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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

売上高 （千円） 3,304,594 6,290,941 5,421,769 7,225,911 8,205,446

経常利益 （千円） 505,565 1,141,775 914,487 1,150,489 1,072,296

当期純利益 （千円） 589,994 1,241,849 874,898 1,057,251 671,300

純資産額 （千円） 2,727,596 5,664,588 6,542,284 6,930,822 7,510,834

総資産額 （千円） 3,331,545 6,453,912 7,341,276 8,065,544 8,654,603

１株当たり純資産額 （円） 265,640.53 476,015.86 549,536.73 304,590.21 324,274.28

１株当たり当期純利

益
（円） 57,459.55 107,808.76 73,520.87 45,253.25 29,703.57

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
（円） ― 105,734.28 ― ― 29,597.86

自己資本比率 （％） 81.9 87.7 89.1 85.3 84.7

自己資本利益率 （％） 21.6 29.6 14.3 15.8 9.4

株価収益率 （倍） 19.7 19.8 13.3 7.9 11.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 673,064 910,712 1,057,934 1,340,861 846,772

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △27,321 27,848 △217,943 △780,610 △892,079

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） ― 1,686,705 △10,800 △713,000 △226,000

現金及び現金同等物

の期末残高
（千円） 2,587,059 5,212,252 6,041,460 5,888,711 5,617,404

従業員数

（外、平均臨時雇用

者数）

（名）
30

(17)

86

(23)

98

(33)

135

(23)

171

(20)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第９期、第11期及び第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式

がないため、記載しておりません。

３　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。

４　証券取引法第193条の２に基づき、第９期の連結財務諸表については三優監査法人により、第10期及び第11期

の連結財務諸表についてはあずさ監査法人により、また、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき、第12

期及び第13期の連結財務諸表についてはあずさ監査法人により監査を受けております。

５　平成19年１月１日付で、普通株式１株を２株に分割しております。

６　第11期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

売上高 （千円） 3,293,824 1,974,705 1,167,812 1,190,513 1,240,871

経常利益 （千円） 507,209 286,772 500,356 264,572 1,382,172

当期純利益 （千円） 591,708 550,575 716,278 558,850 1,409,782

資本金 （千円） 566,685 1,410,038 1,410,038 1,410,038 1,410,038

発行済株式総数 （株） 10,268 11,900 11,900 23,800 23,800

純資産額 （千円） 2,729,311 4,975,029 5,694,105 5,584,241 6,794,640

総資産額 （千円） 3,332,279 5,087,632 5,809,537 5,811,474 7,031,812

１株当たり純資産額 （円） 265,807.47 418,069.67 478,261.13 245,006.98 296,529.25

１株当たり配当額

（内１株当たり中間

配当額）

（円）
―

(―)

―

(―)

―

(―)

10,000

(5,000)

10,000

(5,000)

１株当たり当期純利

益
（円） 57,626.48 47,797.15 60,191.46 23,920.31 62,379.77

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
（円） ― 46,877.42 ― ― 62,157.78

自己資本比率 （％） 81.9 97.8 98.0 95.3 95.3

自己資本利益率 （％） 24.3 14.3 13.4 10.0 23.0

株価収益率 （倍） 19.6 44.8 16.3 14.9 5.2

配当性向 （％） ― ― ― 41.8 16.0

従業員数

（外、平均臨時雇用

者数）

（名）
30

(17)

27

(22)

38

(32)

47

(19)

58

(14)

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第９期、第11期及び第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式

がないため、記載しておりません。

３　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。

４　証券取引法第193条の２に基づき、第９期の財務諸表については三優監査法人により、第10期及び第11期の財

務諸表についてはあずさ監査法人により、また、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき、第12期及び第

13期の財務諸表についてはあずさ監査法人により監査を受けております。

５　平成19年１月１日付で、普通株式１株を２株に分割しております。 

６　第11期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。
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２【沿革】

年月 概要

平成７年10月 株式会社クレイフィッシュとして東京都渋谷区神南一丁目11番５号に設立（資本金10,000千円）

平成８年３月 東京インターネット株式会社と業務提携・TokyoWeb（ホスティングサービス）運用開始

平成８年10月 業容拡大に伴い、本店を東京都新宿区新宿二丁目５番12号に移転

平成９年４月 ITOCHU Technology Inc.と業務提携・ホスティングサービス運用開始

　 業容拡大に伴い、本店を東京都新宿区新宿五丁目10番15号に移転

平成10年５月 株式会社光通信と業務提携・ヒットメール（インターネット総合サービス）運用開始

平成10年11月 業容拡大に伴い、本店を東京都新宿区新宿二丁目19番13号に移転

平成11年３月 株式会社光通信の子会社となる

平成11年11月 業容拡大に伴い、本店を東京都新宿区西新宿三丁目７番１号に移転

平成12年３月 米国Nasdaq National Marketに米国預託株式（以下「ADS」という）を登録

　 東京証券取引所マザーズに上場

平成12年11月 株式会社光通信と業務提携を解消

平成12年12月 イントラネッツ株式会社を子会社とする

平成13年２月 「ヒットメール」を「デスクウイング」に名称変更

平成13年12月 本店を東京都豊島区池袋二丁目２番１号に移転

平成14年１月 イントラネッツ株式会社を子会社から除外とする

平成14年３月 日本ネットワークアソシエイツ株式会社とライセンスプログラム契約開始

平成14年８月 株式会社コール・トゥ・ウェブと業務委託締結・デスクウイングのサポート業務委託開始

平成14年９月 グローバルメディアオンライン株式会社と業務委託締結・デスクウイングの開発・運用・請求業

務委託開始

平成14年10月 本店を東京都豊島区池袋二丁目16番13号に移転

平成15年２月 ソフトウエア事業の開始

平成15年３月 本店を東京都豊島区南池袋二丁目49番７号に移転

平成15年３月 広告メディアの販売事業の開始

平成15年９月 ハードウエア事業の開始

平成15年９月 本店を東京都豊島区南池袋一丁目16番15号に移転

平成15年10月 子会社、株式会社サイバージョイを設立

平成15年11月 米国Nasdaq National MarketのADSを登録廃止

平成16年８月 米国集団訴訟の終結

平成16年12月 株式会社ファイブエニー、株式会社ファーストチャージを子会社化

平成17年１月 ハードウエア事業の撤退

平成17年９月 ソフトウエア事業営業譲渡

平成18年２月 「e-まちタウン株式会社」へ商号変更

平成19年12月 株式会社ベストリザーブを子会社化

平成20年３月 本店を東京都豊島区南池袋三丁目13番5号 南池袋ビルに移転
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（e－まちタウン株式会社）、子会社６社、持分法適用関連会社１社に

より構成されており、「メディア広告事業」、「サーバー事業」及び「ソリューション事業」を行っております。事業区分

における当社グループの事業内容は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項　セグメン

ト情報」に記載のとおりであります。また、当社と各関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

（１）メディア広告事業

　当社において、自社媒体である地域情報ポータルサイト「e－まちタウン」を運営しております。

　㈱ファイブエニーにおいて、自社が運営するモバイルメディアを利用者に提供するとともに、モバイルレップとし

てモバイル上の広告及び媒体（メディア）を広告代理店へ提供しております。

　㈱ファーストチャージにおいて、インターネット上の広告を様々な業種のクライアントに対してプランニング・提

案し、効率的且つ効果的なセールス・プロモーションを実現させる広告代理業を行っております。

　㈱ベストリザーブにおいて、インターネット上で宿泊予約サイト「ベストリザーブ」を運営しております。

（２）サーバー事業

　当社において、主力商品「デスクウイング」及びホスティングサービスの提供を行っております。

（３）ソリューション事業

　当社において、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っております。なお、当連結会計年

度より、従来の「その他事業」を「ソリューション事業」へと変更しております。

　当社の事業系統図は、以下のとおりです。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
又は被所有割合
（％）

関係内容

（親会社） 　  　 被所有 　

㈱光通信

（注）１、２
東京都豊島区 54,259

情報通信

サービス業

74.4

(0.3)
役員の兼任あり

（連結子会社） 　  　  　

㈱ファイブエニー

 （注）３

東京都豊島区 490 メディア広告事業 100.0 役員の兼任あり

㈱ファーストチャージ

（注）３

東京都豊島区 200 メディア広告事業 100.0 役員の兼任あり

　

㈱サイバージョイ 東京都豊島区 10 メディア広告事業 100.0 役員の兼任あり

㈱シーク

 （注）１
東京都豊島区 10 メディア広告事業

100.0

(100.0)
役員の兼任あり

㈱ベストリザーブ

（注）３

大阪府大阪市

 中央区
351 メディア広告事業 60.0 役員の兼任あり

㈱モノリス

 （注）１

大阪府大阪市

 中央区

20 メディア広告事業 60.0

(60.0)

―

（持分法適用関連会社） 　  　  　

㈱ユードー 神奈川県横浜市

 神奈川区

69 ゲーム企画・

制作・開発・運営業

21.4 ―

　（注）１　「議決権の所有（被所有）割合」の（内書）は、間接所有であります。

２　有価証券報告書提出会社であります。

３　特定子会社であります。

４　株式会社ファイブエニー及び式会社ファーストチャージについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高

を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。主要な損益情報は以下のとおりです。    

　

主な損益情報等

売上高

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益

（百万円）

純資産高

（百万円）

総資産高

（百万円）

㈱ファイブエニー 2,662 162 76 621 952

 ㈱ファーストチャージ 6,040 856 500 650 1,685
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

メディア広告事業 139 (17)

サーバー事業 1  

ソリューション事業 ―  

全社・共通 31 (3)

合計 171 (20)

　（注）１　従業員は就業人員であり、臨時雇用者は（　）内に年間の平均人員を概数で記載しております。

２　全社・共通として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しております。

３　従業員数が前連結会計年度末に比べ36名増加しておりますが、この主な理由は、ベストリザーブの買収、メ

ディア広告事業の営業力強化及び管理部門の強化によるものであります。

４　従来の「その他事業」は、当連結会計年度より「ソリューション事業」に変更しております。なお、名称変更

に伴う区分の変更はありません。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

58（14） 30.1 2.6 4,723

　（注）１　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

２　臨時従業員には、アルバイト及び派遣社員を含んでいます。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４　従業員数が前会計年度末に比べ11名増加しておりますが、この主な理由は、管理部門の強化によるものであり

ます。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　 わが国におけるインターネット関連業界は、ブロードバンド化、モバイル化の進展により市場成長が続いておりま

