソリューション 社外取締役
モバイルバリュージャパン　社外取締役

Yicha 社外取締役　ユードー社外取締役

玉村 剛史取締役会長

島村 正顕代表取締役社長
兼最高経営責任者（CEO）

役員構成

2000年3月10日上場

1995年10月16日設立

東京都豊島区南池袋3-13-5本社

e-まちタウン株式会社社名

167名（Grp全体/2008年3月末）従業員数

14億1,000万円（2008年6月末）資本金

　眞下 弘和取締役

大川 昭徳取締役
兼最高執行責任者（COO）

会社概要



業績推移

参考資料33
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e-まちタウングループ構成

地域ポータル事業

モバイルメディア広告事業

インターネット宿泊予約サイト
Yahoo! JAPANとの間で業務･資本提携

中国への戦略投資

モバイルメディアソリューション事業

音楽、健康をテーマにした
コンテンツ事業

事業投資先
3.5G・4Gへ向けた取り組み

事
業
投
資

連
　
結

参考資料



35 参考資料

参 考 資 料 ②
（当社 グ ル ー プ の 収 益 モ デ ル）



当社グループの収益モデル

参考資料36

マネタイズ
の提案

最も斬新な
独自性を持つ
広告提供

広告料の支払

広告の閲覧

最も高い
顧客満足度

最も高い
広告効果

ユ
ー
ザ
ー

広
告
代
理
店
　
　

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
広
告
主
）

モ
バ
イ
ル
メ
デ
ィ
ア

広告枠の
提供

他社メディア

付加価値の提供＝メディア価値の極大化 取扱メディア数の増加＝広告枠の増加
クライアント数の増加＝広告費の増加

全国299
タウンサイト

検索技術

ソフトバンクと
の合弁

会員数約52万人

取扱メディア数
№1

メディア価値
極大化



モバイルメディア事業
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モバイルメディア事業

事業のポジション 事業の強み

取扱メディア数

2,287媒体
（第2四半期比 10.7％増）

取扱想定PV

月間約300億PV
（2008年6月時点）

業界最大級の
モバイルメディア
ネットワーク

ユーザー

広告代理店

クライアント（広告主）



モバイルメディア取扱推移
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モバイルメディア事業
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事業のポジション 事業の強み

取扱クライアント

1,763社
（第1四半期比 17.1％増）

モバイル広告月間取扱高

約5億円
（2008年4月～6月平均）

モバイル広告
取扱クライアント＆取扱高

業界No.1

ユーザー

広告代理店

クライアント（広告主）

広告代理事業



モバイル広告取扱クライアント（広告主）推移
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モバイル広告マーケットにおける当社Grpのポジショニング(今後)
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企業規模

広
告
費
規
模

大企業～中堅、中小企業、零細企業まで幅広
い層をターゲットとしたメディア上で広告を

展開してまいります



経営理念

新しい価値を創造し

参考資料42

世の中に驚きを提供する

会社を目指して



本資料に関するご注意
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本資料に記載されているｅ-まちタウン株式会社の現在の計画、戦略、確信など
のうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しでございます。
これらの情報は、現在入手可能な情報から得られたｅ-まちタウン株式会社の
経営者の判断に基づいております。

従いまして、実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの見通しとは
大きく異なる結果となりうることがございます。

全面的に依拠することはお控えくださいますようお願い申し上げます。

本資料に関するお問合せ
e-まちタウン株式会社　広報部　TEL：03-5951-7192 / E-mail：info@emachi.co.jp


