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１．平成20年12月期第３四半期の業績（平成20年１月１日　～　平成20年９月30日）

(1）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12月期第３四半期 4,395 1.4 687 △6.7 706 △6.5 381 △5.1

19年12月期第３四半期 4,333 10.6 736 2.8 755 4.3 402 △6.0

19年12月期 5,687 ― 948 ― 973 ― 485 ―

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12月期第３四半期 3,863 45 3,580 74

19年12月期第３四半期 4,120 92 3,707 31

19年12月期 4,965 41 4,480 22

(2）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12月期第３四半期 4,663 3,299 70.3 33,613 97

19年12月期第３四半期 4,546 3,258 71.6 33,026 52

19年12月期 4,700 3,345 71.0 33,873 06

(3）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12月期第３四半期 337 △470 △373 998

19年12月期第３四半期 338 △247 △256 1,423

19年12月期 608 △422 △270 1,504

－ 1 －



２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 期末

 円 銭

19年12月期 1,200 00

20年12月期（予想） 1,200 00

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）　【参考】

 （％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

通期 5,900 3.7 900 △5.2 910 △6.5 520 7.0 5,277 55

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　無

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．当第３四半期の業績は予定通り推移しており、平成20年２月12日に公表しました個別の業績予想に変更はあり

ません。

２．上記業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の具体的内容は、４ページ【定性的情報・

財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に起因した大手証券会社の破綻等により、金融

市場の混乱が株式相場を悪化させております。また、物価の高騰により個人消費が伸び悩む等、景気減速が顕著となっ

ております。

　このような状況の中、当社の主要事業であるインターネットマーケティングサービス分野は、ADSLや光ファイバー等

のブロードバンドの普及、インターネット利用者やブログ（日記形式のWebサイト）開設者の増加、携帯電話の通信料定

額料金制度が定着し、接続速度の高度化・大容量化に伴い携帯電話でのトラフィック数（データ通信量）の増加、電子

商取引推進企業の広がりとともに、今後も引き続き拡大が予測されております。

　当第３四半期におきましては、景気減速などの影響を受けましたが、以前より行っていた組織再編による営業体制の

強化や、サービス品質向上を重視したプロモーション展開が実を結び始め、当第３四半期会計期間の売上高は4,395百万

円（前年同期比1.4％増）となりました。また、営業利益は687百万円（前年同期比6.7％減）、経常利益は706百万円（前

年同期比6.5％減）となり、特別損失50,678千円等の計上により四半期純利益は381百万円（前年同期比5.1％減）と増収

減益となりました。

○　サービス区分別の売上高の内訳 （千円未満切捨て）

サービス区分
平成20年12月期第３四半期 平成19年12月期第３四半期 平成19年12月期

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

パソコン向け

アフィリエイト広告サービス
3,523,317 80.1 3,803,575 87.8 4,955,614 87.1

携帯向け

アフィリエイト広告サービス
690,445 15.7 376,311 8.7 527,081 9.3

自社媒体運営 123,258 2.8 97,259 2.2 131,270 2.3

他社媒体広告販売 55,467 1.3 55,697 1.3 72,302 1.3

その他売上 3,397 0.1 1,129 0.0 1,252 0.0

総売上高 4,395,886 100.0 4,333,972 100.0 5,687,521 100.0

　なお、主力サービスであるアフィリエイト広告サービスにおける事業年度末（当第３四半期末）の利用広告主数（稼働

広告主ID数）、参加メディア数（登録アフィリエイトサイト数）は、下記のとおりであります。

サービス 区分 
平成20年12月期

第３四半期
平成19年12月期

パソコン向け

アフィリエイト広告サービス

「エーハチネット」 

 稼働広告主ID数 2,250 2,467

登録アフィリエイトサイト数 664,730 565,475

携帯向け

アフィリエイト広告サービス

「モバハチネット」

 稼働広告主ID数 629 499

 登録アフィリエイトサイト数 46,938 33,577

当社

アフィリエイト広告サービス

合計

 稼働広告主ID数 2,879 2,966

 登録アフィリエイトサイト数 711,668 599,052

 

［アフィリエイト広告サービスの状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期末における、パソコン向けアフィリエイト広告サービス「エーハチネット」の状況は、利用広告主数が