す。PCについてはFTTHやDSLの契約数が平成20年6月には2,934万回線となり（総務省調べ）、携帯電話では定額料金

制の普及を背景に、高速データ通信が可能な第3世代携帯電話の加入者数が平成20年9月に9,365万人となるなど（電気

通信事業者協会調べ）拡大基調が続いております。

　また、インターネット広告の分野でも、インターネット広告全体の市場規模が平成19年には6,003億円（前年比24.4％

増、㈱電通「2007年日本の広告費」より）と同期間の雑誌広告を上回る規模に成長し、中でもモバイル広告は621億円

（前年比59.2％増、㈱電通「2007年日本の広告費」より）と、インターネット広告全体を上回る成長を果たしておりま

す。モバイル広告市場は平成23年度に1,280億円を超える市場規模となることが予測されており（㈱電通総研「2007年

～2011年のインターネット広告費に関する試算」より）、今後におきましても引き続き成長分野として有力なマー

ケットとなっております。さらに同分野は今後端末や通信方式の進化により、パソコン並みの通信や表現が可能とな

り、利便性の向上とともに、ますます我々の生活に不可欠なものとなる見通しです。

　このような環境の中、当社グループといたしましては、顧客満足度、広告効果、独自性を追求した「No.1モバイルイン

ターネットカンパニー」を目指し、主にモバイル広告を主軸とした収益モデルを確立すべく事業活動を行うととも

に、当社の事業展開上シナジーが見込める会社に対し積極的に事業投資を進めております。

＜メディア広告事業＞

　メディア広告事業におきましては、大きく分けて２つの広告市場をターゲットに事業を推進しております。一つは、

近年において成長著しいモバイル広告市場、もう一つはセールスプロモーション広告（SP広告）を中心としたローカ

ル広告市場であります。ローカル広告市場においては、自社媒体である地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」を運

営し、コンテンツ・サービス内容の充実、ユーザビリティの向上を図ることで、利用者及び会員数の増加並びに媒体価

値の向上に努めております。

　当連結会計年度におきましても、引き続きモバイルメディア広告事業での取扱高が堅調に推移いたしました。モバイ

ルメディア広告における取扱メディア数は2,504媒体（第3四半期比 9.4％増）、クライアント社数につきましても

2,055社（第3四半期比 16.5％増）と、引き続き堅調に推移しております。また、全国の市区町村で展開している地域情

報ポータルサイト「e-まちタウン」におきましては、2008年９月末までに全国各地域で新たに12のタウンを運営開始

し、全国311タウンを数えるまでになりました。今後におきましても、既存事業分野では販売力のさらなる強化による

市場シェアの拡大、利益率の向上などに努めるとともに、積極的に新規事業の展開を進めてまいります。

　以上の結果、当連結会計年度におけるメディア広告事業の売上高は7,366百万円（前年同期比：13.1％増）、営業利益

は709百万円（前年同期比：18.7％減）となりました。

＜サーバー事業＞

　サーバー事業におきましては、主力商品「デスクウイング」を中心に、ホスティングサービスの提供を行っておりま

す。当事業では既存顧客への満足度向上に努めるとともに、強固で安定的な取引関係を目指すべく活動しております。

当連結会計年度におきましては、様々なオプションサービスを新たに提供することで、さらなる顧客満足度の増大を

図るとともに、新たな付加価値を提供することで、顧客当たり単価の増加を目指してまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度におけるサーバー事業の売上高は617百万円（前年同期比：9.6％減）、営業利益は406百

万円（前年同期比：12.0％減）となりました。

＜ソリューション事業＞

　当連結会計年度より、従来の「その他事業」を「ソリューション事業」へと変更しております。ソリューション事業

では、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ってまいり

ました。

　以上の結果、当連結会計年度におけるソリューション事業の売上高は220百万円（前年同期比：716.2％増）、営業利

益は137百万円（前年同期は315千円の営業損失）となりました。
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　上記の営業活動により、連結売上高につきましては期初計画を達成いたしましたが、一方、利益面では、期中に買収し

た連結子会社「ベストリザーブ」をはじめとして、新規事業への積極的な投資を進めた結果、のれん償却額の増加に

伴い販売管理費が大きく増加したことなどを理由とし、11月7日付で通期業績予想の修正を行っております。

　以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は8,205百万円（前年同期比：13.6％増）、営業利益1,057

百万円（前年同期比：11.2％減）、経常利益1,072百万円（6.8％減）、当期純利益671百万円（前年同期比：36.5％減）

となりました。

　単体における当事業年度の売上高は1,240百万円（前年同期比：4.2％増）、営業利益164百万円（前年同期比：44.0％

減）、経常利益1,382百万円（422.4％増）、当期純利益1,409百万円（前年同期比：152.3％増）となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,340 846

投資活動によるキャッシュ・フロー △780 △892

財務活動によるキャッシュ・フロー △713 △226

現金及び現金同等物の期末残高 5,888 5,617

　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、期首残高に比べ271百万円減少し、5,617百万円となりました。

　各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、846百万円の収入（前年同期：1,340百万円の収入）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益1,057百万円を計上したこと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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、892百万円の支出（前年同期：780百万円の支出）となりました。これは主

に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出485百万円、投資有価証券取得による支出505百万円等による

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、226百万円の支出（前年同期：713百万円の支出）となりました。これは配当

の実施によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社の業務は、インターネット総合サービスであり、生産は行っておりませんので、記載事項はありません。

(2）受注実績

　当社は受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載事項はありません。

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 販売高（百万円） 前年同期比（％）

メディア広告事業 7,366 13.1

サーバー事業 617 △9.6

ソリューション事業 220 716.2

合計 8,205 13.6

（注）１　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３　当連結会計年度より、従来の「その他事業」を「ソリューション事業」へと変更しております。

４　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％）

株式会社エスダブリューディー 1,110 15.4 1,093 13.3

株式会社ＡＰＥＸホールディングス 1,102 15.3 591 7.2

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　当社グループは、メディア広告事業を中核事業とし、今後も成長が予想されるインターネット市場において、継続的

な成長を目指せる経営基盤を構築してまいります。

　上記で掲げた目標を達成するため、販売力及び商品力を強化し、今後もお客様のニーズに合った様々な商品を迅速か

つ的確に提供していくとともに、当社グループが提供する商品をご利用されるすべての皆様にご満足いただくことを

目指してまいります。各事業の施策は以下のとおりです。

＜メディア広告事業＞

　当社グループでは、大きく分けて２つの広告市場をターゲットに事業を推進しております。一つは、モバイル広告

市場、もう一つはセールスプロモーション広告（SP広告）を中心としたローカル広告市場であり、両市場におい

て広告媒体の開発・運営並びに広告販売を行っております。モバイル広告市場においては、取扱メディアの拡充を

推進することで、クライアントのニーズに対して迅速に対応できる体制を整えてまいります。また、商品力の強化を

行うとともに自社メディア比率を増やすことで利益率の改善を図ってまいります。今後も引き続き、当社の既存事

業とのシナジーを創出する事業へ投資を行うとともに、既存投資案件の収益化についても実現を目指してまいりま

す。また、シナジー効果創出や事業間の連携を図る目的で、投資先企業との間での人材交流を進めてまいります。

　ローカル広告市場においては、自社媒体である地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」を運営し、コンテンツ・

サービス内容の充実、ユーザビリティの向上を図ることで利用者及び会員数の増加並びに媒体価値の向上に努めて

おります。これらのローカル広告を自社だけでなく各地域に張り巡らせたパートナーシップ網を通じて拡販してお

り、当該事業により継続的な成長を見込める経営基盤の構築を進めてまいります。

＜サーバー事業＞

　今後も引き続き品質を重視したサービスを提供し顧客満足度を向上させることで、低い解約率を維持し、安定した

収益の確保を目指してまいります。

＜ソリューション事業＞

　今後も引き続き、主に通信コスト削減の提案など、法人向けソリューションサービスの提供を行うとともに、携帯

電話を活用したソリューションサービスの新規開発を行い、同サービスの顧客獲得を進めてまいります。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの事業展開等でリスク要因の可能性があると考えられる主な事項を下記に記載しております。当社グ

ループではコントロールできない外部要因や、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと思われ

る事項を含め、投資家の投資判断上重要と考えられる事項についても以下に開示しております。当社グループは、こ

れらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の予防及び発生時の対応に努めてまいります。

　また、その他のリスク及び現在当社グループが把握していない条件並びに実在していないと思われる不確定条件も

当社グループの業務を害することがあり得ますのでご留意ください。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日（平成20年12月24日）

現在において判断したものであります。

１．インターネット市場に関わるリスクについて

　当社グループの各事業は直接・間接的にインターネットに関連しています。これより当社グループの各事業が成

功する基本的な条件は、PC及びモバイルのインターネット上での情報通信及び商業利用が今後も普及し、エンド

ユーザーにとって快適なインターネットの利用環境が促進されることとなります。この条件が満たされない場合、

当社グループの各事業に影響を及ぼすことが予想されます。

２. 新規事業に関するリスク

　当社グループは、今後、新規事業を行う可能性もあります。当社グループは収益の向上のため、最善を尽くしており

ますが、新しい事業戦略が成功する保証は無く、損失を被る可能性もあります。仮に短期において、利益を計上する

ことに成功したとしても、長期において収益を計上し続けられる保証はありません。

３．事業投資に係るリスク

　当社グループでは、事業戦略に基づき日本国内外におけるインターネット関連企業に対しても投資を実施してお

ります。これらの投資は、それぞれの投資先と当社グループとの事業シナジー等の効果を期待して実行しておりま

すが、これらの投資が回収できなくなる場合も考えられます。また、投資先企業の今後の業績によっては、当社グ

ループの損益に影響を与える可能性が考えられます。

４．第三者への依存

　業務の委託先である第三者が、当社グループの委託した業務を遂行できるよう、当社グループは最善の配慮を尽く

しておりますが、かかる第三者が当社グループの要望通りに業務の遂行を行うことが出来ない場合若しくは行わな

い場合、当社グループの事業・評判に悪影響を及ぼす可能性があります。また、第三者に業務を委託したことによ

り、顧客対応のプロセスが長くなり、その結果、顧客の要望への対応が遅くなる可能性があります。

５．顧客ベースを維持できない場合及び効果的な販売経路の開拓ができない場合のリスク

　当社のサーバー事業では（主力商品名：「デスクウイング」）顧客維持及び新規顧客の開拓に今後の当事業経営

成績がかかっております。当社は既存顧客の解約率低下のために、最善を尽くしておりますが、当社が解約率を下げ

ることができず、また、「デスクウイング」の新規顧客の獲得が難しい場合、当社の収益率の維持・向上は困難にな

ると予想されます。

６．市場での競争に関するリスク

　当社グループが属するインターネット業界は企業間の競争が激しい市場であります。一部の競合企業は、当社と比

較した際、財政面・技術面・マーケティング面でより豊かな経営資源を有し、顧客ベースも大きく、知名度も高く、IT

業界においてより確立した地位を築いております。当社は、自社開発や事業提携により新商品・新サービスをリ

リースし、商品差別化と利益率の改善により競争力の強化を図っておりますが、有限であるリソースを有効利用す

るために選択と集中を行った結果、特定の分野において当社が競争力を維持することが困難になるかもしれませ

ん。

７．システムの誤作動・機能停止の可能性に関するリスク

　システムを正常に稼動させるためには、中断することなく、当社のネットワークのインフラを提供する必要があり

ます。安全に関しまして、当社は万全の対策をとっておりますが、自然災害及びその他の不可抗力によりサービスの

提供が中断される恐れがあります。その結果、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。
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８．個人情報管理に関するリスク

