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15期(2010年3月期) 連結業績概要

15期 2010年3月期
連 結 業 績 概 要

連結業績概要
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15期(2010年3月期) 連結業績サマリー(6ヶ月の変則決算)

132.0％

196.8％

140.7％

117.6％

通期計画に
対する進捗率

251

447

451

3,746

2009年9月期
第2四半期実績

(08年10月～09年3月)

50

220

300

3,000

2010年3月期
通期 当初計画※
(09年10月～10年3月)

66当期純利益

433経常利益

422営業利益

3,528売上高

2010年3月期
実績

(09年10月～10年3月)（単位：百万円）

2010年3月期につきましては、当初想定より上回る見通しとなりました。

※2010年3月期は決算期変更(9月から3月)による6ヵ月間の変則決算

連結業績概要

上ブレの主な理由は、以下になります。
①メディア広告事業 ⇒ 回復基調にあるインターネット広告市場の需要を着実に取り込んだことによる

クライアントの広告出稿の増加
②タウン事業(e-まちﾀｳﾝｻｲﾄ) ⇒ 新サービス提供による収益の改善やシステム上の改修によるコスト削減
③ソリューション事業 ⇒ 当初計画を上回るシステム開発の受注獲得

※平成21年11月24日時点の業績予想数値
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15期(2010年3月期) 連結貸借対照表の概要

8,691

2,098

95

177

103

2,474

▲5

377

174

594

5,075

6,217

2009年
3月末

2,683投資その他の資産

9,045総資産

232その他の無形固定資産

70のれん

74有形固定資産

3,060固定資産

▲5貸倒引当金（流動）

452その他の流動資産

26繰延税金資産（流動）

774売掛金

4,737現金及び預金

5,985流動資産

2010年
3月末

275257未払金

60-長期借入金

60-固定負債

--繰延税金負債

8,691

7,615

71

113

▲56

7,486

1,075

354

463

1,075

2009年
3月末

▲38評価・換算差額等

7,727純資産合計

9,045負債・純資産合計

150少数株主持分

159新株予約権

7,455株主資本

1,318負債合計

535その他の流動負債

447買掛金

1,258流動負債

2010年
3月末( 単位：百万円 )

健全な財務体質を維持 自己資本比率82.0%

連結業績概要
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15期(2010年3月期) 連結キャッシュフロー概要

4,7705,617現金及び現金同等物の期首残高

4,842

72

196

▲123

▲311

507

2010年3月期
累計

（09年10月～10年3月）

配当金の支払▲113

短期貸付金の払込▲288
長期貸付金の貸付▲167

仕入債務の増加額95
税金等調整前当期純利益276
減損損失169

（主な項目）

5,134現金及び現金同等物の期末残高

▲482現金及び現金同等物の増減額

▲369フリーキャッシュフロー

▲113財務活動によるCF

▲729投資活動によるCF

360営業活動によるCF

2009年9月期
第2四半期累計

（08年10月～09年3月）
（単位：百万円）
※ 金額:百万円未満切り捨て

※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。

フリーキャッシュフローは前年同半期比で約5.5億増加

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

セグメント別概況

※今後の事業展開が変化しておりますので、従来のセグ
メント区分が、適切かどうかを確認し、必要であれば、
セグメント区分を修正する可能性がございます。
確定次第お知らせ致します。
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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）

2010年3月期2010年3月期 2,237百万円2,237百万円 （前年同期比 83.8％）（前年同期比 83.8％）

2009年9月期 第2四半期2009年9月期 第2四半期 2,669百万円2,669百万円

・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

3,627媒体
取扱想定PV

月間約300億PV

・回復基調にあるインターネット広告市場の
需要を着実に取り込みクライアントの広告出稿増加

取扱クライアント数NO.1

2,168社
モバイル広告月間取扱高NO.1

約3億円（※単体売上高）

セグメント別概況



9

セグメント別売上高（メディア広告事業－PC・その他）

（前年同期比 72.3％）（前年同期比 72.3％）2010年3月期2010年3月期 487百万円487百万円

2009年9月期 第2四半期2009年9月期 第2四半期 673百万円673百万円

・タウン事業(e-まちタウンサイト)の新サービス
提供による収益の改善
・システム上の改修によるコスト削減

会員数約23万人
全国に316タウン

・Yahoo!トラベルとの繋ぎこみは順調に推移

会員数 約54万人
加盟宿泊施設
全国 8,499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

※（2010年3月末時点）

※（2010年3月末時点）

セグメント別概況
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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）