2,250社、参加メディア数が664,730サイトとなりました。一方、携帯向け同サービス「モバハチネット」においては、利

用広告主数が629社、参加メディア数が46,938サイトという結果になりました。当第３四半期末における両サービスを合わ

せた利用広告主数は2,879社（前期末比97.1％）、参加メディア数は711,668サイト（前期末比118.8％）になっておりま

す。

　なお、当第３四半期末の「エーハチネット」の利用広告主ID数が前期末と比較し減少しているのは、新規稼働広告主ID

数が減少したためであります。

　このような状況を鑑み、当期より当社営業体制の強化、コンサルティングの品質向上やサービス内容の見直し、プロモー

ション内容の刷新や改善等を推進しております。
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２．財政状態に関する定性的情報　　　

　当第３四半期における総資産は前事業年度末に比べて36百万円減少し4,663百万円となりました。前事業年度末からの

主な減少原因としましては、売上拡大に伴い売掛金が増加した一方、自己株式の取得等により現金及び預金が減少した

ことによるものであります。

　当第３四半期における負債は前事業年度末に比べて10百万円増加し1,364百万円となりました。前事業年度末からの主

な増加原因としましては、法人税等の中間納付により未払法人税等が減少したこと、基本料前受額の減少による前受金

の減少があった一方、アフィリエイトサイト増加に伴い買掛金の増加があったことによるものであります。

　当第３四半期における純資産は前事業年度末に比べて46百万円減少し3,299百万円となりました。前事業年度末からの

主な減少原因としましては、四半期純利益を381百万円計上した一方、自己株式の取得が293百万円あったこと、配当金

の支払が118百万円あったことによるものであります。この結果、当第３四半期における自己資本比率は70.3％となりま

した。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期の業績は予定通り推移しており、平成20年２月12日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

第４四半期以降も社内体制やサービス内容の改善、優良媒体とのアライアンス強化、顧客プロモーションの品質向上等

を推進してまいります。また、引き続き市場拡大に伴う競合他社との差別化や市場シェア拡大のために、当社ネットワー

ク内のメディアの充実とサービスシステムの改良を行っていく所存です。

　なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。最終の業績は今

後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

 

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　 該当事項はありません。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

　　該当事項はありません。
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５．四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

前年同四半期
（平成19年12月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成19年12月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,364,374 959,295  1,466,019

２．受取手形 ― 884  ―

３．売掛金 586,009 669,138  535,477

４．有価証券 1,055,390 947,472  1,787,051

５．抵当証券 700,000 ―  ―

６．その他 63,818 81,301  81,112

貸倒引当金 △30,954 △27,553  △31,813

流動資産合計 3,738,638 2,630,538 △1,108,099 △29.6 3,837,846

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 66,321 63,352  64,708

２．無形固定資産 126,231 158,019  143,686

３．投資その他の資
産

615,831 1,814,807  654,494

貸倒引当金 △571 △2,808  △527

固定資産合計 807,814 2,033,370 1,225,556 151.7 862,362

資産合計 4,546,453 4,663,909 117,456 2.6 4,700,209

      

（前第３四半期会計期間末）（当第３四半期会計期間末） （前事業年度末）

（注）有形固定資産の減価償却累計額 71,590千円 95,626千円 78,836千円
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前年同四半期
（平成19年12月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成19年12月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 782,489 927,815  739,121

２．短期借入金 40,000 35,000  40,000

３．未払金 87,176 103,717  80,954

４．未払法人税等 89,380 75,110  196,935

５．前受金 163,093 75,225  145,910

６．その他 65,968 55,110  78,227

流動負債合計 1,228,107 1,271,979 43,871 3.6 1,281,150

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 59,816 92,799  73,568

固定負債合計 59,816 92,799 32,983 55.1 73,568

負債合計 1,287,923 1,364,778 76,854 6.0 1,354,718

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本    

１．資本金 914,150 928,100 13,950 1.5 914,150

２．資本剰余金  

(1）資本準備金 18,850 32,800 18,850

(2）その他資本剰
余金 1,147,250 1,147,250 1,147,250

資本剰余金合計 1,166,100 1,180,050 13,950 1.2 1,166,100

３．利益剰余金  

 （1）その他利益剰
余金  

　　繰越利益剰余
金 1,357,758 1,705,038 1,441,353

利益剰余金合計 1,357,758 1,705,038 347,279 25.6 1,441,353

４．自己株式 △180,874 △474,785 △293,911 ― △180,874

株主資本合計 3,257,134 3,338,403 81,268 2.5 3,340,729

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券
評価差額金 △2,537 △59,326   △2,708