　当社グループの各事業においては、様々な個人情報を保有しております。当社グループでは、当該個人情報の管理

には万全の体制を整えております。しかし、情報管理について瑕疵及びその他の不慮の事故が生じた場合には、当社

グループへのイメージダウン、信頼の低下につながり、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

９. 当社の取締役及び重要な使用人を失った場合のリスク

　当社グループの業務運営は主に、現取締役及び少数の主要な従業員に依存しており、その知識や経験並びに当該人

材と業務パートナーとの信頼関係に依拠しております。当社グループが有能な人材を失った場合及び有能な人材を

今後採用できない場合、当社グループの業務に影響を及ぼす可能性があります。

10. 法的規制等について

　総務省は、平成19年12月に各通信キャリアに対し、青少年が使用する携帯電話に対し、「フィルタリングサービ

ス」の導入促進に関する要請を行いました。また、平成20年６月には、「青少年が安全に安心してインターネットを

利用できる環境の整備等に関する法律」が成立いたしました。当社グループは様々なメディアより広告枠の卸売り

を受け、クライアント企業に対し広告枠の販売を行っております。万が一、当社が広告枠の卸売りを受けたメディア

が何らかの法的規制を受ける場合、また新たな法令等が定められ、事業運営に制約を受ける場合、想定される広告効

果が得られず、広告枠販売の減少につながるなど、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

11. 繰越欠損金について

　当社グループでは、過去の損失による税務上の繰越欠損金が存在し、通常より低い税負担率で推移しておりまし

た。当期以降、当該繰越欠損金の解消とともに税負担率が上昇し、当期純利益及びキャッシュ・フローに影響を及ぼ

す可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

　経営上の重要な契約等は次のとおりであります。

(1）ＧＭＯインターネット株式会社

契約の名称 業務委託基本契約書

相手先 ＧＭＯインターネット株式会社

主な契約内容 デスクウイングに関する開発・運用・請求業務を委託

締結年月日 平成14年９月30日

契約期間

平成14年９月１日から平成17年８月31日

（但し、期間満了１ヶ月前までにいずれかの当事者から別段の意思表示がない場合には１年ごと

の自動更新）

(2）株式会社コール・トゥ・ウェブ

契約の名称 業務委託基本契約書

相手先 株式会社コール・トゥ・ウェブ

主な契約内容 デスクウイングに関するコールセンター業務の委託

締結年月日 平成14年８月１日

契約期間

平成14年８月１日から平成19年７月31日

（但し、期間満了１ヶ月前までにいずれかの当事者から別段の意思表示がない場合には１年ごと

の自動更新）

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）財政状態

  当連結会計年度における資産は、投資有価証券の取得及び本社移転に伴う固定資産の取得等により、前連結会計

年度末比で589百万円増加し8,654百万円になりました。負債は、前連結会計年度比で9百万円増加し1,143百万円とな

り、純資産は、当期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比で580百万円増加し7,510百万円に

なりました。

(2）経営成績

　当連結会計年度におきましては、顧客満足度、広告効果、独自性を追求した「No.1モバイルインターネットカンパ

ニー」を目指し、主にモバイル広告を主軸とした収益モデルを確立すべく事業活動を行うとともに、当社の事業展

開上シナジーが見込める会社に対し積極的に事業投資を進めてまいりました。

　その結果、売上高は8,205百万円（前年同期比：13.6％増）、営業利益は1,057百万円（前年同期比：11.2％減）、経

常利益は1,072百万円（前年同期比：6.8％減）、税金等調整前当期純利益は1,057百万円（前年同期比：8.0％減）と

なりました。

　なお、事業別の分析は「第２　事業の状況　１　業績等の概要」をご参照ください。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は79百万円であります。

　設備投資のうち主なものは、事業拡大に伴う本社移転による設備投資57百万円となっております。

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

　 平成20年９月30日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別セグ
メントの名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（名）

建物
工具器具及
び備品

合計

本社

（東京都豊島区）

全社

メディア広告事業

その他

ネットワーク関連

設備

本社設備

21,655 27,910 49,566 58

　（注）１　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　現在休止中の主要な設備はありません。

(2）国内子会社

　 平成20年９月30日現在

会社名
事業所名

 （所在地）

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（名）

建物
工具器具
及び備品

合計

㈱ファイブエニー
本社

（東京都豊島区）

メディア

広告事業

ネットワーク

関連設備

本社設備

5,289 5,435 10,725 18

㈱ファースト

チャージ

本社

（東京都豊島区）

メディア

広告事業
本社設備等 15,783 4,165 19,949 78

㈱ベストリザーブ
本社

（大阪市中央区）

メディア

広告事業

サービス用

設備等

本社設備

1,172 11,157 12,330 17

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 81,992

計 81,992

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成20年12月24日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,800 23,800
東京証券取引所

マザーズ

権利内容になんら限定

のない当社における標

準となる株式     

計 23,800 23,800 ― ―
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成17年12月22日定時株主総会決議（平成18年８月11日取締役会決議）

 
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 240 240

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 480 480

新株予約権の行使時の払込金額（円） 535,185 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月28日

至　平成23年８月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

535,185

267,593
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　会社が消滅会社となる合併

契約書が承認された場合、会

社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案並びに株

式移転の議案につき株主総会

で承認された場合には、取締

役会の決議をもって、対象者

の有する新株予約権の全部を

無償で消却することができ

る。

同左

　（注）１　対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していることを

要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合はこの限りでな

い。

２　対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。

３　対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。

４　その他の条件については、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。

②平成17年12月22日定時株主総会決議（平成18年11月29日取締役会決議）

 
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 83 83

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 166 166

新株予約権の行使時の払込金額（円） 519,809 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年12月13日

至　平成23年12月12日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

519,809

259,905
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左
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事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　会社が消滅会社となる合併

契約書が承認された場合、会

社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案並びに株

式移転の議案につき株主総会

で承認された場合には、取締

役会の決議をもって、対象者

の有する新株予約権の全部を

無償で消却することができ

る。

同左

　（注）１　対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していることを

要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合はこの限りでな

い。

２　対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。

３　対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。

４　その他の条件については、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。

会社法第236条、第239条並びに第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成20年２月27日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 148 148

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（株） ― ―

新株予約権の目的となる株式の数（株） 148 148

新株予約権の行使時の払込金額（円） 877,695 同左

新株予約権の行使期間
自　平成23年２月28日

至　平成30年２月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

877,695

438,848
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　会社が消滅会社となる合併

契約書が承認された場合、会

社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案並びに株

式移転の議案につき株主総会

で承認された場合には、取締

役会の決議をもって、対象者

の有する新株予約権の全部を

無償で消却することができ

る。

同左

　（注）１　対象者が当社従業員である場合は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地
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位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定める正当な理由が

ある場合はこの限りでない。

２　対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。

３　対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。

４　その他の条件については、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成17年９月30日 1,632 11,900 843,353 1,410,038 851,788 1,316,890

平成19年１月１日 11,900 23,800 ― 1,410,038 ― 1,316,890

　（注）１　平成17年９月30日

第３回無担保新株引受権付社債の新株引受権の行使（平成16年10月１日～平成17年９月30日）による増加

２　平成19年１月１日

１株を２株に株式分割を行ったことによる発行済株式総数11,900株の増加

（５）【所有者別状況】

　 平成20年９月30日現在

区分

株式の状況
端株の

状況

（株）

政府及び

地方公共

団体

金融機関
金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 3 23 23 22 3 1,368 1,442 ―

所有株式数

（株）
― 205 383 16,984 999 6 5,223 23,800 ―

所有株式数

の割合

（％）

― 0.86 1.61 71.36 4.20 0.02 21.95 100.00 ―

　（注）　自己株式1,200株は、「個人その他」に含めて記載しております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社光通信 東京都豊島区南池袋１丁目16-15 16,738 70.33

バイエリッシュ　フエラインスバ

ンク　アーゲー　カスタマー　アカ

ウント

AM SEDERANGER 5, MUNICH, F.R.

GERMANY

512 2.15

（常任代理人　株式会社三菱東京

UFJ銀行）

（東京都千代田区丸の内２丁目7-1）   

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目2-10 187 0.79

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.

K

175 0.74

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

（東京都中央区日本橋茅場町１丁目2-4）   

バンク　オブ　ニューヨーク　ジー

シーエム　クライアント　アカウン

ト　ジェイピーアールディ　アイエ

スジー　エフイーエイシー

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET

STREET LONDON EC4A 2BB UNITED

KINGDOM

116 0.49

（常任代理人　株式会社三菱東京

UFJ銀行）

（東京都千代田区丸の内２丁目7-1）   

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目9-1 113 0.47

株式会社SBI証券(自己融資口） 東京都港区六本木１丁目6-1 103 0.43

株式会社コール・トゥ・ウェブ 東京都豊島区南池袋１丁目16-15 84 0.35

相場　みどり 秋田県秋田市 60 0.25

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セ

キュリティーズ（ジャパン）リミ

テッド（ビー・エヌ・ピー・パリ

バ証券会社）

東京都千代田区丸の内１丁目9-1 60 0.25

計 ― 18,148 76.25

　（注）上記のほか、自己株式が1,200株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,200 ―

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 22,600 22,600 同上

端株 ― ― ―

発行済株式総数 23,800 ― ―

総株主の議決権 ― 22,600 ―

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

e-まちタウン株式会社 
東京都豊島区南池袋

３丁目13-5
1,200 ― 1,200 5.04

計 ― 1,200 ― 1,200 5.04
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行

する方法によるものであります。

　当該制度の内容は、以下のとおりであります。

（平成17年12月22日定時株主総会決議）

　旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年12月22日開催の当社第10回定時株主総会において特別決議された

ものであります。

決議年月日 平成17年12月22日

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役、従業員

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 360株を総株数の上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使期間 新株予約権発行日より２年後から３年間

新株予約権の行使の条件

①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会

社の取締役もしくは従業員の地位を保有しているこ

とを要する。

但し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に

定める正当な理由がある場合はこの限りでない。

②対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使

することができる。

③対象者は、付与された権利の質入その他の処分をする

ことができない。

④その他の条件については、本総会取締役会決議に基づ

き、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、会

社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並び

に株式移転の議案につき株主総会で承認された場合に

は、取締役会の決議をもって、対象者の有する新株予約

権の全部を無償で消却することができる。

（注）　新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない

日を除く）における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未

満の端数は切り上げ）とする。

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合

は、当該終値をもって払込金額とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算

式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

（平成20年２月27日取締役会決議）

　会社法第236条、第239条並びに第240条の規定に基づき、平成20年２月27日開催の当社取締役会において決議さ

れたものであります。

決議年月日 平成20年２月27日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員15名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
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株式の数 148株を総株数の上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使期間
自　平成23年２月28日

至　平成30年２月27日

新株予約権の行使の条件

①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会

社の取締役もしくは従業員の地位を保有しているこ

とを要する。

但し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に

定める正当な理由がある場合はこの限りでない。

②対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使

することができる。

③対象者は、付与された権利の質入その他の処分をする

ことができない。

④その他の条件については、対象者との間で締結する新

株予約権付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、会

社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並び

に株式移転の議案につき株主総会で承認された場合に

は、取締役会の決議をもって、対象者の有する新株予約

権の全部を無償で消却することができる。

（注）　新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない

日を除く）における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未

満の端数は切り上げ）とする。

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合

は、当該終値をもって払込金額とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算

式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

（平成20年12月24日定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条並びに第239条及び第361条第１項第３号の規定に基づき、平成20年12月24日開催の当社

