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2009年9月期第１四半期
（2008年10月～2008年12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

2009年2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

1,849 百万円（前期比 89.2％ ）

199 百万円（前期比 55.4％ ）

120 百万円（前期比 37.9％ ）

取扱メディア 2,690件（前期末比 6.9％増）

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 2,070件（前期末比 0.7％増）

・メディア数、クライアント数は引き続き増加
・今後有望なモバイルでの求人サイトにおいて、NO.１求人サイトを
持つ㈱ピーエイとの合弁会社「㈱ふらっしゅ」を設立。（2008.12）
・船井総合研究所との協業により、地域ポータルサイトと連携した
介護求人サイト「かいごわーく」をオープン。（2009.1）
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連結業績概要

第 1 四 半 期
連 結 業 績 概 要

連結業績概要



5 連結業績概要

2009年9月期第１四半期 連結業績サマリー

（単位：百万円）
2009年9月期
通期計画

2009年9月期
中間期予想

2009年9月期
第１四半期実績

中間期予想に
対する進捗率

売上高 8,800

1,200

1,100

3,300 1,849

550

営業利益 450 199

56.0％

44.2％

49.2％経常利益 400 197

当期純利益 80.0％150 120

フィルタリング等の影響により、一般サイト中心に広告出稿手控えの傾向が若干見られたものの、
当第１四半期につきましては、概ね計画通りの進捗となりました。
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連結売上高・営業利益（四半期）

連結業績概要
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2009年9月期第１四半期 連結貸借対照表の概要

連結業績概要

2008年9月末 2008年12月末

流動資産 6,607 6,486

現金及び預金 5,617 5,429

売掛金 601 502

繰延税金資産（流動） 218 218

その他の流動資産 173 339

貸倒引当金（流動） ▲3 ▲3

固定資産 2,047 2,066

有形固定資産 92 115

のれん 203 190

その他の無形固定資産 87 117

投資その他の資産 1,664 1,642

総資産 8,654 8,552

2008年9月末 2008年12月末

流動負債 1,143 1,091

買掛金 595 546

未払金 177 222

その他の流動負債 371 322

負債合計 1,143 1,091

株主資本 7,347 7,355

評価・換算差額等 ▲19 ▲79

新株予約権 93 102

少数株主持分 89 82

純資産合計 7,510 7,461

負債・純資産合計 8,654 8,552

健全な財務体質を維持 自己資本比率８５.１%

( 単位：百万円 )
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2009年9月期第１四半期 連結キャッシュフロー概要

連結業績概要

当期も引き続き将来収益の獲得に向けて、投資有価証券の取得や、子会社へのシステム投資を実行

（単位：百万円）
※ 金額:百万円未満切り捨て

2008年9月期累計
（07年10月～08年9月）

2009年9月期第1四半期
（08年10月～08年12月） （主な項目）

営業活動によるCF 846

▲892

▲226

▲46

▲271

5,888

5,617

投資活動によるCF

税金等調整前当期純利益220
法人税の支払額▲75159

▲134

▲113

25

▲87

現金及び現金同等物の期首残高 5,617

財務活動によるCF

投資有価証券の取得▲45
ベストリザーブのシステム投資▲59

配当金の支払▲113

フリーキャッシュフロー

現金及び現金同等物の増減額

5,529現金及び現金同等物の期末残高

※フリーキャッシュフロー：営業活動によるCF＋投資活動によるCFで計算しています。
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販売管理費の推移（四半期の推移）

連結業績概要
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セグメント別概況

セ グ メ ン ト 別 概 況

連結業績概要
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メディア広告事業－モバイル

連結業績概要
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セグメント別売上高（メディア広告事業－モバイル）

連結業績概要

2009年9月期 第1四半期 1,278百万円 （前年同期比 85.3％）
2008年9月期 第1四半期 1,498百万円

・取扱クライアント数は増加
・フィルタリング等の影響により、一般サイト
中心に広告出稿手控えの傾向が見られた

取扱クライアント数NO.1

2,055社
モバイル広告月間取扱高NO.1

約4.5億円（※単体売上高）

・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
2,690媒体
取扱想定PV

月間約300億PV



13

メディア広告事業－ＰＣ・その他

連結業績概要
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セグメント別売上高（メディア広告事業－PC・その他

