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日本国内において圧倒的な知名度と利用者数を

誇るＹａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮの店舗・施設掲載サービス

携帯電話専用の「グルメ情報検索サイト」

地域情報ポータルサイト「ｅ-まちタウン」とも連携

飲食業界向飲食業界向飲食業界向飲食業界向けにけにけにけに通信通信通信通信ソリューションソリューションソリューションソリューション、、、、モバイルコンテンツモバイルコンテンツモバイルコンテンツモバイルコンテンツをををを提供提供提供提供・・・・販売販売販売販売

飲食業界飲食業界飲食業界飲食業界にににに特化特化特化特化したしたしたした直販営業組織直販営業組織直販営業組織直販営業組織ととととパートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップによるによるによるによる販売網販売網販売網販売網をををを全国全国全国全国３０３０３０３０地域以上地域以上地域以上地域以上でででで展開展開展開展開
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（単位：百万円）

連結業績予想

17期(2012年3月期) 連結業績予想

上記予想数値に関するご説明

① 2012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 今期は、将来ストック収益の積上げの為、獲得コストの先出しを予定している為、

前期比での売上高増加予想に対し、売上高営業利益率の低下を予想しております。

１７期（2012年3月期）連結業績予想16
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モバイル広告市場は、2010年に1,200億を突破し、今後もスマートフォンへ対応した広告手法が伸びることが予想され、

不振が続く広告業界において、今後もさらなる拡大が見込まれます。

モバイル広告販売に強みを持つ当社は、｢モバイル｣を中心とした事業を展開してまいります。

モバイル広告市場の拡大
1,201億(2010年)

モバイル広告市場の拡大
1,201億(2010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 2010年 日本の広告費※2010年は、201009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

16161616期期期期(201(201(201(2012222年年年年3333月期月期月期月期))))ののののテーマテーマテーマテーマ①①①① ～「～「～「～「モバイルモバイルモバイルモバイル」」」」をををを中心中心中心中心ににににビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンス拡大拡大拡大拡大～～～～
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ＳＢＭＳＢＭＳＢＭＳＢＭグルメソリューションズグルメソリューションズグルメソリューションズグルメソリューションズ㈱㈱㈱㈱

地域ポータルサイト「ｅ-まちタウン」及び宿泊予約サイト「ベストリザーブ」の掲載クライアントの獲得、及び会員ユーザーの
獲得を同時に多数地域で展開します。

地域ポータルサイト「ｅ-まちタウン」及び宿泊予約サイト「ベストリザーブ」の掲載クライアントの獲得、及び会員ユーザーの
獲得を同時に多数地域で展開します。

「EPARK」を予約のできるあらゆる業界に展開し、EPARKのクライアントの獲得、及び「e-まちタウン」「ベストリザーブ」など
の自社運営サイトの会員ユーザーの相互乗り入れを実現し、サイトの活性化と売上増大を目指します。

「EPARK」を予約のできるあらゆる業界に展開し、EPARKのクライアントの獲得、及び「e-まちタウン」「ベストリザーブ」など
の自社運営サイトの会員ユーザーの相互乗り入れを実現し、サイトの活性化と売上増大を目指します。

全国展開

318ｻｲﾄ

ｸﾗｲｱﾝﾄ数

5.1万社

日本最大級の地域ポータルサイト

加盟ホテル

約8,500軒

会員数

約55万人

ビジネス向けホテル予約No.１

共同購入

ｸｰﾎﾟﾝｻｲﾄ

全国展開

31地域

堅実なｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝで成長率Ｎｏ.１

「e-まちタウン」の掲載クライアントの獲得

及び会員ユーザーの獲得

「e-まちタウン」の掲載クライアントの獲得

及び会員ユーザーの獲得

「ベストリザーブ」の掲載ホテルの獲得

及びホテル向け通信ソリューションの販売

「ベストリザーブ」の掲載ホテルの獲得

及びホテル向け通信ソリューションの販売

「Ｓｈａｒｅｅｅ」の掲載クライアントの獲得

及び飲食店向けソリューションの販売

「Ｓｈａｒｅｅｅ」の掲載クライアントの獲得

及び飲食店向けソリューションの販売

直販部隊直販部隊 合弁・代理店網合弁・代理店網 システム運営システム運営

飲食業界飲食業界 ホテル業界ホテル業界 その他予約産業その他予約産業

今後のビジョン・事業戦略

16161616期期期期(201(201(201(2012222年年年年3333月期月期月期月期))))ののののテーマテーマテーマテーマ②②②② ～～～～「「「「集客集客集客集客・・・・予約予約予約予約」」」」でででで各各各各GrpGrpGrpGrpサイトサイトサイトサイトがががが提携提携提携提携ししししシナジーシナジーシナジーシナジー生生生生むむむむ～～～～
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2011年３月期 期末配当及び2012年３月期 配当予想について

中間 5,000円 期末 5,000円10,000円2007年9月期（実績）

配当推移

配当金額（通期） 配当金内訳

2012年３月期

（予想）
10,000円

（予想）中間 5,000円

（予想）期末 5,000円

2011年３月期

（確定）※1
10,000円

（実績）中間 5,000円

（確定）期末 5,000円

2010年3月期

（6ヶ月 実績） ※2
5,000円 期末 5,000円

2009年9月期（実績） 10,000円 中間 5,000円 期末 5,000円

2008年9月期（実績） 10,000円 中間 5,000円 期末 5,000円

★１株10,000円（通期）の配当を継続実施

※1 2011年3月期の期末配当金の支払開始日は、平成23年6月27日です。

※2 2010年3月期は決算期変更により、2009年10月から2010年3月までの変則6ヶ月決算です。

参考資料21



佐仮 利明執行役員社長執行役員

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

資本金 14億1,004万円（2011年3月末）

従業員数 173名（Grp全体/2011年3月）

取締役会構成

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

社外取締役 玉村 剛史
株式交換により、㈱ベストリザーブをSBMグルメソリューションズ㈱
の完全子会社とする。1月

2011年

アミューズメント業界向けのソリューション・システムを開発する
㈱アベレージ・アップを子会社化。12月

2010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、
㈱bjリーグマガジンを設立。

4月

地域へ情報通信インフラを提供する関西ブロードバンド㈱と資本提
携を実施。同社及び徳之島ビジョン㈱、壱岐ビジョン㈱へ出資。12月

沿革

2008年 12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。

2009年

1月 介護の求人サイト「かいごわーく」オープン。

2月 ㈱ビューティーホールディングスへ出資。

3月 リブラ プラス㈱（旧ソフトバンクリブラ㈱）へ出資。

4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。

5月 オリコン㈱との合弁会社「 ㈱ ORIMO」へ出資、同社を子会社化。

6月
結婚関連ポータルサイト「結婚準備室」を運営する
㈱結婚準備室（旧㈱総合生活）を子会社化。

8月
不動産業界を対象にソリューション商品を展開する
㈱エステートソリューションを子会社化。

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

4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
㈱GOLUCKを子会社化。

5月 業種特化型小企業向けにITパッケージを提供する㈱SBRへ出資。

8月 ㈱シェアリーによるクーポン共同購入サイト「Shareee.jp」を運営開始。

2月
第三者割当増資の引受けにより、SBMグルメソリューションズ㈱を
子会社化。

会社概要

参考資料22



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
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