第13回定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成20年12月24日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 476株を総株数の上限とする

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使期間
割当日より10年を経過する日までの範囲内で当社取締

役会が定める期間

新株予約権の行使の条件

①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社の子

会社の取締役又は従業員の地位を保有していること

を要する。

但し、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に

定める正当な理由がある場合はこの限りではない。

②新株予約権に関するその他の内容については、新株予

約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
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新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、会

社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並び

に株式移転の議案につき株主総会で承認された場合に

は、取締役会の決議をもって、対象者の有する新株予約

権の全部を無償で消却することができる。

（注）　新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない

日を除く）における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未

満の端数は切り上げ）とする。

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合

は、当該終値をもって払込金額とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算

式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
― ― ―　 ―

その他

（―）
― ― ― ―

保有自己株式数 1,200 ― 1,200 ―
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３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元をもっとも重要な経営課題として位置付けており、当社の将来における安定的

な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還

元を継続的に行っていくことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当、中間配当と

もに取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当として１株につき5,000円、期末配当として１株につ

き5,000円を実施することを決定いたしました。

　内部留保資金につきましては、既存事業領域の拡大やモバイルメディアを中心とした事業投資、自社メディアの開発

投資資金として活用してまいります。

　また、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）　

１株当たり配当額

（円）　

平成20年５月15日

取締役会決議
113 5,000

平成20年11月25日

取締役会決議
113 5,000

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

最高（円） 1,960,000 3,890,000 2,430,000
1,120,000

□638,000
1,270,000

最低（円） 300,000 1,120,000 841,000
840,000

□291,000
310,000

　（注）１　最高最低株価は東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。

２　平成19年１月１日付で１株を２株に株式分割しており、□印は株式分割権利落後の株価を示しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 706,000 888,000 772,000 558,000 475,000 478,000

最低（円） 566,000 617,000 544,000 392,000 343,000 310,000

　（注）　最高最低株価は東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

代表取締役会

長
　 眞下　弘和 昭和44年１月20日生

平成３年４月 野村證券株式会社入社

（注）３ 4

平成８年５月 デューク大学フクア・スクール

・オブ・ビジネスにおいて経営

学修士（MBA）課程修了

平成８年８月 ノムラ・セキュリティーズ・イ

ンターナショナル出向

投資銀行部門バイス・プレジデ

ント

平成11年10月 株式会社光通信入社

平成12年４月 株式会社光通信キャピタル移籍

平成12年10月 株式会社光通信移籍

同社経営管理本部長兼最高財務

責任者

平成12年11月 同社取締役

平成16年６月 同社経営戦略企画室長兼事業開

発本部長（現任）

平成18年６月 同社取締役（現任）

株式会社HIKARIアセットマネ

ジメント代表取締役社長（現

任）

平成19年12月 当社取締役

平成20年12月 当社代表取締役会長（現任）

代表取締役社

長
　 大川　昭徳 昭和40年11月18日生

平成14年２月 株式会社アイ・イーグループ入

社

同社TCS事業部東日本ブロック

北関東エリア課長

（注）３ ―

平成15年10月 株式会社ファーストチャージ出

向

同社モバイル広告事業本部INET

広告事業部長

平成16年７月 株式会社光通信SHOP事業本部

戦略企画部長

平成16年10月 株式会社オービーエム・ジャパ

ン代表取締役社長

平成17年４月 株式会社光通信NW事業本部

SHOP事業部AS営業部長

平成17年10月 株式会社ファーストチャージ代

表取締役社長（現任）

平成17年12月 当社取締役広告事業部長

平成19年５月 株式会社ファイブエニー代表取

締役社長（現任）

平成19年12月 当社取締役兼最高執行責任者

平成20年12月 当社代表取締役社長（現任）

取締役 営業本部長　 渡邉　真 昭和56年10月20日生

平成17年４月 株式会社光通信入社

株式会社ファーストチャージ出

向

インターネットメディア広告事

業部配属

（注）３ ―平成18年11月 当社移籍

平成20年４月 インターネットメディア広告事

業部営業本部大手事業部長

平成20年６月 株式会社ファーストチャージ取

締役（現任）

平成20年12月 当社取締役（現任）

 

EDINET提出書類

ｅ－まちタウン株式会社(E05068)

有価証券報告書

29/85



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役
事業開発本部

長
吉岡　利記 昭和48年８月28日生

平成14年４月 株式会社光通信入社

同社テレコミュニケーションシ

ステム事業部配属

（注）３ 1

平成14年10月 株式会社ファーストチャージ出

向

モバイル広告事業部

平成15年６月 同社取締役

平成16年10月 同社代表取締役

平成18年４月 株式会社ファイブエニー出向

同社インターネットメディア広

告事業部広告代販メディア営業

部次長

平成18年11月 当社移籍

平成20年５月 経営戦略室次長

平成20年12月 当社取締役（現任）　

取締役 管理本部長 伊奈　聰 昭和49年11月28日生

平成11年４月 株式会社光通信入社

（注）３ ―

平成14年10月 同社法人事業本部業務管理部予

算管理部課長

平成17年４月 同社OA機器事業本部経営管理

本部副部長

平成18年４月 同社法人事業本部経営管理本部

部長

平成18年４月 株式会社アイ・イーグループ取

締役

平成19年10月 SBMグルメソリューションズ株

式会社監査役（現任）

平成20年４月 当社管理本部長（現任）

平成20年６月 株式会社ファイブエニー取締役

（現任）

株式会社ファーストチャージ取

締役（現任）

平成20年12月 当社取締役（現任）　

取締役 　 玉村　剛史 昭和45年７月16日生

平成３年４月 株式会社光通信入社

（注）３ ―

平成８年11月 同社取締役

平成11年11月 同社常務取締役

平成12年11月 同社最高執行責任者（現任）

平成13年11月 同社取締役副社長

平成15年６月 同社代表取締役社長（現任）

平成16年12月 当社取締役会長

平成17年７月 株式会社ニュートン・フィナン

シャル・コンサルティング代表

取締役社長

平成18年６月 株式会社HIKARIプライベート

・エクイティ代表取締役社長

平成20年12月 当社取締役（現任）

取締役 　 和田　英明 昭和48年12月13日生

平成９年４月 株式会社光通信入社

（注）３ ―

平成14年４月 同社ネットワーク事業部長

平成15年10月 株式会社コール・トゥ・ウェブ

代表取締役社長

平成16年６月 株式会社光通信取締役

平成17年４月 同社ネットワーク事業本部長

（現任）

平成17年12月 株式会社インフォサービス代表

取締役社長（現任）

平成18年２月 株式会社オービーエム代表取締

役社長（現任）

平成19年４月 株式会社光通信常務取締役（現

任）

平成20年12月 当社取締役（現任）　
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役 　 名田　幸央 昭和43年11月24日生

平成16年５月 株式会社光通信入社

株式会社アイ・イーグループ出

向

（注）３ ―

平成17年３月 株式会社光通信社長室経営戦略

企画室事業開発部統轄部長（現

任）

平成18年６月 株式会社HIKARIプライベート

・エクイティ取締役（現任）

平成20年９月 株式会社ビューティーホール

ディングス取締役（現任）

平成20年12月 当社取締役（現任）

常勤監査役 　 重田　樹男 昭和37年10月９日生

昭和63年４月 弁護士登録

（注）４ ―

昭和63年４月 升永永島橋本法律事務所入所

平成６年６月 米国カリフォルニア州弁護士登

録

平成12年４月 株式会社光通信入社

平成15年９月 ひかり法律事務所開設（現任）

平成15年12月 当社常勤監査役（現任）

監査役 　 森　雄一郎 昭和44年10月５日生

平成９年４月 株式会社光通信入社

（注）４ ―

平成12年２月 株式会社光通信法務部課長

平成15年12月 当社監査役（現任）

平成19年４月 株式会社光通信法務部長（現

任）

監査役 　 大塚　隆直 昭和42年12月13日生

平成17年９月 株式会社光通信入社

（注）４ ―

平成18年４月 同社社長室・人事本部執行役員

（現任）

平成19年８月 株式会社ニュートン・フィナン

シャル・コンサルティング取締

役（現任）

平成19年12月 当社監査役（現任）

監査役 　 高橋　正人 昭和53年３月５日生

平成12年４月 株式会社光通信入社

（注）４ ―

平成15年４月 同社管理本部主計部課長

平成16年９月 株式会社ニュートン・フィナン

シャル・コンサルティング監査

役（現任）

平成16年９月 株式会社光通信管理本部財務部

長

平成17年６月 株式会社エイチ・ティ・シー取
締役（現任）

平成18年６月 株式会社釣りビジョン監査役
（現任）

平成18年９月 株式会社光通信管理本部財務企

画部長（現任）

平成19年12月 当社監査役（現任）

　 　 　 　 計 　 5

　（注）１　取締役　玉村剛史、和田英明、名田幸央は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２　常勤監査役　重田樹男、監査役　大塚隆直、森雄一郎、高橋正人は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ
ります。

３　平成20年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４　平成19年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社グループは、当社を中心に、各事業子会社の経営を統率することで、グループで一貫したビジョンのもと、株主、

顧客、従業員、社会に対する継続的な企業価値の拡大を目指しております。そのためにより効率性・透明性の高い経

営を実現し、維持していくため、経営体制及び内部統制システムを強化していくことがコーポレートガバナンスに対

する基本的な考え方であり、重要な経営課題として位置付けております。

（会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等）

　当社の経営体制は取締役４名、監査役４名（平成20年９月30日現在）で構成されております。取締役の構成に関し

ては、代表取締役１名体制を、監査役の構成に関しては、常勤監査役１名と監査役３名（監査役４名全員が会社法に

定める社外監査役）で構成され、経営に関する監査機能の強化を図っております。また、取締役会は法令で定められ

た事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行の状況を監督する機関と位置付け、月１回の定例取締役

会を基準として随時開催しております。

　グループ会社に関しては、子会社の管理機能を親会社内のグループ管理部門に集約し、事業部門と管理部門を切り

離すことで牽制機能を強化しております。

・経理財務・広報ＩＲ部門では、経営状況を管理・分析し経営に反映すると共に、公正な情報開示を行い透明性の向

上を図っております。

・法務部門では、各部門のコンプライアンスをチェックし、経営リスクの管理を行っております。また、リスク管　　理

部門を兼ね、事業リスク・情報管理リスク等に関する各部門の責任者の意識向上と各部門に潜在するリスクの抽

出・共有と対策を講じること目的に、月に一度リスクコミッティを主催しております。

・人事・教育部門では、グループで統一的な研修課程を実施することで社員の資質向上に努め、また成果主義の原則

に基づいた評価・報酬体系を導入しております。

・総務部門では、グループのシステム管理を一元的に行い、情報セキュリティー強化に努めております。

以上の内容を系統図によって示すと以下のとおりです。
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（リスク管理体制の整備の状況）