2009年9月期 第1四半期 369百万円 （前年同期比 101.9％）
2008年9月期 第1四半期 362百万円

・新たに４つのタウンサイトをオープン
・ページビュー、会員数ともに堅調に推移

会員数約17.3万人
全国に315タウン

・Yahoo!トラベルとの連携を開始（2009.1）

会員数 約53.1万人
加盟宿泊施設
全国 5,352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

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12月末現在）

※（2008年12月末現在）
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サーバー事業・その他事業

連結業績概要
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セグメント別売上高（サーバー事業、ソリューション事業）

2009年9月期 第1四半期 142 百万円 （前年同期比 89.6％）
2008年9月期 第1四半期 159 百万円

・顧客数は漸減しているものの、新サービスの導入により
顧客あたりの単価上昇を目指して活動

2009年9月期 第1四半期 59 百万円 （前年同期比 114.5％）
2008年9月期 第1四半期 52 百万円

・主に通信コスト削減の提案など、携帯電話を活用した
法人向けソリューションサービスの提供を行う

【サーバー事業】

【ソリューション事業】

ソリューション事業
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セグメント別売上高（四半期の推移）
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モバイルメディア取扱推移

連結業績概要
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モバイル広告取扱クライアント（広告主）推移

連結業績概要
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今後の事業施策に対する進捗

今期の事業施策に対する
進捗

今期の事業施策に対する進捗
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事業戦略

1. 既存モバイル広告事業のさらなる強化
2. コンテンツ分野の強化
3. 新規事業の立ち上げ
4. 自社メディアのサービス拡充と
ビジネスモデルの再構築

今期の事業施策に対する進捗
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今期の事業施策

① 既存モバイル広告
事業のさらなる強化 ② コンテンツ分野の強化 ③ 新規事業の立ち上げ

④ 自社メディアの
サービス拡充と
ビジネスモデル再構築

・モバイル広告事業強化
・対メディアの新しい収益
モデルの構築
・新領域でのシェア獲得
・粗利単価上昇へ向け、
新マーケットへの取組強化

自社開発や、独自のコンテンツ
を持つ企業との提携により、
有力なコンテンツの囲い込みを
行う

・求人事業では、合弁会社設
立により、人材ビジネスにお
けるノウハウの取得を目指す
・その他、新規事業について
続々と計画中

① 各地域に根ざした方々、地
域の有力者と連携を進める

② 行政との提携、コンテンツ
の追加

③ e-まちタウンモバイル
サイトの強化

宿泊者増加に向けて、ユーザ
ビリティの改良を行う

① パートナーシップ、アライアンス強化の実施① パートナーシップ、アライアンス強化の実施
光通信グループが保有するユーザーやクライアントネットワークを活用し、当社グループの強みが活かせる分野で
新規事業を展開

② 人事制度、組織体系の見直し、採用強化の実施② 人事制度、組織体系の見直し、採用強化の実施

上記4つを具現化するため

e-まちタウン

ベストリザーブ

不況の影響は受けなかったが、モバイル広告市場に減速感が見られる
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今期の事業施策に対する今期の事業進捗業施策

今期の事業施策に対する進捗

①既存モバイル広告事業のさらなる強化

②コンテンツ部分の強化

③新規事業の立ち上げ

④自社メディアのサービス拡充とビジネスモデルの再構築

・既存のモバイル広告事業については、取扱クライアント数は2,070件（前期末比6.9％増）
・取扱メディア数は2,690媒体（前期末比0.7％増）

・ユードーの展開するiphone/ipodtouch向けリズムアクションゲーム「Aeroシリーズ」は全世界で200万ダウンロード達成。
・北米でのDLチャート8位、ゲーム部門では3位を記録。
・ダウンロード型ゲームに新ブランド「１＄-GAMES」発表（2008.11）。無料版は22万ダウンロード達成。

・今後有望なモバイルでの求人サイトにおいて、№１求人サイトを持つ㈱ピーエイとの合弁会社「㈱ふらっしゅ」を設立。
モバイルでの求人媒体「正社員JOB」の媒体価値向上を目指して活動を行う。 (2008.12）

・船井総合研究所との協業により、地域ポータルサイトと連動した介護求人サイト「かいごわーく」をオープン。
利用者増加と、求人情報のマッチングにより、媒体価値の強化を目指す。 （2009.1）

