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2009年9月期第2四半期
（2008年10月～2009年3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5月8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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連結業績概要

第 2 四 半 期
連 結 業 績 概 要

連結業績概要
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2009年9月期第2四半期 連結業績サマリー

連結業績概要

（単位：百万円）
2009年9月期
通期計画

2009年9月期
第2四半期予想

2009年9月期
第2四半期実績

中間期予想に
対する進捗

売上高 8,800

1,200

1,100

3,300 3,746

550

営業利益 450 451

113.5％

100.2％

111.7％経常利益 400 447

当期純利益 167.3％150 251

当第２四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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2009年9月期第2四半期 連結貸借対照表の概要

2008年
9月末

2008年
12月末

2009年
3月末

流動負債 1,143

595

177

371

1,143

7,347

▲19

93

89

7,510

8,654

1,091 1,075

買掛金 546 463

未払金 222 257

その他の流動負債 322 354

負債合計 1,091 1,075

株主資本 7,355 7,486

評価・換算差額等 ▲79 ▲56

新株予約権 102 113

少数株主持分 82 71

純資産合計 7,461 7,615

負債・純資産合計 8,552 8,691

2008年
9月末

2008年
12月末

2009年
3月末

流動資産 6,607

5,617

601

218

173

▲3

2,047

92

203

87

1,664

8,654

6,486 6,217

現金及び預金 5,429 5,075

売掛金 502 594

繰延税金資産（流動） 218 174

その他の流動資産 339 377

貸倒引当金（流動） ▲3 ▲5

固定資産 2,066 2,474

有形固定資産 115 103

のれん 190 177

その他の無形固定資産 117 95

投資その他の資産 1,642 2,098

総資産 8,552 8,691

( 単位：百万円 )

健全な財務体質を維持 自己資本比率86.1%

連結業績概要
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2009年9月期第2四半期 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設備投資を実行

（単位：百万円）
※ 金額:百万円未満切り捨て

2009年9月期
第1四半期

（08年10月～08年12月）

2009年9月期
第2四半期

（09年1月～09年3月）

2009年9月期
累計

（08年10月～09年3月） （主な項目）

営業活動によるCF 159

▲134

▲113

25

▲87

5,617

5,529

投資活動によるCF

税金等調整前当期純利益442
仕入債務の減少額▲132360201

▲595

0

▲394

財務活動によるCF

▲395

投資有価証券の取得▲480
固定資産の取得▲79
短期貸付金▲168

5,529

▲729

▲113

▲369

▲482

5,134

フリーキャッシュフロー

現金及び現金同等物の期首残高 5,617

配当金の支払▲113

現金及び現金同等物の増減額

5,134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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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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セグメント別売上高（メディア広告事業－モバイル）

2009年9月期 第2四半期 2,669百万円 （前年同期比 88.4％）
2008年9月期 第2四半期 3,016百万円

連結業績概要

・取扱クライアント数は増加
景気動向の影響を受けながらも、モバイル広告
に関しては底固く推移

取扱クライアント数NO.1

2,089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
2,876媒体
取扱想定PV

月間約300億PV



9

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2四半期 673百万円 （前年同期比 103.8％）
2008年9月期 第2四半期 648百万円

・地域に根ざした方々や地元企業とともに
運営を行い、より地域密着した活動を行う
・ページビュー、会員数ともに堅調に推移

会員数約17.9万人
全国に315タウン

・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

※（2009年3月末現在）

Yahoo!トラベルとの連携を開始（2009.1）

会員数 約53.5万人
加盟宿泊施設
全国 5,386軒

※（2009年3月末現在）

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2四半期 282 百万円 （前年同期比 89.8％）
2008年9月期 第2四半期 315 百万円

【サーバー事業】

連結業績概要

・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2四半期 122 百万円 （前年同期比 114.2％）
2008年9月期 第2四半期 107 百万円

【ソリューション事業】

・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ソリューション事業
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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



12

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. 各種事業提携と新規事業の立ち上げ
4. 自社メディア（e-まちタウン）の
サービス拡充とビジネスモデル再構築

今期の事業施策に対する進捗
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今期の事業施策

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 コンテンツ分野の強化

③各種事業提携と

新規事業の立ち上げ

④ 自社メディア
（e-まちタウン）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

① パートナーシップ、アライアンス強化の実施

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

モバイル広告事業を主軸として、周辺分野への事業展開を行う

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
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今期の事業施策に対する今期の事業進捗

