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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

※平成22年３月期は決算期変更により、平成21年10月１日から平成22年３月31日までの６ヶ月間の変則決算であったため、平成23年３月期第２四半期の対前
年増減率の記載は行っておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 6,999 62.6 325 △34.6 77 △83.4 △14 ―
23年3月期第2四半期 4,305 ― 498 ― 465 ― 196 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △153百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 84百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 △656.26 ―
23年3月期第2四半期 8,712.97 ―

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

24年3月期第2四半期 9,630 7,641 72.7 309,740.02
23年3月期 10,346 8,007 70.5 322,778.47
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,000百万円 23年3月期  7,294百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 5,000.00 ― 5,000.00 10,000.00
24年3月期 ― 5,000.00
24年3月期（予想） ― 5,000.00 10,000.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 14,000 38.1 600 △42.7 150 △80.7 △270 ― △11,946.90



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表
に対する四半期レビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。従いまして、実際の業績
は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 23,800 株 23年3月期 23,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,200 株 23年3月期 1,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 22,600 株 23年3月期2Q 22,600 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

＜平成23年第２四半期連結累計期間の業績全般＞ 

e-まちタウングループ（以下「当社グループ」）では、「メディア事業」、「広告代理事業」、「ソリューション

事業」の３つの分野において事業を展開しております。当第２四半期連結累計期間においては、急成長が見込まれる

送客予約サービス「EPARK（イーパーク）」の属するソリューション事業をはじめ、将来的に利益の見込める事業へ

の資源の集中を行ってまいりました。 

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は前年同期と比較して2,694百万円

（62.6％）増加の6,999百万円、営業利益は同172百万円（34.6％）減少の325百万円となりました。また経常利益

は、前年同期と比較して387百万円（83.4％）減少の77百万円となりました。四半期純損失は14百万円（前年同期は

四半期純利益196百万円）となりました。 

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分について、従来の「メディア広告事業」、「ソリュー

ション事業」の２区分から、「メディア事業」、「広告代理事業」、「ソリューション事業」の３区分に変更いたし

ました。以下に記載のセグメント別業績の前年同期比は、変更後のセグメント区分で組み替えた前年同期実績をもと

に算出しております。 

  

セグメント別の状況については、以下の通りです。 

  

＜メディア事業＞ 

メディア事業は、地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」、宿泊予約ポータルサイト「ベストリザーブ」等の業

種別予約ポータルサイト事業を中心に展開しております。 

「e-まちタウン」におきましては、掲載タウン数も319（第１四半期）から320へと展開し、順調に伸張いたしまし

た。ただし、その他飲食・宿泊等の業種別予約ポータルサイトにおいて東日本大震災以降の予約数減少の影響があり

ました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は前年同期と比較して672百万円（158.7％）

増加の1,095百万円、営業利益は27百万円（79.7％）減少の7百万円となりました。 

  

＜広告代理事業＞ 

広告代理事業には、主にモバイル広告を取り扱う株式会社ファイブエニー、株式会社ファーストチャージが属して

おります。 

当事業におきましては、取扱メディア数は4,687媒体（第１四半期比2.7％増）と継続して新規媒体の開拓を行い、

また、生産性の向上に努めながら顧客ニーズに沿った提案を行ってまいりましたが、東日本大震災以降の広告出稿高

減少の影響を受けた部分もありました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間における広告代理事業の売上高は前年同期と比較して68百万円（3.1％）

減少の2,167百万円、営業利益は80百万円（34.2％）減少の155百万円となりました。 

  

＜ソリューション事業＞ 

ソリューション事業には、前連結会計年度に連結子会社化したSBMグルメソリューションズ株式会社が運営する

「EPARK（イーパーク）」をはじめ、アミューズメント業界向けソリューションを提供する株式会社GOLUCK、不動産

業界向けソリューションを提供する株式会社エステートソリューション等が属しております。 

「EPARK（イーパーク）」の導入店舗数は1,751店舗（第１四半期比22.0％増）、会員数は約463万人（第１四半期

比5.0％増）と順調に拡大しております。同事業は、強い市場競争力を持ち、かつ将来にわたって安定した利益と高

い成長率が想定されるため、人的資源・開発費を集中的に投入いたしました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間におけるソリューション事業の売上高は前年同期と比較して2,055百万円