・e-まちタウンについては、モバイルサイトに注力するとともに、各地域の有力者や地域に根ざした方々との連携を進めている。

・ベストリザーブについてはYahoo! トラベルとの連携を実施。（2009.1）
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今期の事業施策に対する進捗

既存モバイル
広告事業の
さらなる強化 取扱クライアント数

2,070社
取扱メディア数
2,690媒体

モバイルグルメ
検索サイト

中国最大手モバイル
検索エンジン

健康、音楽
コンテンツ

新規事業の
立ち上げ 求人関連の

合弁事業
船井総研との協業
介護の求人サイト

サイト数NO.1の
地域ポータルサイト

コンテンツ分野の
強化

自社メディアの
サービス拡充と

ビジネスモデル再構築 インターネット
宿泊予約サイト

既存事業の強化に加えて、自社で保有、投資、提携などにより、
当社の強みが活かせる分野で新規事業を展開

日本でも有力な
モバイル検索エンジンの1つ

2008.12月設立 2009.1月オープン

今期の事業施策に対する進捗
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主なトピック

主なトピック

主なトピック



26 主なトピック

求人分野での合弁会社設立

・「正社員JOB」の媒体価値向上による収益の増加
・ グループへ優秀な人材を低コストでの採用を実現

・株式会社ピーエイとの合弁会社設立
・同時にモバイル求人株式会社（株式会社ピーエイ、アルバイトタイムス株式会社の合弁）の株式取得（保有比率10％）
・今後有望なモバイルでの求人サイトにおいて、NO.１求人サイトを持つ株式会社ピーエイとの合弁会社となる
・「正社員JOB」は、大手３キャリアの公式サイトで、費用対効果が明確な、完全成果報酬型の求人媒体

販売インフラメディアの提供

グループで、モバイル求人サイト「正社員ＪＯＢ」
など、求人媒体の運営を行う

モバイルインターネットの広告分野での
圧倒的な営業力

e-まちタウン株式会社株式会社ピーエイ

モバイル求人サイトへ参入し、人材ビジネスのノウハウを取得

http://www.pa-co-ltd.co.jp/index.html
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（健康・音楽）ユードー

iPhone/iPodtouch向けリズムアクションゲーム
「Aeroシリーズ」ギター、ドラム、シンセの３作同時発表

2008年11月、1ドルで遊べるゲームの新ブランド
「ワンダラーゲーム」(1$-GAMES)誕生！

米国Apple社が発売するiPhone / iPod touch(※1)用の
ゲームソフトとして、1ドル程度で遊べる新ブランド、
「ワンダラーゲーム(1$-GAMES)」を立ち上げました。

200万ダウンロード達成！！（2009年1月）

北米ＤＬチャート8位！ゲーム部門で3位！（2008年12月）

iPhone/iPodtouch向け
ダウンロード型ゲーム「1＄シリーズ」

iPhone/iPodtouch向け
リズムアクションゲーム「Aeroシリーズ」

海外でも音楽事業を本格展開開始

販売数（2/2現在）Aeroシリーズ無料版
全世界254万6227本（有料版 2万3761本）

販売数（2/2現在）1$シリーズ無料版
全世界22万8066本（有料版 1万4038本）
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宿泊予約サイト「ベストリザーブ」

検索結果画面

ＴＯＰページ

インターネット宿泊予約サイト
2007年12月にYahoo! JAPAN、ベストリザーブとの間で業務･資本提携。
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。

・Yahoo! トラベルの「国内宿泊予約」に「おすすめ企画」として掲載

・ベストリザーブ加盟ホテルの宿泊プランが検索結果に表示（外部リンク）

① 「ハイランク」なホテルをリーズナブルな料金で！宿泊できる出張族応援宿泊サイト
② 徹底的にビジネス/出張ニーズを追求
③ ビジネスホテルを中心に全国約5,300軒の登録
④ 会員様専用ページ、専用検索、ポイント還元など充実の会員サービス
⑤ 空室を出される宿泊施設様へは業界屈指の安さ、何と手数料一律5％を実現

ベストリザーブ
5つの特長

Yahoo! トラベルとの連携について（2009.1）
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介護業界向け求人サイト「かいごわーく」