①既存モバイル広告事業のさらなる強化

・ 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2,089件（前期末比0.9％増）
・ 取扱メディア数は2,876媒体（前期末比6.9％増）
・Yicha、Atlantisなどとの提携による既存事業の強化

②コンテンツ部分の強化

・ 株式会社ユードーでは、米国APPLE社が発売するiPhone/iPod Touch用アプリケーションソフト
『Piano Man 懐かしいアニソン』、ならびに中部日本放送株式会社と株式会社中日ドラゴンズが制作した、
『ドアラにタッチ(doala the touch) 』をiTunes社が運営するAppStoreから代行配信

③各種事業提携と新規事業の立ち上げ

・ 光通信、アリババ、ソフトバンクとの合弁会社「アリ・マーケティング」設立
・ 女性向けの総合ポータルサイトを展開する「ビューティーホールディングス」へ出資
・ オリコンとの合弁会社でモバイルリサーチ事業を展開する「ORIMO」へ出資
・ 温浴施設向けシステムを提供する「サイエンスワークス」へ出資
・ 通信技術を応用した新しい健康管理サービス「ライフキャリア」を提供する「ソフトバンクリブラ」へ出資
・ベストリザーブ、Yahoo! JAPANとのタイアップのさらなる強化

④自社メディア（e-まちタウン）のサービス拡充とビジネスモデルの再構築

・ 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。

今期の事業施策に対する進捗
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当社を取り巻くパートナー企業様一覧（子会社含む）

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

2,089社
取扱メディア数
2,876媒体

中国最大手モバイル
検索エンジン

モバイル広告配信
ネットワーク

健康、音楽
コンテンツ

3.5G
モバイル動画配信

携帯電話向け
ホームページ作成

中国大手
コミュニティサイト

中国大手
インターネットカフェ

求人関連の
合弁事業

美容関連事業を展開 健康総合ソリューション
アリババジャパンの

総合代理店
オリコンとの合弁会社
モバイルリサーチ事業

モバイルグルメ
検索サイト

インターネット
宿泊予約サイト

船井総研との協業
介護の求人サイト 温浴施設向けシステム各種事業提携と

新規事業の立ち上げ

世界中の街を
携帯サイト上で表現

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
（e-まちタウン）の
サービス拡充と

ビジネスモデル再構築

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

アリ・マーケティング

2009.4月出資2009.3月出資 2009.5月出資

SoftBank Libra

2009.2月出資

2009.2月出資
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当四半期の主なトピックス

当四半期の
主なトピックス

当四半期の主なトピックス
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オリコンとの合弁会社「ORIMO」へ出資

2008年9月オリコンと光通信の合弁会社として設立
2009年5月株式譲渡により子会社化
オリコンの会員に対し、モバイルサーチの提供

株式会社ORIMO

全国各地に幅広い販売網を保有

音楽・映像・書籍などの市場動向
調査、リサーチの分野で実績

モバイルリサーチデータ情報の提供事業モバイルリサーチ事業（市場調査）・プロモーション事業
モバイルリサーチ業務受託・システム提供事業 モバイルモニターの獲得事業

会員専用のORIMOケータイ*を購入、
アンケートモニター登録した会員

※ ORIMOケータイとは、弊社独自の
請求代行フローにて、アンケート
ポイントをキャッシュバック出来る
オリジナルケータイ電話

プレミアムモニター

ORIMOケータイの契約を伴わない、
無料モバイルアンケートモニター会員

アンケートに回答し、ポイントを商品
や金券などに交換できる

会員運営企業と提携し、ORIMOの
モバイルアンケート協力会員として
登録
協賛会員運営企業独自で実施して
いるサービスをORIMOのASP
システムで業務受託も可能

ベーシックモニター 協賛モニター

ORIMOモバイルモニター会員の種類

モバイルリサーチ事業で№1を目指します

事業
内容

概
要

詳
細
（
説
明
）

目
標

当四半期の主なトピックス

http://www.oricon.jp/
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アリババジャパンとの合弁会社設立「アリ・マーケティング」へ出資

概
要

詳
細
（
説
明
）

目
標

日本サイト

約13万会員

光通信、ソフトバンク、アリババジャパンとの

合弁会社。

日本で唯一、アリババが提供するサービスの独占
的な販売代理権を持つ会社。

加盟店獲得や周辺サービスの提供を行う。

比類のない圧倒的な中国の企業・製品情報がオンラインで掲載！
掲載アイテムは1億点以上！世界240あまりの国・地域、
4,000万会員のビジネスパーソンが利用する実績、調達コスト、流通コストが削減可能！
中国国内でのオンラインでは、約70％を占める世界最大級の企業間電子商取引サイト！