　当連結会計年度におきましては、 情報化社会の発展や法的整備等の変化に対応し、情報管理体制の強化と見直しを

目的として、定期的な社員研修や実査を通して従業員の意識の向上やシステムの導入を行ってまいりました。また、

月に一度、責任者による定例会議を行うなど、全社的にリスク管理・情報管理に取り組んでおります。

（内部監査及び監査役監査の状況）

　当社は、各管理部門が当社グループ全体の業務の適正性を維持・管理・監督するとともに、リスク管理部門（１

名）において、各管理部門も含めた当社グループ全体の定期内部監査を実施することで、より厳正で厳重な内部監査

体制を構築しております。

　監査役及び監査役会は、監査役会で決定された監査方針・監査計画に基づき、重要な会議への出席、当社グループの

経営・業務全般への調査・ヒアリング等を通じて厳正な監査を行っております。

（会計監査の状況）

　当社は、会計監査人としてあずさ監査法人と監査契約を締結しており、独立した立場からの公正な会計監査を受け

ております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士（指定社員・業務執行社員）は山田治彦、高田重幸であり、

同監査法人に所属しております。なお、上記公認会計士（指定社員・業務執行社員）による監査年数は７年を超えて

おりません。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、会計士補等４名であります。

（社外取締役及び社外監査役との利害関係）

　当社は、社外取締役玉村剛史氏が代表取締役を務める株式会社光通信及びそのグループ会社と取引を行っており、

株式会社光通信は当社株式を16,738株所有しております。社外取締役眞下弘和氏は当社株式を4株所有しております。

　社外監査役（４名）と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

（役員報酬の内容）

　当社の役員報酬の内容は、平成19年12月20日開催の第12期定時株主総会決議により取締役の報酬額は、年額200百万

円以内（固定枠150百万以内、変動枠として半期決算毎の当期連結純利益の５％以内かつ半期毎の上限が25百万以

内。なお、使用人分給与は含まない。）と定められ、平成13年12月20日開催の第６期定時株主総会決議により監査役の

報酬額は、年額25百万円以内と定められています。

　当社の取締役及び監査役に対する報酬等の額は以下のとおりであります。

取締役　　６名　59百万円（社内取締役３名　56百万円、社外取締役３名　2百万円）

監査役　　６名　 7百万円（社外監査役６名　 7百万円）

　なお、上記社内取締役の報酬には、取締役に付与したストック・オプションとしての新株予約権26百万円を含めて

おります。

（取締役の責任免除）

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度に

おいて取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

（監査報酬の内容）

　当社のあずさ監査法人への公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の内容は、以下のとおりであり

ます。

①当社及び連結子会社が支払うべき報酬等の合計額　　24百万円

②①の合計額のうち、当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額　　24百万円

③上記以外の当社が支払うべき報酬等の額　　2百万円

（会計監査人と責任限定契約の内容） 

　当社と会計監査人あずさ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監査人に悪意又は重大な過失が

あった場合を除き、当社の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、又は受け

るべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に２を乗じて得た金額としております。
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（取締役の定数）

　当社の取締役は６名以内（平成20年９月30日現在）とする旨定款に定めております。

なお、平成20年12月24日開催の株主総会において、今後の事業規模の拡大及び経営体制の充実を図ることを目的と

し、15名以内と変更しております。

（取締役の選任の決議要件）

　当社は、取締役の選任決議について、決議権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

（株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項）

　①自己の株式の取得

　当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取

得できる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とす

るものであります。

　②剰余金の配当等

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号について、株主総会によらず取締役会の決議による旨定款に定め

ております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。

（株主総会の特別決議要件）

　当社は、会社法第309条第２項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における

特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年10月１日から平成19年９月

30日まで）及び当連結会計年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度

（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）及び当事業年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）

の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

（平成19年９月30日）
当連結会計年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  5,888,711   5,617,404  

２　売掛金 　  512,621   601,272  

３　繰延税金資産 　  281,586   218,616  

４　その他 　  50,214   173,424  

５　貸倒引当金 　  △3,497   △3,493  

流動資産合計 　  6,729,637 83.4  6,607,224 76.3

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 ※１  40,479 0.5  92,571 1.1

２　無形固定資産 　       

（１）のれん 　  ―   203,183  

（２）その他 　  101,712   87,563  

無形固定資産合計 　  101,712 1.3  290,746 3.4

３　投資その他の資産 　       

（１）投資有価証券 ※２  1,090,218   1,543,167  

（２）破産更生債権等 　  12,049   18,500  

（３）繰延税金資産 　  93,226   13,295  

（４）その他 　  10,270   107,598  

（５）貸倒引当金 　  △12,049   △18,500  

投資その他の資産合計 　  1,193,715 14.8  1,664,062 19.2

固定資産合計 　  1,335,907 16.6  2,047,379 23.7

資産合計 　  8,065,544 100.0  8,654,603 100.0
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前連結会計年度

（平成19年９月30日）
当連結会計年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　買掛金 　  606,700   595,720  

２　未払金 　  133,022   177,024  

３　未払法人税等 　  81,488   82,849  

４　未払消費税等 　  47,917   35,651  

５　賞与引当金 　  45,314   49,541  

６　ポイント引当金 　  ―   10,829  

７　その他 　  220,279   192,152  

流動負債合計 　  1,134,722 14.1  1,143,769 13.2

負債合計 　  1,134,722 14.1  1,143,769 13.2

　 　       

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  1,410,038 17.5  1,410,038 16.3

２　資本剰余金 　  1,316,890 16.3  1,316,890 15.2

３　利益剰余金 　  4,750,809 58.9  5,215,048 60.3

４　自己株式 　  △594,000 △7.4  △594,000 △6.9

株主資本合計 　  6,883,738 85.3  7,347,978 84.9

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  ― ―  △19,379 △0.2

　　評価・換算差額等合計　 　  ― ―  △19,379 △0.2

Ⅲ　新株予約権　 　  47,083 0.6  93,079 1.1

Ⅳ　少数株主持分　　 　  ― ―  89,156 1.0

　純資産合計 　  6,930,822 85.9  7,510,834 86.8

　負債純資産合計 　  8,065,544 100.0  8,654,603 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  7,225,911 100.0  8,205,446 100.0

Ⅱ　売上原価 　  4,466,457 61.8  5,112,848 62.3

売上総利益 　  2,759,454 38.2  3,092,597 37.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　販売手数料 　 207,124   266,781   

２　役員報酬 　 77,551   86,804   

３　給料手当 　 601,300   672,961   

４　賞与引当金繰入額 　 45,314   49,541   

５　支払手数料 　 187,000   303,750   

６　貸倒引当金繰入額　 　 ―   7,425   

７　ポイント引当金繰入額　 　 ―   10,829   

８  その他 　 449,615 1,567,906 21.7 636,826 2,034,920 24.8

営業利益 　  1,191,548 16.5  1,057,676 12.9

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 280   5,682   

２　還付加算金 　 903   ―   

３　負ののれん償却額 　 2,244   2,244   

４　債務整理益 　 6,441   26,329   

５　雑収入 　 805 10,675 0.1 4,252 38,508 0.5

Ⅴ　営業外費用 　       

１　投資事業組合等損失 　 18,958   10,756   

２　持分法による投資損失 　 22,004   11,971   

３　和解金 　 7,500   ―   

４　雑損失 　 3,271 51,734 0.7 1,160 23,889 0.3

経常利益 　  1,150,489 15.9  1,072,296 13.1
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前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　       

１　貸倒引当金戻入益 　 243   ―   

２　投資有価証券売却益 　 ― 243 0.0 3,065 3,065 0.0

　 　       

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産除却損 ※１ 382 382 0.0 17,402 17,402 0.2

税金等調整前当期純利
益

　  1,150,350 15.9  1,057,959 12.9

法人税、住民税及び事業
税

　 125,188   252,249   

法人税等調整額 　 △32,089 93,098 1.3 156,197 408,446 5.0

少数株主損失　 　  ― ―  21,787 0.3

当期純利益 　  1,057,251 14.6  671,300 8.2
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）　　　　　　　　　　　　

　
株主資本 新株

予約権

純資産

合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日　残高（千

円）
1,410,038 1,316,890 3,812,557 ― 6,539,487 2,797 6,542,284

連結会計年度中の変動額        

剰余金の配当 ― ― △119,000 ― △119,000 ― △119,000

当期純利益 ― ― 1,057,251 ― 1,057,251 ― 1,057,251

自己株式の取得 ― ― ― △594,000 △594,000 ― △594,000

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
― ― ― ― ― 44,285 44,285

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
― ― 938,251 △594,000 344,251 44,285 388,537

平成19年９月30日　残高（千

円）
1,410,038 1,316,890 4,750,809 △594,000 6,883,738 47,083 6,930,822

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）　　　　　　　　　　　　

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日　残高（千

円）
1,410,038 1,316,890 4,750,809 △594,000 6,883,738

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △226,000 ― △226,000

当期純利益 ― ― 671,300 ― 671,300

持分法適用会社減少に伴う増

加高
― ― 18,938 ― 18,938

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
― ― 464,239 ― 464,239

平成20年９月30日　残高（千

円）
1,410,038 1,316,890 5,215,048 △594,000 7,347,978

　

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

平成19年９月30日　残高（千

円）
― 47,083 ― 6,930,822

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当 ― ― ― △226,000

当期純利益 ― ― ― 671,300

持分法適用会社減少に伴う増

加高
― ― ― 18,938

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
△19,379 45,995 89,156 115,772

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△19,379 45,995 89,156 580,012

平成20年９月30日　残高（千

円）
△19,379 93,079 89,156 7,510,834
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

税金等調整前当期純利益 　 1,150,350 1,057,959

減価償却費 　 40,427 62,465

のれん償却額 　 1,859 52,103

貸倒引当金の増減額 　 △4,422 5,323

賞与引当金の増減額 　 18,439 △175

受取利息及び配当金 　 △280 △6,282

投資有価証券売却損益 　 ― △3,065

投資事業組合等損益 　 18,958 10,756

持分法による投資損益 　 22,004 11,971

固定資産除売却損益 　 382 17,402

売上債権の増減額 　 △217,254 △51,420

仕入債務の増減額 　 154,087 △11,571

その他 　 237,546 77,831

小計 　 1,422,100 1,223,298

利息及び配当金の受取額 　 280 3,750

法人税等の支払額 　 △143,693 △380,319

法人税等の還付額 　 62,174 42

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 1,340,861 846,772
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前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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 　 △26,757 △78,687

無形固定資産の取得による支出 　 △17,050 △9,442

投資有価証券の取得による支出 　 △731,181 △505,948

投資有価証券の売却による収入 　 ― 19,600

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出

 ― △485,009

子会社株式の売却による収入 　 ― 268,420

短期貸付による支出 　 ― △20,490

短期貸付金の回収による収入 　 ― 17,500

敷金保証金の払込による支出 　 ― △96,320

その他　 　 △5,621 △1,701

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △780,610 △892,079

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

自己株式の取得による支出 　 △594,000 ―

配当金の支払額 　 △119,000 △226,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △713,000 △226,000

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 　 △152,749 △271,307

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 　 6,041,460 5,888,711

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,888,711 5,617,404
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

㈱サイバージョイ

㈱ファイブエニー

㈱ファーストチャージ

㈱シーク

　