239 百万円239 百万円 （前年同期比 84.8％）（前年同期比 84.8％）
282 百万円282 百万円

・顧客数は微減しているものの、新たな付加価値を提供することで
顧客あたりの単価上昇を目指して活動

【サーバー事業】

【ソリューション事業】

590 百万円590 百万円 （前年同期比 483.6％）（前年同期比 483.6％）
122 百万円122 百万円

・不動産業界向けソリューションサービス「窓タッチ」の販売が計画通り推移

・当初計画を上回るシステム開発の受注を獲得するなど順調に推移

セグメント別概況

2010年3月期2010年3月期

2009年9月期 第2四半期2009年9月期 第2四半期

2010年3月期2010年3月期

2009年9月期 第2四半期2009年9月期 第2四半期
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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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今後、アミューズメント関連会社に対して（Ｂ向け）だけではなく、
ユーザーに対して（Ｃ向け）も様々な情報・サービスを提供して参ります。

アミューズメント関連会社をメインターゲットとし、業態に沿う商品開発・
営業に特化したソリューションサービス提案企業

【EXAM（エグザム）】
遊戯台入替管理システム

【MARKS&AMC】
マーケティング分析システム
競合店調査代行

【ALL7.jp】
販促物製作支援サイト

ホール様で日常的に使われている、
販促POP素材がダウンロードできる
販促物製作支援サービスです。

遊戯台の入替・管理をサポートするシ
ステムです。ホールレイアウト作成か
ら遊戯台の倉庫管理まで入替えに関す
る全てを一元化リアルタイムにコント
ロールします。

調査から分析までGOLUCKで一貫して
行うことで、お客様のコストダウン、
スピードアップ、業務効率改善を可能
にします。

取引店舗網を活用し、店舗内に通信回線販売ブースの
設置、モバイルコンテンツの会員獲得ならびに、Wi-
Fiスポットとして顧客店舗にご協力いただくことも可
能と考えております。

既存取引店舗数：3,500店舗以上！

EXAM（エグザム）

ALL7.jp

MARKS

概
要
概
要

詳
細
（
説
明
）

詳
細
（
説
明
）

目
標
目
標

株式会社GOLUCK ※株式会社GOLUCKは、2010年4月より当社の連結子会社となりました。株式会社GOLUCK ※株式会社GOLUCKは、2010年4月より当社の連結子会社となりました。

当四半期の主なトピックス

ソリューション商品詳細ソリューション商品詳細 取引店舗数取引店舗数

2010年3月 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ関連会社をサポートする「GOLUCK」へ出資合意
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16期 2011年3月期
連結業績予想

16期(2011年3月期) 連結業績予想

16期(2011年3月期) 連結業績予想
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50

300

400

4,000

2011年3月期 上期
(10年4月～10年9月)

150

500

600

6,000

2011年3月期 下期
(10年10月～11年3月)

381

819

888

7,348

2009年9月期
実績

(08年10月～09年9月)

200

800

1,000

10,000

2011年3月期
通期計画

(10年4月～11年3月)

当期純利益

経常利益

営業利益

売上高

（単位：百万円）

連結業績予想

16期(2011年3月期) 連結業績予想

16期(2011年3月期) 連結業績予想

上記予想数値に関するご説明
① 2011年3月期におきましても、引き続き事業拡大を行って参ります。
② 売上高増加予想に対し、事業拡大に伴うコスト増加を予想している為、前年同半期に比べ売上高営業利益率の低下
を予想しております。

③ これまでと同様に今後も事業投資を積極的に推進致しますので、投資損失・評価損などの可能性を想定している為、
前年同半期実績よりも保守的に当期純利益の予想を立てております。
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今後のビジョン・事業戦略

今後のビジョン・事業戦略

今後のビジョン・事業戦略
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ユーザー様・クライアント様から最も喜ばれ、株主様・従業員から最も支持され、
インターネットを活用した豊かな生活を演出し、
笑顔あふれる社会に付加価値を提供する企業群を目指します。

ビジョン ～企業テーマ～

従業員従業員

社会社会

株主様株主様

クライアント様クライアント様

今後のビジョン・事業戦略

ユーザー様ユーザー様
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3) 社会に付加価値を提供できる会社3) 社会に付加価値を提供できる会社