（118.6％）増加の3,788百万円、営業利益は68百万円（21.6％）減少の250百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

総資産は、現金及び預金の減少等により前連結会計年度末比で 百万円減少し 百万円となりました。 

負債は、仕入債務及び未払金の減少等により、前連結会計年度末比で 百万円減少し 百万円となりまし

た。 

純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末比で 百万円減少し 百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純

利益の計上 百万円、売上債権の減少 百万円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券取得によ

る支出 百万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額 百万

円等によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想に関しましては、全体として売上が好調に推移していること、注力事業への販管費・開発費な

どの予算増加を行うこと、また、過去の事業投資・開発投資について収益回収力と現在価値の再評価を積極的に行う

ことから、連結売上高14,000百万円、連結営業利益600百万円、連結経常利益150百万円、連結当期純損失270百万円

と見込んでおります。 

上記の業績予想は平成23年５月16日公表値から修正しております。詳細につきましては、平成23年11月８日に公表

しました「平成24年３月期第２四半期連結累計期間・通期業績予想の修正ならびに持分法投資損失および特別損益の

計上に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、業績見直し等の将来に関する情報は、現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいておりま

す。これらの業績見直し等に全般的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。 

  

  前連結会計年度末 
当第２四半期連結会計

期間末 
増減 

百万円 百万円 百万円 

総資産  10,346  9,630  △716

負債  2,339  1,988  △350

純資産  8,007  7,641  △365

716 9,630

350 1,988

365 7,641

  前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

百万円 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー  96  345

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,240  △532

財務活動によるキャッシュ・フロー  △199  △192

現金及び現金同等物の四半期末残高  3,493  1,510

345

90 53

532

474

192 113



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６

月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

  