(1）子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　　６社

連結子会社の名称

㈱サイバージョイ

㈱ファイブエニー

㈱ファーストチャージ

㈱シーク

　       ㈱ベストリザーブ

　       ㈱モノリス

 

　㈱ベストリザーブ及び㈱モノリス

は当連結会計年度において株式を取

得したことにより連結の範囲に加え

ております。

２　持分法の適用に関する事

項

 (1）持分法適用の関連会社　２社

　　　持分法適用会社の名称

　　　　㈱東京タウンネット

　　　　SBMグルメソリューションズ㈱

　㈱東京タウンネット及びSBMグル

メソリューションズ㈱は当連結会計

年度において株式を取得したことに

より持分法適用の範囲に加えており

ます。　

 (1）持分法適用の関連会社　１社

　　　持分法適用会社の名称

　　　　㈱ユードー

　

　㈱ユードーは当連結会計年度にお

いて株式を取得したことにより持分

法適用の範囲に加えております。

  ㈱東京タウンネットは当連結会計

年度において株式を売却したことに

より持分法適用の範囲から除外しま

した。

　SBMグルメソリューションズ㈱は

当連結会計年度において議決権比率

が低下したことにより持分法適用の

範囲から除外しました。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、㈱ファイブエニー他２

社の中間決算日は９月末日であり、連結財

務諸表の作成にあたっては、中間決算日

（９月末日）での仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。

同　　　　左

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同　　　　左

　 投資事業有限責任組合等への出資

  入手可能な直近の決算書に基づ

き、組合等の損益及びその他有価証

券の評価差額のうち、当社の持分相

当額を投資事業組合等損益及びその

他有価証券評価差額金として投資有

価証券を加減する方法によっており

ます。 

投資事業有限責任組合等への出資

同　　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　　15年

工具器具及び備品　　３～８年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

     定率法によっております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり　　

であります。

　　　建物　　　          ８～15年　

　　　工具器具及び備品　　３～８年

 ②無形固定資産

　定額法によっております。

　ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。

②無形固定資産

同　　　　左

  (3）重要な繰延資産の処理方法

     株式交付費

　　支出時に全額費用として処理しており

ます。

 (3）重要な繰延資産の処理方法

            ――――――――

 (4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同　　　　左

 ②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、支給見

込額のうち当連結会計年度に負担すべ

き額を計上しております。

②賞与引当金

同　　　　左

 ―――――――― ③ポイント引当金

　ベストリザーブ会員に付与したポイ

ントの使用に備えるため、当連結会計

年度において将来使用されると見込ま

れる額を計上しております。　

 (5）　　　 ―――――――― (5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

　外貨建有価証券(その他有価証券)は、

連結決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は全部純資産直入

法により処理しております。　

 (6）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(6）重要なリース取引の処理方法

同　　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 (7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

同　　　　左

 連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用しております。

連結納税制度の適用

同　　　　左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同　　　　左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っておりますが、金

額が僅少なものについては発生時一括償却

を行っております。

同　　　　左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の

範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同　　　　左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

（減価償却方法の変更）

　当連結会計年度より、平成19年度法人税法改正に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、

改正後の償却方法により減価償却費を計上しております。

　なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

――――――――――――

表示方法の変更 

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

―――――――――――― （連結貸借対照表） 

１.　のれんは、金額的重要性に鑑み、区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の無形固定資産の「その他」

に含まれるのれんは4,065千円であります。  

追加情報

前連結会計年度
 （自　平成18年10月１日
 至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

―――――――――――　 　平成19年度法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上しております。

なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響は軽微であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

当連結会計年度
（平成20年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 106,894千円 　 154,458千円

※２　関係会社に関するものは、次のとおりであります。 ※２　関係会社に関するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 287,095千円 投資有価証券（株式） 5,528千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具備品 382千円 建物 5,520千円

工具器具備品 238千円

ソフトウェア 7,845千円

長期前払費用 3,798千円

合計 17,402千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
　

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

 発行済株式 　 　 　 　

 　普通株式 11,900 11,900 ― 23,800

合計 11,900 11,900 ― 23,800

 自己株式 　 　 　 　

 　普通株式 ― 1,200 ― 1,200

合計 ― 1,200 ― 1,200

 （注）１．平成19年１月１日付で１株を２株に株式分割したことにより株式数が11,900株増加しております。

 　　　２．普通株式の自己株式の増加は、取締役会による自己株式の取得によるものであります。

　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年

度末残高

（千円）

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末 

提出会社

（親会社）

 平成18年８月

 ストックオプション
― ― ― ― ― 36,372

　
 平成18年12月

 ストックオプション
― ― ― ― ― 10,711

合計 ― ― ― ― 47,083

  ３．配当に関する事項

 　　（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

平成19年５月17日

取締役会
普通株式 119 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月15日

 　　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資 
1株当たり
 配当額(円） 基準日 効力発生日

平成19年11月15日

取締役会
普通株式 113 利益剰余金 5,000 平成19年９月30日 平成19年12月21日

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
　

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

 発行済株式 　 　 　 　

 　普通株式 23,800 ―　 ―　 23,800

合計 23,800 ―　 ―　 23,800

 自己株式 　 　 　 　

 　普通株式 1,200 ―　 ―　 1,200

合計 1,200 ―　 ―　 1,200

 　　

　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

EDINET提出書類

ｅ－まちタウン株式会社(E05068)

有価証券報告書

48/85



区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年

度末残高

（千円）

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末 

提出会社

（親会社）

 平成18年８月

 ストックオプション
― ― ― ― ― 69,446

　
 平成18年12月

 ストックオプション
― ― ― ― ― 19,068

　
 平成20年３月

 ストックオプション
― ― ― ― ― 4,564

合計 ― ― ― ― 93,079

  ３．配当に関する事項

 　　（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

平成19年11月15日

取締役会
普通株式 113 5,000 平成19年９月30日 平成19年12月21日

平成20年５月15日　

取締役会
普通株式 113 5,000 平成20年３月31日 平成20年６月10日

 　　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資 
1株当たり
 配当額(円） 基準日 効力発生日

平成20年11月25日

取締役会
普通株式 113 利益剰余金 5,000 平成20年９月30日 平成20年12月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　(平成19年９月30日現在)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　(平成20年９月30日現在)

現金及び預金勘定  5,888,711千円

現金及び現金同等物  5,888,711千円

現金及び預金勘定 5,617,404千円

現金及び現金同等物 5,617,404千円

―――――――――――― 　２　重要な非資金取引の内容

現物出資による投資有価証券の

取得

393,750千円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超え

るものがないため、記載を省略しております。

　　　　　　　　　　同　　　　左

（有価証券関係）

　　　　時価評価されていない主な有価証券

区分

前連結会計年度
 （平成19年９月30日）

当連結会計年度
 （平成20年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

（１）その他有価証券   

①非上場株式 422,081 1,167,354

②投資事業有限責任組合等への出資 381,041 370,285

合計 803,123 1,537,639

（２）子会社及び関連会社株式   

①関連会社株式 287,095 5,528

　　　　　　　 合計 287,095 5,528

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。

EDINET提出書類

ｅ－まちタウン株式会社(E05068)

有価証券報告書

50/85



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成18年８月

ストック・オプション
平成18年12月

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役　３名 当社従業員　61名

ストック・オプション数 普通株式 　240株　（注）１.２ 普通株式 　120株　（注）１.２

付与日 平成18年８月28日 平成18年12月13日

権利確定条件

権利行使時において当社もしく

は当社の子会社の取締役もしく

は従業員の地位を保有している

ことを要する。

権利行使時において当社もしく

は当社の子会社の取締役もしく

は従業員の地位を保有している

ことを要する。

対象勤務期間

２年間

（自　平成18年８月28日

　至　平成20年８月27日） 

２年間

（自　平成18年12月13日

　至　平成20年12月12日） 

権利行使期間

権利確定後３年以内

（自　平成20年８月28日

　至　平成23年８月27日） 

権利確定後３年以内

（自　平成20年12月13日

　至　平成23年12月12日） 

（注）１．株式数に換算しております。

２．平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株

に分割いたしました。ストック・オプション数は分割前の株式数で記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 
平成18年８月

ストック・オプション
平成18年12月

ストック・オプション

権利確定前　　　　（株）   

前連結会計年度末 240 ―

付与 ― 120

分割による増加（注） 240 120

失効 ― 34

権利確定 ― ―

未確定残 480 206

権利確定後　　　　（株）   

前連結会計年度末 ― ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 ― ―

（注）平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株に分

割いたしました。権利株式数は分割後の株式数で記載しております。
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②単価情報

 
平成18年８月

ストック・オプション
平成18年12月

ストック・オプション

権利行使価格（注）　　　（円） 535,185 519,809

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） 239,773 210,758

（注）平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株に分割い

たしました。権利行使価格は分割後の金額で記載しております。

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成18年12月ストックオプションについての公正な評価単価の見積方法

は以下のとおりであります。

①使用した評価方法　　　　　ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法

  
平成18年12月

ストック・オプション
（注）１

株価変動性 （注）２ 62.96％

予想残存期間 （注）３  2.50～4.50年間

予想配当 （注）４ ０円／株

無リスク利子率 （注）５ 0.840～1.115％

（注）１．公正な評価単価の見積りにあたっては、年間行使額の制限が付されていることにより、予想残存期間の

異なるストックオプションごとに算定しております。

２．各予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。

３．合理的な見積りが困難であるため、各権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積

もっております。

４．過去の配当実績によっております。

５．各予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、失効数の見積りは行っておりません。

４．連結財務諸表への影響額

　販売費及び一般管理費のその他　　44,285千円 

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成18年８月

ストック・オプション
平成18年12月

ストック・オプション
平成20年3月　

ストック・オプション　

付与対象者の区分及び数 当社取締役　３名 当社従業員　61名 当社従業員　15名

ストック・オプション数 普通株式 240株（注）１.２ 普通株式 120株（注）１.２ 普通株式 148株 （注）１ 　　

付与日 平成18年８月28日 平成18年12月13日 平成20年３月14日

権利確定条件

権利行使時において当社もし

くは当社の子会社の取締役も

しくは従業員の地位を保有し

ていることを要する。

権利行使時において当社もし

くは当社の子会社の取締役も

しくは従業員の地位を保有し

ていることを要する。

権利行使時において当社もし

くは当社の子会社の取締役も

しくは従業員の地位を保有し

ていることを要する。

対象勤務期間
　自　平成18年８月28日

　至　平成20年８月27日 

　自　平成18年12月13日

　至　平成20年12月12日 

　自　平成20年３月14日　

　至　平成23年２月27日
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平成18年８月

ストック・オプション
平成18年12月

ストック・オプション
平成20年3月　

ストック・オプション　

権利行使期間
　自　平成20年８月28日

　至　平成23年８月27日 

　自　平成20年12月13日

　至　平成23年12月12日 

　自　平成23年２月28日　

　至　平成30年２月27日 

（注）１．株式数に換算しております。

２．平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株

に分割いたしました。ストック・オプション数は分割前の株式数で記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 
平成18年８月