評価・換算差額等
合計 △2,537 △59,326 △56,789 ― △2,708

Ⅲ　新株予約権 3,931 20,054 16,122 410.1 7,470

純資産合計 3,258,529 3,299,131 40,601 1.2 3,345,490

負債純資産合計 4,546,453 4,663,909 117,456 2.6 4,700,209
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(2）（要約）四半期損益計算書

前年同四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成19年12月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,333,972 4,395,886 61,913 1.4 5,687,521

Ⅱ　売上原価 2,570,978 2,664,731 93,752 3.6 3,353,780

売上総利益 1,762,994 1,731,155 △31,838 △1.8 2,333,740

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

1,026,759 1,044,020 17,261 1.7 1,384,791

営業利益 736,234 687,134 △49,100 △6.7 948,949

Ⅳ　営業外収益 21,024 27,166 6,142 29.2 26,381

Ⅴ　営業外費用 1,699 7,777 6,077 357.5 1,895

経常利益 755,558 706,524 △49,034 △6.5 973,435

Ⅵ　特別利益 ― 1,161 1,161 ― ―

Ⅶ　特別損失 67,505 50,678 △16,827 △24.9 132,713

税引前四半期
（当期）純利益

688,053 657,006 △31,046 △4.5 840,722

法人税、住民税
及び事業税

288,313 270,860 △17,453 △6.1 396,458

法人税等調整額 △2,569 4,207 6,777 △263.7 △46,725

過年度法人税等 ― ― ― ― 5,084

四半期（当期）
純利益

402,309 381,939 △20,370 △5.1 485,904
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年９月30日）

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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

前事業年度（平成18年12月31

日）残高（千円）
895,300 1,147,250 ― 1,147,250 1,070,985 1,070,985 ― 3,113,535

四半期中の変動額

新株の発行（千円） 18,850 18,850 ― 18,850 ― ― ― 37,700

その他資本剰余金へ振替（千

円）
― △1,147,250 1,147,250 ― ― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― △115,536 △115,536 ― △115,536

四半期純利益（千円） ― ― ― ― 402,309 402,309 ― 402,309

自己株式の取得（千円） ― ― ― ― ― ― △180,874 △180,874

株主資本以外の項目の四半期

中の変動額（純額）

（千円）

― ― ― ― ― ― ― ―

四半期中の変動額合計

（千円）
18,850 △1,128,400 1,147,250 18,850 286,773 286,773 △180,874 143,599

当第３四半期会計期間（平成19

年９月30日）残高（千円）
914,150 18,850 1,147,250 1,166,100 1,357,758 1,357,758 △180,874 3,257,134

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

前事業年度（平成18年12月31

日）残高（千円）
△980 △980 ― 3,112,555

四半期中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― 37,700

その他資本剰余金へ振替（千

円）
― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― △115,536

四半期純利益（千円） ― ― ― 402,309

自己株式の取得（千円） ― ― ― △180,874

株主資本以外の項目の四半期

中の変動額（純額）

（千円）

△1,556 △1,556 3,931 2,375

四半期中の変動額合計

（千円）
△1,556 △1,556 3,931 145,974

当第３四半期会計期間（平成19

年９月30日）残高（千円）
△2,537 △2,537 3,931 3,258,529
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当第３四半期会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年９月30日）

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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

前事業年度（平成19年12月31

日）残高（千円）
914,150 18,850 1,147,250 1,166,100 1,441,353 1,441,353 △180,874 3,340,729

四半期中の変動額

新株の発行（千円） 13,950 13,950 ― 13,950 ― ― ― 27,900

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― △118,254 △118,254 ― △118,254

四半期純利益（千円） ― ― ― ― 381,939 381,939 ― 381,939

自己株式の取得（千円） ― ― ― ― ― ― △293,911 △293,911

株主資本以外の項目の四半期

中の変動額（純額）

（千円）

― ― ― ― ― ― ― ―

四半期中の変動額合計

（千円）
13,950 13,950 ― 13,950 263,685 263,685 △293,911 △2,326

当第３四半期会計期間（平成20

年９月30日）残高（千円）
928,100 32,800 1,147,250 1,180,050 1,705,038 1,705,038 △474,785 3,338,403