世界NO.1インターネット企業「アリババグループ」

BtoB（企業間）の電子商取引サイトでNO.1を目指します

アリ・マーケティング株式会社
中国サイト

約3,100万会員

当四半期の主なトピックス
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美容に関する総合ポータル「ビューティーホールディングス」へ出資

概
要

詳
細
（
説
明
）

目
標

2009年2月出資
株式会社ビューティーホールディングスは、美容室、ネイルサロン、
リラクゼーション等の日本Ｎo.１のビューティー予約・検索サイトを
中心とした、女性向けの総合ポータルサイトを展開

ビューティーホールディングス

株式会社アップヒルズ

ビューティーポータルサイト「美市美座」の運営
ブログサイト「アレカオ」の運営
サンプルサイト「トライビューティー」の運営

Y.A.D株式会社

ビューティーに関する様々な商材の販売

株式会社ウーマンズネット

女性向けポータルサイト「Beauty*Fan」を運営

ビューティーホールディングス

保有店舗数は5,500店舗を突破（2009年3月時点。店舗数は日本一）
総合ビューティー事業を目指します。

当四半期の主なトピックス
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健康総合ソリューション「ソフトバンクリブラ」へ出資

概
要

詳
細
（
説
明
）

目
標

2009年3月出資
通信技術を応用した新しい健康管理サービス「ライフキャリア」を提供
「ライフキャリア」サービスとは携帯電話（ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au対応）
の接続によりリモートサイト（自宅や会社など）から体重組成・血圧・血糖値データを
センターに送信し、専用のウェブサイトから日々の健康状態をグラフで管理できるもの。

ソフトバンクリブラ

血圧計 血糖測定器 体重計

LCステーションアダプタ

システムサーバー

携帯電話・無線LANや
ブロードバンド

健康管理データ測定データ

血圧
管理

体組成
管理

ストレス
管理

血糖値
管理

消費
カロリー
管理

SoftBank Libra

インターネットやモバイルを使用したASPサービスで、自分の健康情報を入力・管理
健康関連広告チャネルの開拓及び、広告事業の拡大へ

当四半期の主なトピックス
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リラクセーションサロン向け業務システム「PeakManager」へ出資

2009年2月出資
サイエンスワークス株式会社は、ネイルサロンやリラクゼーションサロン向けの
新しい予約管理・顧客管理の仕組み「PeakManager」のサービスを8月より開始します。

サイエンスワークス株式会社

Peak Manager
（予約管理アプリケーション）

Webサイト
（リアルタイム予約受付サイト）店頭無人予約端末

（無人予約とディスプレイ広告）

①サービスを提供できる
スタッフの空き状況

②サービスに必要な
設備の空き状況お客様の予約の希望条件 マッチングマッチング

リラクセーションサロンやネイルサロンでは、予約受付の時に、「人」「設備」の空き状況を確認しますが、これまで、人の稼動
と設備の稼動を両方とも管理している受付システムはありませんでした。

+

予約管理アプリケーション

リアルタイム予約サイト店頭無人予約端末

顧客情報管理（CRM）

PC操作が苦手なスタッフでも迷わず予約を
取ることができます。

お客様の希望条件に即座に回答、予約を促します。

お客様の好みにあったサービスが可能となります。

2009年8月サービス開始予定

システムイメージ

拡大するリラクセーション市場において、サロン向けシステムで№1企業へ

概
要

詳
細
（
説
明
）

目
標

当四半期の主なトピックス
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参 考 資 料

参考資料



23

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（2009年3月末）

従業員数 151名（Grp全体/2009年3月末）

社外取締役 和田 英明

社外取締役 名田 幸央

光通信、アリババ、ソフトバンクとのＪＶ
アリ・マーケティング設立4月

5月

ソフトバンクリブラ株式会社へ出資3月

株式会社ビューティーホールディングスへ出資2月

介護の求人サイト「かいごわーく」オープン1月2009年

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

10月

2月

12月

3月

3月

10月

沿革

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

東証マザーズ上場2000年

広告メディアの販売事業の開始2003年

オリコンとの合弁会社「 ㈱ ORIMO」へ出資

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

参考資料
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ベストリザーブの現状

会員数53.5万人、加盟宿泊施設数 全国に5,386件会員数53.5万人、加盟宿泊施設数 全国に5,386件

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

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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e-まちタウンサイトの現状

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

参考資料
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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

参考資料
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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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