ストック・オプション
平成18年12月

ストック・オプション
平成20年３月　

ストック・オプション　

権利確定前　　　　（株）    

前連結会計年度末 480 206 ―

付与 ― ― 148

失効 ― 40 ―

権利確定 480 ― ―

未確定残 ― 166 148

権利確定後　　　　（株）    

前連結会計年度末 ― ― ―

権利確定 480 ― ―

権利行使 ― ― ―

失効 ― ― ―

未行使残 480 ― ―

（注）平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株に分

割いたしました。権利株式数は分割後の株式数で記載しております。
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②単価情報

 
平成18年８月

ストック・オプション
平成18年12月

ストック・オプション
平成20年３月　

ストック・オプション　

権利行使価格（注）　　　（円） 535,185 519,809 877,695

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） 239,773 210,758 310,234

（注）平成18年11月15日開催の取締役会の決議により、平成19年１月１日をもって、普通株式１株を２株に分割い

たしました。権利行使価格は分割後の金額で記載しております。

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成20年３月ストックオプションについての公正な評価単価の見積方法

は以下のとおりであります。

①使用した評価方法　　　　　ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法

  
平成20年３月

ストック・オプション
（注）１

株価変動性 （注）２ 66.48％

予想残存期間 （注）３  3.50～9.50年間

予想配当率 （注）４ 1.55％

無リスク利子率 （注）５ 0.850～1.380％

（注）１．公正な評価単価の見積りにあたっては、年間行使額の制限が付されていることにより、予想残存期間の

異なるストックオプションごとに算定しております。

２．各予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。

３．合理的な見積りが困難であるため、各権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積

もっております。

４．過去の配当実績によっております。

５．各予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、失効数の見積りは行っておりません。

４．連結財務諸表への影響額

　販売費及び一般管理費のその他　　45,995千円
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

当連結会計年度
（平成20年９月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） 　

税務上の繰越欠損金 320,491千円

破産更生債権貸倒損失 161,821 〃

固定資産除却損 36,021 〃

賞与引当金 18,438 〃

貸倒引当金          5,555 〃

未払事業税       15,446 〃

その他       5,714 〃

繰延税金資産小計     583,212 〃

評価性引当額 △208,399 〃

繰延税金資産合計 374,813千円

（繰延税金資産） 　

税務上の繰越欠損金 153,893千円

破産更生債権貸倒損失 163,954 〃

固定資産除却損 52,692 〃

賞与引当金 20,158 〃

未払事業税 18,980 〃

減価償却費 16,101 〃

その他有価証券評価差額金 13,295 〃　

新株予約権 37,873 〃　

その他 18,553 〃

繰延税金資産小計 495,504 〃

評価性引当額 △263,593 〃

繰延税金資産合計 231,911千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

交際費等損金不算入額 1.1％

住民税均等割 　0.4％

関連会社持分法投資損益 △0.8％

評価性引当額の増減 △32.5％

その他 △2.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.1％

法定実効税率 40.7％

交際費等損金不算入額 2.0％

住民税均等割 0.4％

関連会社持分法投資損益 0.5％

のれん償却 2.0％　

評価性引当額の増減 △6.9％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.6％
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　
メディア広告
事業
（千円）

サーバー事業
（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

(1）外部顧客に対する売上高 6,515,442 683,444 27,024 7,225,911 ― 7,225,911

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ― ―

計 6,515,442 683,444 27,024 7,225,911 ― 7,225,911

営業費用 5,642,113 221,553 27,340 5,891,007 143,356 6,034,363

営業利益（又は営業損失） 873,329 461,890 (315) 1,334,904 (143,356) 1,191,548

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
      

資産 3,233,542 25,732 18,035 3,277,309 4,788,235 8,065,544

減価償却費 36,820 101 ― 36,922 3,505 40,427

資本的支出 41,928 750 29 42,708 1,099 43,807

　（注）１．事業区分の方法

事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品・サービス

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等

サーバー事業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」）

その他 通信サービスの加入取次ぎ業務等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（304,764千円）の主なものは、親会社の管

理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた会社資産（4,788,235千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金）及び親会社の管理部門に係る資産であります。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　
メディア広告
事業
（千円）

サーバー事業
（千円）

ソリューション
事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

(1）外部顧客に対する売上高 7,366,930 617,931 220,584 8,205,446 ― 8,205,446

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ― ―

計 7,366,930 617,931 220,584 8,205,446 ― 8,205,446

営業費用 6,657,312 211,267 82,665 6,951,245 196,523 7,147,769

営業利益（又は営業損失） 709,617 406,663 137,918 1,254,200 (196,523) 1,057,676

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
      

資産 3,010,759 26,492 32,044 3,069,296 5,585,307 8,654,603

減価償却費 51,482 3 ― 51,485 10,979 62,465

資本的支出 84,410 1,777 634 86,821 1,308 88,130

　（注）１．事業区分の方法

事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品・サービス

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売、メディア運営、コンテンツ企画販売等
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事業区分 主要製品・サービス

サーバー事業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」）

ソリューション事業 通信サービスの加入取次ぎ業務等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（420,224千円）の主なものは、親会社の管

理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた会社資産（5,585,307千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金）及び親会社の管理部門に係る資産であります。

５．従来の「その他事業」は、当連結会計年度より「ソリューション事業」に変更しております。なお、名称変更

に伴う区分の変更はありません。

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成19年10月１日　

至　平成20年９月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事

項はありません。

【海外売上高】

　前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成19年10月１日　

至　平成20年９月30日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１　親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

２　兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

ＨＴＣパー

トナーズ，

Ｌ．Ｐ．

英国領ケイ

マン諸島
33,100

ベンチャー

ファンド事業
― ―  ―

自己株式の

取得
594,000 ― ―

親会社の

子会社

株式会社

アイ・イー

グループ

東京都

豊島区
1,822

OA機器販売

事業
― ―  ― 株式譲渡 289,500 ― ―

親会社の

子会社

株式会社

アクセスコ

ミュニケー

ション

北海道

函館市
90

通信販売の受

注代行業務等
― ―  ―

広告の掲載

及び制作
27,000 売掛金 1,890

親会社の

子会社

株式会社

コールサ

ポート

鳥取県

倉吉市
90

通信販売の受

注代行業務等
― ―  ―

広告の掲載

及び制作
27,000 売掛金 1,890

親会社の

子会社

株式会社

ジャパン

ホットライ

ン

鳥取県

益田市
90

通信販売の受

注代行業務等
― ― ― 

広告の掲載

及び制作
27,000 売掛金 1,890

親会社の

子会社

株式会社

ベストシス

テム

北海道

釧路市
240

通信販売の受

注代行業務等
― ―  ―

広告の掲載

及び制作
27,000 売掛金 1,890

親会社の

子会社

株式会社

ベルグラン

山形県

山形市
90

通信販売の受

注代行業務等
― ―  ―

広告の掲載

及び制作
27,000 売掛金 1,890

親会社の

子会社

株式会社

マックスサ

ポート

鳥取県

米子市
90

通信販売の受

注代行業務等
― ―  ―

広告の掲載

及び制作
27,000 売掛金 1,890

親会社の

子会社

株式会社

アシスト

ジョイ

北海道

室蘭市
90

通信販売の受

注代行業務等
― ―  ―

広告の掲載

及び制作
9,000 売掛金 630

親会社の

子会社

株式会社

AIS・

JAPAN

鹿児島県

奄美市
80

通信販売の受

注代行業務等
― ―  ―

広告の掲載

及び制作
4,800 ― ―

　（注）　上記取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高の内、消費税等課税取引に係るものは消費税等を含

んでおります。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

双方協議の上、契約等に基づき決定しております。

株式譲渡の対価については、当該会社の純資産額に基づき、交渉により決定しております。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

１　親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

２　役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

３　子会社等
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該当事項はありません。

４　兄弟会社等

該当事項はありません。　　
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額        304,590円  21銭             324,274円　28銭

１株当たり当期純利益金額       45,253円  25銭      29,703円  57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　　　　　　―                29,597円　86銭

 

　当社は、平成19年１月１日付で株

式１株につき２株の株式分割を

行っております。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、以下の

とおりであります。

前連結会計年度

１株当たり純資産額

 274,768円36銭

１株当たり当期純利益

 36,760円43銭

潜在株式調整後

　１株当たり当期純利益

―

　　　　――――――――

　（注）１　１株当たり当期純利益金額は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。

２　前連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在

株式がないため記載しておりません。

３　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり　

　であります。

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,057,251 671,300

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,057,251 671,300

期中平均株式数（株） 23,363 22,600

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） ― 81

（うち新株予約権）　 （―） （81）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要

　新株予約権２種類（新株予約権

の個数343個）

　この詳細については、「第４　提

出会社の状況　１　株式等の状況

(２) 新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

　新株予約権１種類（新株予約権

の個数148個）

　この詳細については、「第４　提

出会社の状況　１　株式等の状況

(２) 新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。  

EDINET提出書類

ｅ－まちタウン株式会社(E05068)

有価証券報告書

60/85



（重要な後発事象）

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

１．株式会社ベストリザーブの株式取得について

当社は、平成19年11月30日開催の取締役会において、株式会社ベストリザーブの発行済株式の全株を取得し、

子会社化することを決議し、同社の親会社である株式会社ライブドアホールディングスと株式譲渡契約を締

結することで合意いたしました。

(1）株式取得の目的

株式会社ベストリザーブは、会員数49万人、加盟する宿泊施設数は全国4,800件を誇るインターネット宿泊

予約サイト「ベストリザーブ」を運営しています。当社は、既に平成17年12月から同社と提携関係にあり

ますが、この度、より強固な関係を築き、「ベストリザーブ」の利用者数及び宿泊予約件数の更なる増加を

目指すため、完全子会社として当社グループの傘下に収めることといたしました。

株式会社ベストリザーブの強みは、クライアントである宿泊施設と良好な関係を築いていること、及び

ユーザビリティの高いインターフェイスを備えている点であります。宿泊サイトにおいて、予約数を飛躍

的に伸ばすためには、当該サービスを集中力のあるサイトと如何に結びつけるかが鍵となりますが、当社

はPC・モバイル双方において数多くの有力メディアをパートナーに持っており、マッチングの実現可能性

は非常に高いとみております。

また、当社グループが有する販売チャネルを有効に使い、クライアント数及び客室在庫数の拡大に努める

ことで、宿泊予約数の大幅な増加が見込めるなど、両者にとって大きなシナジーが期待できます。

(2）株式取得の相手会社の名称　　　　株式会社ライブドアホールディングス

(3）買収する会社の概要

　　　　商号　　　　　　　　　　　　　株式会社ベストリザーブ

　　　　　　　　事業内容　　　　　　　　　　　インターネット宿泊予約サイト「ベストリザーブ」の運営

　　　　　　　　資本金　　　　　　　　　　　　351百万（平成19年３月31日現在）　　　　　　　　　　　　　

(4）株式取得の時期　　　　　　　　　平成19年12月14日

(5）株式取得の概要

　　　　　　　　取得株式数　　　　　　　　　　1,840株

　　　　　　　　取得価額　　　　　　　　　　　671,051,118円

　　　　　　　　取得後の株主構成　　　　　　　e-まちタウン株式会社　　100.00％

当連結会計年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

該当事項はありません。　
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  3,406,704   3,671,263  