今後のビジョン・事業戦略

ビジョン ～中期経営基本方針～

14期～15期にかけて、事業の数を増やして参りました(事業投資、戦略合弁会社の設立、M&Aなど)。
16期は、事業のさらなる拡大をしながらも、本業の収益性のものさしである営業利益を伸ばしていく方針です。
17期以降は、さらに営業利益を増加させ、各事業の利益率を向上させ、そして、e-まちタウン㈱としての売上高当期純
利益率を増加させていく方針です(利益率の高い企業を目指して参ります)。

14期～15期にかけて、事業の数を増やして参りました(事業投資、戦略合弁会社の設立、M&Aなど)。
16期は、事業のさらなる拡大をしながらも、本業の収益性のものさしである営業利益を伸ばしていく方針です。
17期以降は、さらに営業利益を増加させ、各事業の利益率を向上させ、そして、e-まちタウン㈱としての売上高当期純
利益率を増加させていく方針です(利益率の高い企業を目指して参ります)。

原則、キャッシュフロー重視の無借金経営を続けていく方針です。原則、キャッシュフロー重視の無借金経営を続けていく方針です。

1) 利益成長する会社1) 利益成長する会社

より企業や個人のユーザー様やクライアント様に付加価値が提供できるようなサービスや商品の拡充に努めて参ります。より企業や個人のユーザー様やクライアント様に付加価値が提供できるようなサービスや商品の拡充に努めて参ります。

2) 安定した財務体質の会社2) 安定した財務体質の会社
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コンテンツや
ソリューション
開発の強化戦略

コンテンツや
ソリューション
開発の強化戦略

ユーザーニーズを
捉えたチャネル戦略
ユーザーニーズを
捉えたチャネル戦略

事業ドメイン
周辺分野の
新規事業戦略

事業ドメイン
周辺分野の
新規事業戦略

業種特化した
ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部隊

の強化

業種特化した
ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部隊

の強化

専門性のある
パートナー
会社の拡大

専門性のある
パートナー
会社の拡大

モバイル広告
営業部隊の拡大
モバイル広告
営業部隊の拡大

起業家支援ｻｲﾄ
｢独立支援.net｣
を運営する

日本企業開発支援に
出資

起業家支援ｻｲﾄ
｢独立支援.net｣
を運営する

日本企業開発支援に
出資

ﾊﾞｽｹﾌｧﾝ向けﾓﾊﾞｲﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂを提供する

合弁会社BJﾘｰｸﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ
立ち上げ

ﾊﾞｽｹﾌｧﾝ向けﾓﾊﾞｲﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂを提供する

合弁会社BJﾘｰｸﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ
立ち上げ業種特化型IT支援に

強みを持つ
SBRに出資

業種特化型IT支援に
強みを持つ
SBRに出資

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ系ｺﾝﾃﾝﾂ
に強みを持つ

ｱｻｯﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸに出資

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ系ｺﾝﾃﾝﾂ
に強みを持つ

ｱｻｯﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸに出資

e-まちタウン
サイトの

バージョンアップ

e-まちタウン
サイトの

バージョンアップ

GOLUCK取扱い
ｿﾘｭｰｼｮﾝ商品、
ｱｯﾌﾟｾﾙ商材の開発

GOLUCK取扱い
ｿﾘｭｰｼｮﾝ商品、
ｱｯﾌﾟｾﾙ商材の開発

事業戦略

ビジョンを達成させるための戦略

上記の3つの事業戦略を掲げ、中期経営基本方針を実現化して参ります。

今後のビジョン・事業戦略

※ 各戦略における施策は、過去の事例、
もしくは、当社の施策の一部を紹介しております。
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事業戦略を達成させるための事業ドメイン

事業ドメイン

モバイル広告事業モバイル広告事業 地域メディア事業地域メディア事業 ソリューション事業ソリューション事業

① 営業強化
② コンテンツ開発
③ 変化に柔軟な展開

① 営業強化
② コンテンツ開発
③ 変化に柔軟な展開

① より地域にフォーカス
したメディア戦略

② システム改修、新商品開発
③ 業種別販路とのコラボ

① より地域にフォーカス
したメディア戦略

② システム改修、新商品開発
③ 業種別販路とのコラボ

① 業種ごとのソリューション
開発強化

② 全国へ販路の拡大

① 業種ごとのソリューション
開発強化

② 全国へ販路の拡大

事業ドメイン事業ドメイン

具体的な施策具体的な施策

今後のビジョン・事業戦略

上記3つの事業ドメイン中心に事業展開を図ります。
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モバイル広告市場動向