（４）追加情報 

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,886,558 1,479,546

売掛金 2,006,491 1,911,269

商品 136,950 102,438

繰延税金資産 26,502 26,880

その他 529,881 410,544

貸倒引当金 △35,806 △29,251

流動資産合計 4,550,577 3,901,427

固定資産   

有形固定資産 60,054 66,383

無形固定資産   

のれん 1,954,037 1,832,404

その他 324,175 369,795

無形固定資産合計 2,278,212 2,202,200

投資その他の資産   

投資有価証券 3,219,666 3,158,224

長期貸付金 28,841 74,828

破産更生債権等 75,333 102,090

繰延税金資産 60,597 67,307

その他 198,423 209,268

貸倒引当金 △124,791 △151,577

投資その他の資産合計 3,458,071 3,460,140

固定資産合計 5,796,338 5,728,724

資産合計 10,346,916 9,630,151

負債の部   

流動負債   

買掛金 817,056 668,140

未払金 991,773 862,677

短期借入金 179,100 100,000

未払法人税等 83,341 88,103

未払消費税等 46,935 40,635

賞与引当金 24,197 52,041

ポイント引当金 7,710 5,080

その他 189,473 172,014

流動負債合計 2,339,588 1,988,693

負債合計 2,339,588 1,988,693



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,410,038 1,410,038

資本剰余金 1,316,890 1,316,890

利益剰余金 5,272,984 5,145,153

自己株式 △594,000 △594,000

株主資本合計 7,405,914 7,278,082

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △111,120 △277,958

その他の包括利益累計額合計 △111,120 △277,958

新株予約権 194,556 93,609

少数株主持分 517,978 547,723

純資産合計 8,007,328 7,641,457

負債純資産合計 10,346,916 9,630,151



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,305,230 6,999,925

売上原価 2,488,885 3,632,888

売上総利益 1,816,344 3,367,037

販売費及び一般管理費 1,317,555 3,041,070

営業利益 498,789 325,967

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,477 3,690

負ののれん償却額 2,004 －

雑収入 1,769 15,651

営業外収益合計 7,251 19,341

営業外費用   

支払利息 1,612 865

投資事業組合運用損 2,236 －

持分法による投資損失 31,238 213,368

貸倒引当金繰入額 2,972 49,878

雑損失 2,709 3,867

営業外費用合計 40,769 267,980

経常利益 465,271 77,328

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,917 －

貸倒引当金戻入額 105 －

投資有価証券売却益 3,789 8,183

事業譲渡益 8,506 －

持分変動利益 7,705 4,984

新株予約権戻入益 － 114,073

特別利益合計 22,024 127,241

特別損失   

固定資産除却損 49,351 19,246

固定資産売却損 － 1,024

投資有価証券評価損 － 68,621

子会社株式売却損 － 22,831

減損損失 － 2,290

和解金 17,637 －

特別損失合計 66,988 114,013

税金等調整前四半期純利益 420,307 90,556

法人税等 199,225 77,223

少数株主損益調整前四半期純利益 221,081 13,332

少数株主利益 24,168 28,164

四半期純利益又は四半期純損失（△） 196,913 △14,831



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 221,081 13,332

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △136,265 △166,768

その他の包括利益合計 △136,265 △166,768

四半期包括利益 84,816 △153,435

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 60,647 △181,668

少数株主に係る四半期包括利益 24,168 28,232



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 420,307 90,556

減価償却費 51,351 53,968

減損損失 － 2,290

のれん償却額 52,169 123,413

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,167 22,917

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,013 27,844

受取利息及び受取配当金 △3,477 △3,690

支払利息 1,612 865

投資有価証券売却損益（△は益） △3,789 △8,183

投資有価証券評価損益（△は益） － 68,621

投資事業組合運用損益（△は益） 2,236 －

子会社株式売却損益（△は益） － 22,831

持分変動損益（△は益） △7,705 △4,984

持分法による投資損益（△は益） 31,238 213,368

固定資産除売却損益（△は益） 49,351 20,270

事業譲渡損益（△は益） △8,506 －

新株予約権戻入益 － △114,073

売上債権の増減額（△は増加） 75,957 53,848

仕入債務の増減額（△は減少） △22,824 △145,843

その他 △251,928 △19,629

小計 393,146 404,393

利息及び配当金の受取額 4,268 3,392

利息の支払額 △500 △5,385

法人税等の支払額 △300,304 △75,890

法人税等の還付額 － 18,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,610 345,036



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △30,623 △12,874

無形固定資産の取得による支出 △88,120 △101,688

無形固定資産の売却による収入 100 8,376

投資有価証券の取得による支出 △698,581 △474,725

投資有価証券の売却による収入 110,468 40,513

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△579,838 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 1,075

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △5,130

事業譲渡による収入 8,506 －

短期貸付けによる支出 △70,000 △100,135

短期貸付金の回収による収入 142,283 112,043

長期貸付けによる支出 △49,000 △1,441

長期貸付金の回収による収入 10,123 5,533

その他 4,302 △4,056

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,240,381 △532,509

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △86,900 △79,100

配当金の支払額 △113,000 △113,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,900 △192,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,343,670 △379,573

現金及び現金同等物の期首残高 4,842,892 1,890,095

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △5,871 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,493,350 1,510,522



該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
メディア広告事業 ソリューション事業 

売上高  

外部顧客への売上高  2,587,415  1,717,814  4,305,230

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 25,851  15,144  40,995

計  2,613,267  1,732,958  4,346,225

セグメント利益  271,167  318,737  589,904

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  589,904

セグメント間取引消去  44

全社費用（注）  △91,160

四半期連結損益計算書の営業利益  498,789



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
メディア事業 広告代理事業 

ソリューショ
ン事業 

売上高  

外部顧客への売上高  1,082,806  2,129,666  3,787,452  6,999,925

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 12,717  37,600  898  51,216

計  1,095,524  2,167,266  3,788,351  7,051,142

セグメント利益  7,057  155,656  250,037  412,751

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  412,751

全社費用（注）  △86,783

四半期連結損益計算書の営業利益  325,967



  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当社は、第１四半期連結会計期間より、従来の「メディア広告事業」、「ソリューション事業」の２区分

から、「メディア事業」、「広告代理事業」、「ソリューション事業」の３つの報告セグメントに変更いた

しました。 

前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を当第２四半期連結累計期間において用いた報告セグメント

により区分すると次のとおりとなります。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

重要な該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
メディア事業 広告代理事業 

ソリューショ
ン事業 

売上高  

外部顧客への売上高  394,257  2,193,158  1,717,814  4,305,230

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 29,220  42,744  15,144  87,109

計  423,478  2,235,902  1,732,958  4,392,340

セグメント利益  34,740  236,449  318,737  589,927

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  589,927

セグメント間取引消去  22

全社費用（注）  △91,160

四半期連結損益計算書の営業利益  498,789

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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