船井総合研究所との協業により、介護求人ポータルサイトを1月30日にオープン

地域ポータルサイトと連動した介護求人サイトで、地域に密着した求人広告を展開
会員への経営相談やセミナーなど付加価値の提供により差別化を図る

かいごわーくの利用者増加と、求人情報のマッチングにより、媒体価値の強化へ

・ 慢性的な人手不足に悩む介護業界での求人情報サイト
・ e-まちタウンサイトとも連動。地域ポータルと連動した
介護求人サイトは日本初

・ 慢性的な人手不足に悩まされる事業者と求職者との間の
ミスマッチ解消が目的

強み：介護業界での経営コンサルティングノウハウ
役割：①介護業界全般に関するコンテンツの提供

②サイト閲覧者（会員）向けのセミナー、研修特の提供

強み：日本全国での地域ポータルサイト運営ノウハウ
役割：①サイトの構築、運営や宣伝

②介護業界における求人広告の獲得を行う

http://www.funaisoken.co.jp/index.html
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参 考 資 料

参考資料



31 参考資料

会社概要

会社概要

社名 e-まちタウン株式会社

本社 東京都豊島区南池袋3-13-5

設立 1995年10月16日

上場 2000年3月10日

代表取締役会長（CEO） 眞下 弘和

代表取締役社長
（President＆Coo）

大川 昭徳

取締役営業本部長 渡邉 真

取締役事業開発本部長 吉岡 利記

取締役管理本部長 伊奈 聰
役員構成

社外取締役 玉村 剛史

資本金 14億1,000万円（2008年12月末）

従業員数 195名（Grp全体/2008年9月末）

社外取締役 和田 英明

社外取締役 名田 幸央

モバイルでの求人媒体「正社員JOB」を持つ
ピーエイとの合弁により「㈱ふらっしゅ」設立12月2008年

株式会社ベストリザーブを子会社化11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5月2007年

2009年 1月

10月

2月

9月

1月

12月

9月

3月

2月

3月

10月

沿革

ソフトウェア事業の撤退

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2006年

YichaOnlineとのＪＶ YichaJapan設立

ソフトウェアの企画及び販売事業の開始2003年

東証マザーズ上場2000年

ハードウェアの販売事業の開始

広告メディアの販売事業の開始

介護の求人サイト「かいごわーく」オープン

ハードウェア事業の撤退2005年

インターネット広告会社の2社を子会社化2004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

1995年
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業績推移

参考資料
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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

求人分野での合弁事業（2008.12）
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業種特化（旅行業）ベストリザーブ

インターネット宿泊予約サイト

北京､香港､マカオ､上海､広州､深センなど､
中国2000軒のホテル料金を最大2-7割引で
ご提供しています。

中国ホテル予約

会員数53.1万人、加盟宿泊施設数 全国に5,352件会員数53.1万人、加盟宿泊施設数 全国に5,352件

面倒な比較は一切不要！
ここでご紹介のホテルなら「ベストリザーブ」
でのご予約が間違いなしの最安値。

最安値宣言

よりどりみどりのホテル予約
キャンペーン実施中！
ホテル独自のお得なプランでご宿泊。

お得なキャンペーン

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」でサービス提供を行う。
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。

参考資料
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自社メディア（地域ポータル事業）

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、タウン数ともに堅調に増加中
今期はモバイルに注力し、地域に根ざした方々との連携を進めていく

会員数、タウン数ともに堅調に増加中
今期はモバイルに注力し、地域に根ざした方々との連携を進めていく
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当社グループの広告事業における収益モデル

広告の閲覧

顧客満足度の

最大化

マネタイズ
の提案

斬新で
独自性を持つ
広告枠の提供

広告料の支払

広告効果の
最大化

ユ
ー
ザ
ー

広
告
代
理
店

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
広
告
主
）

独
自
性
の
あ
る
メ
デ
ィ
ア
の
囲
い
込
み

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315
タウンサイト

検索技術

ソフトバンクと
の合弁

会員数53.1万人

取扱メディア数
№1

メディア価値
極大化
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ビジョン

株主様・取引先様・従業員から
最も支持される

モバイルインターネット
企業群を目指します



38

本資料に関するご注意

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
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