（%）

モバイル広告市場は、2009年に1,000億を突破し、不振が続く広告業界において、今後もさらなる拡大が予想されます。
モバイル広告販売に強みを持つ当社は、当社事業投資会社であるモバイル検索エンジン会社Yicha、モバイル行動ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ
広告配信会社アトランティスなどと、緊密に連携を取りながら、今後は｢モバイル｣を中心とした事業を展開して参ります。

16期(2011年3月期)のテーマ① ～「モバイル」を中心にビジネスチャンス拡大～

モバイル広告市場の拡大
1,031億(2009年)

モバイル広告市場の拡大
1,031億(2009年)

携帯電話契約数の推移とモバイル関連市場 モバイル広告市場

3G端末や通信定額制などの普及・定着3G端末や通信定額制などの普及・定着

今後は、ますます「モバイル」を中心に事業展開

出展：総務省 モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果電通 日本の広告費※2009年は、2009年度のﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾃﾝﾂ、ﾓﾊﾞｲﾙｺﾏｰｽ市場に関する 統計資料が未公表のため記載しておりません

今後のビジョン・事業戦略

SNSなどのソーシャルメディアの利用が普及拡大SNSなどのソーシャルメディアの利用が普及拡大
スマートフォンやiPadの出現スマートフォンやiPadの出現

モバイルにおける検索行動の浸透モバイルにおける検索行動の浸透
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業種別ネットワーク業種別ネットワーク

地域地域

グルメ業界

美容業界

不動産業界

アミューズメント業界

ブライダル(結婚式場など)業界

ホテル業界

中小企業業界

当社子会社及び出資先企業群が、各々業種別のクライアントネットワークを、日々全国規模で拡大させている中、
いよいよ16期(2011年3月期)は、地域ポータルサイト「e-まちタウン」との事業シナジーを強化して参ります。

16期(2011年3月期)のテーマ② ～業種別展開の拡大と地域情報へのリンク～

その他
スポーツ業界

今後のビジョン・事業戦略

316の地域で展開中！
（2010年3月末現在）
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更なる経営監督機能の強化、株主利益の保全の見地から、コーポレート・ガバナンスの
強化を図って参ります。

ガバナンス体制の強化

独立役員の選任(予定)

内部統制室の設置

【導入の目的】

ガバナンス体制の強化の一環として、社外監査役を
1名選任する予定です。

【社外監査役候補者】

上田 正宜
(現 税理士法人レコルテの税理士・公認会計士)

※就任予定日は、平成22年6月25日開催予定の当社定時株主総会における取締役選任議案の承認をもって就任する予定であります。

【設置の目的】

ガバナンス・コンプライアンス体制の強化の一環として、2010年4月に新たに会長(CEO)直下組織として、内
部統制室を設置致しました。主にJ-sox対応を中心のミッションとしておりますが、同時に事業部や管理部の体
制チェックも行います。重要な投資先に関しては、場合によっては、様々なアドバイスや指導を行うことがあり
ます。

今後のビジョン・事業戦略
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会社概要サマリー

会社概要サマリー

会社概要サマリー
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玉村 剛史社外取締役

大川 昭徳代表取締役社長
（President＆Coo）

取締役会構成

眞下 弘和代表取締役会長（CEO）

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

188名（Grp全体/2010年3月末）従業員数

14億1,000万円（2010年3月末）資本金

会社概要

株式会社ビューティーホールディングスへ出資。2月

アミューズメント業界にソリューションサービスを提供する
株式会社GOLUCKを子会社化。4月

2010年

サイト構築等の開発力・技術力に強みを持つ
株式会社ナレッジデータベースを子会社化。8月

2009年

結婚関連ポータルサイト「結婚準備室」を運営する
株式会社総合生活を子会社化。6月
不動産業界を対象にソリューション商品を展開する
株式会社エステートソリューションを子会社化。8月

オリコンとの合弁会社「 ㈱ ORIMO」へ出資し、
株式会社ORIMOを子会社化。5月

光通信、アリババ、ソフトバンクとのＪＶである
アリババマーケティング設立。4月

4月

ソフトバンクリブラ株式会社へ出資。3月

介護の求人サイト「かいごわーく」オープン。1月

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である
ＳＢＭグルメソリューションズ設立。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

㈱日本プロバスケットボールリーグへの出資。
バスケットファン向けモバイルコンテンツを提供する
合弁会社、株式会社BJリーグマガジンの設立。

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

会社概要サマリー

会社概要サマリー
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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あり、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
結果となり得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。

また、これらの見通しに関しては、ｅ-まちタウン株式会社の経営者の判断により、今後
も、適宜、変更される可能性がございますので、ご注意願います。

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