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

前事業年度（平成19年12月31

日）残高（千円）
△2,708 △2,708 7,470 3,345,490

四半期中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― 27,900

剰余金の配当（千円） ― ― ― △118,254

四半期純利益（千円） ― ― ― 381,939

自己株式の取得（千円） ― ― ― △293,911

株主資本以外の項目の四半期

中の変動額（純額）

（千円）

△56,617 △56,617 12,584 △44,033

四半期中の変動額合計

（千円）
△56,617 △56,617 12,584 △46,359

当第３四半期会計期間（平成20

年９月30日）残高（千円）
△59,326 △59,326 20,054 3,299,131
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

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

資本準備金
そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

そ　の　他
利益剰余金

利益剰余金
合　　　計繰　　　越

利益剰余金

前事業年度（平成18年12月31

日）残高（千円）
895,300 1,147,250 ― 1,147,250 1,070,985 1,070,985 ― 3,113,535

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 18,850 18,850 ― 18,850 ― ― ― 37,700

その他資本剰余金へ振替（千

円）
― △1,147,250 1,147,250 ― ― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― △115,536 △115,536 ― △115,536

当期純利益（千円） ― ― ― ― 485,904 485,904 ― 485,904

自己株式の取得（千円） ― ― ― ― ― ― △180,874 △180,874

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計

（千円）
18,850 △1,128,400 1,147,250 18,850 370,368 370,368 △180,874 227,194

当事業年度末（平成19年12月31

日）残高（千円）
914,150 18,850 1,147,250 1,166,100 1,441,353 1,441,353 △180,874 3,340,729

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

前事業年度（平成18年12月31

日）残高（千円）
△980 △980 ― 3,112,555

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― 37,700

その他資本剰余金へ振替（千

円）
― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― △115,536

当期純利益（千円） ― ― ― 485,904

自己株式の取得（千円） ― ― ― △180,874

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

△1,728 △1,728 7,470 5,741

事業年度中の変動額合計

（千円）
△1,728 △1,728 7,470 232,935

当事業年度末（平成19年12月31

日）残高（千円）
△2,708 △2,708 7,470 3,345,490
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前年同四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

（参考）
平成19年12月期

区分 金額 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期(当期)純利益 688,053 657,006 840,722

減価償却費 32,507 43,656 45,324

賞与引当金の増減額 △11,886 △23,553 7,600

貸倒引当金の増減額 7,406 △1,978 8,222

受取利息及び配当金 △13,708 △23,945 △18,639

株式交付費 131 ― 131

固定資産除却損 4,545 10,192 4,558

投資有価証券評価損 43,638 40,485 108,833

証券代行移行費 19,321 ― 19,321

投資有価証券売却損 688 ― 688

投資有価証券売却益 △4,591 △600 △4,591

売上債権の増減額 △9,398 △136,860 41,177

仕入債務の増減額 71,947 188,693 28,579

未払消費税等の増減額 △9,854 △3,735 △9,899

前受金の増減額 △47,094 △70,685 △64,277

未払金の増減額 △15,888 13,669 △8,510

預り保証金の増減額 24,500 19,231 38,252

その他 △5,963 △2,254 9,291

小計 774,356 709,322 1,046,784

利息及び配当金の受取額 9,784 13,564 13,094

利息の支払額 △371 △351 △713

証券代行移行費用の支払額 △18,270 ― △18,270

法人税等の支払額 △427,382 △384,781 △432,445

営業活動によるキャッシュ・フロー 338,115 337,753 608,449

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の売却による収入 113,160 100,600 113,160

投資有価証券の償還による収入 689,000 3,200,000 3,089,000

投資有価証券の取得による支出 △954,826 △3,670,487 △3,484,584

抵当証券の償還による収入 1,600,000 ― ―

抵当証券の取得による支出 △1,600,000 ― ―

関係会社株式の取得による支出 ― △40,000 ―

有形固定資産の取得による支出 △16,084 △21,295 △31,201

無形固定資産の取得による支出 △78,927 △36,437 △105,870
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（単位：千円）

前年同四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

（参考）
平成19年12月期

区分 金額 金額 金額

その他 ― △3,031 △2,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,677 △470,651 △422,197

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額 △14,000 △5,000 △14,000

株式の発行による収入 37,568 27,900 37,568

自己株式の取得による支出 △181,235 △294,499 △181,235

配当金の支払額 △99,075 △102,107 △113,204

財務活動によるキャッシュ・フロー △256,743 △373,706 △270,872

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △166,305 △506,604 △84,620

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,589,557 1,504,936 1,589,557

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,423,251 998,331 1,504,936
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