２　売掛金 　  108,092   92,674  

３　前払費用 　  9,936   6,987  

４　繰延税金資産 　  245,275   112,672  

５　未収入金 ※１  312,402   370,645  

６  未収還付法人税等 　  ―   128,264  

７　その他 　  91   5,557  

８　貸倒引当金 　  △1,892   △2,088  

流動資産合計 　  4,080,608 70.2  4,385,976 62.4

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

（１）建物 　 4,062   26,217   

減価償却累計額 　 2,126 1,935  4,562 21,655  

（２）工具器具及び備品 　 96,362   106,677   

減価償却累計額 　 69,301 27,061  78,766 27,910  

有形固定資産合計 　  28,996 0.5  49,566 0.7

２　無形固定資産 　       

（１）ソフトウェア 　  4,944   3,439  

（２）電話加入権 　  1,200   1,200  

無形固定資産合計 　  6,144 0.1  4,639 0.1

３　投資その他の資産 　       

（１）投資有価証券 　  803,123   1,537,639  

（２）関係会社株式 　  882,325   993,355  

（３) 差入保証金 　  1,789   43,580  

（４）長期前払費用 　  8,486   3,758  

（５）破産更生債権等 　  ―   1,260  

 (６) 繰延税金資産 　  ―   13,295  

 (７) 貸倒引当金 　  ―   △1,260  

投資その他の資産合計 　  1,695,723 29.2  2,591,629 36.8

固定資産合計 　  1,730,865 29.8  2,645,835 37.6

資産合計 　  5,811,474 100.0  7,031,812 100.0
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　買掛金 　  32,555   35,103  

２　未払金 　  108,758   116,231  

３　未払費用 　  6,687   4,375  

４　未払法人税等 　  7,758   7,082  

５　未払消費税等 　  9,499   4,541  

６　前受金 　  30,396   24,767  

７　預り金 　  21,889   25,318  

８　賞与引当金 　  9,686   19,018  

９　その他　 　  ―   735  

流動負債合計 　  227,232 3.9  237,172 3.4

負債合計 　  227,232 3.9  237,172 3.4

　 　       

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  1,410,038 24.3  1,410,038 20.1

２　資本剰余金 　       

（１）資本準備金 　 1,316,890   1,316,890   

資本剰余金合計 　  1,316,890 22.6  1,316,890 18.7

３　利益剰余金 　       

（１）その他利益剰余金 　       

繰越利益剰余金 　 3,404,228   4,588,011   

利益剰余金合計 　  3,404,228 58.6  4,588,011 65.2

４　自己株式 　  △594,000 △10.2  △594,000 △8.4

株主資本合計 　  5,537,157 95.3  6,720,940 95.6

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  ― ―  △19,379 △0.3

評価・換算差額等合計 　  ― ―  △19,379 △0.3

Ⅲ　新株予約権 　  47,083 0.8  93,079 1.3

純資産合計 　  5,584,241 96.1  6,794,640 96.6

負債純資産合計 　  5,811,474 100.0  7,031,812 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１       

１　メディア広告売上高 　 318,391   178,340   

２　サーバー売上高 　 683,689   618,246   

３　その他売上高 　 188,433 1,190,513 100.0 444,284 1,240,871 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１　メディア広告売上原価 　 121,201   110,101   

２　サーバー売上原価 　 205,809   193,971   

３　その他売上原価 　 3,328 330,339 27.7 7,121 311,195 25.1

売上総利益 　  860,173 72.3  929,676 74.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　販売手数料 　 2,847   31,295   

２　広告宣伝費 　 10,054   8,520   

３　販売促進費 　 9,081   6,319   

４　貸倒損失 　 ―   208   

５　貸倒引当金繰入額 　 152   3,348   

６　役員報酬 　 45,789   39,750   

７　給料手当 　 207,611   243,730   

８　法定福利費 　 27,322   36,879   

９　賞与 　 11,566   12,156   

10　賞与引当金繰入額 　 9,686   19,018   

11　旅費交通費 　 12,503   16,170   

12　支払手数料 　 81,572   169,183   

13　地代家賃 　 16,172   41,786   

14　減価償却費 　 5,571   11,306   

15　株式報酬費用 　 44,285   45,995   

16　その他 　 83,045 567,264 47.7 79,866 765,537 61.7

営業利益 　  292,909 24.6  164,138 13.2
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 269   5,555   

２　受取配当金 ※１ ―   1,221,805   

３　還付加算金 　 706   ―   

４　雑収入 　 301 1,277 0.1 1,442 1,228,803 99.1

Ⅴ　営業外費用 　       

１　投資事業組合等損失 　 18,958   10,756   

２　和解金 　 7,500   ―   

３　雑損失 　 3,156 29,615 2.5 13 10,769 0.9

経常利益 　  264,572 22.2  1,382,172 111.4

Ⅵ　特別損失 　       

１　固定資産除却損 ※２ 382 382 0.0 4,724 4,724 0.4

税引前当期純利益 　  264,190 22.2  1,377,448 111.0

法人税、住民税及び事業
税

　 △259,463   △164,937   

法人税等調整額 　 △35,196 △294,660 △24.7 132,602 △32,334 △2.6

当期純利益 　  558,850 46.9  1,409,782 113.6
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売上原価明細書

Ａ　メディア広告売上原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 　 ― ― 4,368 3.9

Ⅱ　労務費 　 54,565 45.0 38,997 35.4

Ⅲ　経費 　 66,635 55.0 66,736 60.7

小計 　 121,201 100.0 110,101 100.0

期首商品たな卸高 　 ―  ―  

合計 　 121,201  110,101  

期末商品たな卸高 　 ―  ―  

当期メディア広告売上原価 　 121,201  110,101  

Ｂ　サーバー売上原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 　  66,931 32.6  61,180 31.6

Ⅱ　外注費 　  1,116 0.5  1,196 0.6

Ⅲ　経費 　       

１　ドメイン関連費用 　 16,314   13,691   

２　業務委託料 　 113,868   98,446   

３　その他 　 7,577 137,760 66.9 19,455 131,593 67.8

当期サーバー売上原価 　  205,809 100.0  193,971 100.0

Ｃ　その他売上原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　商品仕入高 　 3,131 94.1 7,121 100.0

Ⅱ　外注費 　 197 5.9 ― ―

当期その他売上原価 　 3,328 100.0 7,121 100.0

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金

その他

利益剰余金

繰越

利益剰余金

平成18年９月30日残高（千円） 1,410,038 1,316,890 2,964,378 ― 5,691,307 2,797 5,694,105

事業年度中の変動額        

剰余金の配当 ― ― △119,000 ― △119,000 ― △119,000

当期純利益 ― ― 558,850 ― 558,850 ― 558,850

自己株式の取得 ― ― ― △594,000 △594,000 ― △594,000

株主資本以外の事業年度中の

変動額（純額）
― ― ― ― ― 44,285 44,285

事業年度中の変動額合計（千円） ― ― 439,850 △594,000 △154,149 44,285 △109,863

平成19年９月30日残高（千円） 1,410,038 1,316,890 3,404,228 △594,000 5,537,157 47,083 5,584,241

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金

その他

利益剰余金

繰越

利益剰余金

平成19年９月30日残高（千円） 1,410,038 1,316,890 3,404,228 △594,000 5,537,157

事業年度中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △226,000 ― △226,000

当期純利益 ― ― 1,409,782 ― 1,409,782

株主資本以外の事業年度中の

変動額（純額）
― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計（千円） ― ― 1,183,782 ― 1,183,782

平成20年９月30日残高（千円） 1,410,038 1,316,890 4,588,011 △594,000 6,720,940

　

評価・換算

差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価

差額金

平成19年９月30日残高（千円） ― 47,083 5,584,241

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 ― ― △226,000

当期純利益 ― ― 1,409,782

株主資本以外の事業年度中の

変動額（純額）
△19,379 45,995 26,616

事業年度中の変動額合計（千円） △19,379 45,995 1,210,398

平成20年９月30日残高（千円） △19,379 93,079 6,794,640
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

 (2）その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

投資事業有限責任組合等への出資

　入手可能な直近の決算書に基づ

き、組合等の損益及びその他有価証

券の評価差額のうち、当社の持分相

当額を投資事業組合等損益及びそ

の他有価証券評価差額金として投

資有価証券を加減する方法によっ

ております。

(2）その他有価証券

時価のないもの

同　　　　左

投資事業有限責任組合等への出資

同　　　　左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　　15年

工具器具及び備品　　３～８年

(1）有形固定資産

定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　８～15年

工具器具及び備品　　３～８年

 (2）無形固定資産

定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。

(2）無形固定資産

同　　　　左

３　繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

　　　　　――――――――

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同　　　　左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、支給

見込額のうち当事業年度に負担すべ

き額を計上しております。

(2）賞与引当金

同　　　　左

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

―――――――― 　外貨建有価証券（その他有価証券）は、

決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は全部純資産直入法により処

理しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同　　　　左

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同　　　　左

 (2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

(2）連結納税制度の適用

同　　　　左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

（減価償却方法の変更）

　当事業年度より、平成19年度法人税法改正に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正

後の償却方法により減価償却費を計上しております。

　なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響は軽微であります。

――――――――――――

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

（損益計算書）

１．「株式報酬費用」は、販売費及び一般管理費の5/100を

超えたため、区分掲記しました。なお、前事業年度の「株

式報酬費用」2,797千円は販売費及び一般管理費のその

他に含めて表示しております。

――――――――――――　

追加情報

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　――――――――――――　 　平成19年度法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。なお、この変更による営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

※１　関係会社に対する資産及び負債 ※１　関係会社に対する資産及び負債

未収入金 308,267千円 未収入金 364,926千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　　　　　―――――――――――― ※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

 関係会社への売上高 268,153千円

関係会社受取配当金 1,221,205千円

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

工具器具及び備品 382千円 建物 790千円

工具器具及び備品 134千円

長期前払費用 3,798千円

合計 4,724千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式（注） ― 1,200 ― 1,200

合計 ― 1,200 ― 1,200

（注）普通株式の自己株式の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 1,200 ― ― 1,200

合計 1,200 ― ― 1,200
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超え

るものがないため、記載を省略しております。

同　　　　左

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年９月30日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

　時価評価されていない主な有価証券については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

当事業年度（平成20年９月30日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

　時価評価されていない主な有価証券については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） 　

税務上の繰越欠損金 320,491千円

破産更生債権貸倒損失 126,087 〃

賞与引当金 3,941 〃

新株予約権 19,158 〃

未払事業税 1,246 〃

その他 3,941 〃

繰延税金資産小計 474,867 〃

評価性引当額 △229,591 〃

繰延税金資産合計 245,275千円

（繰延税金資産） 　

税務上の繰越欠損金 153,893千円

破産更生債権貸倒損失 126,087 〃

賞与引当金 7,738 〃

新株予約権 37,873 〃

未払事業税 1,396 〃

その他有価証券評価差額金 13,295 〃　

その他 995 〃

繰延税金資産小計 341,281 〃

評価性引当額 △215,313 〃

繰延税金資産合計 125,967千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 　　40.7％

交際費等損金不算入額 　 1.3％

住民税均等割 　 1.4％

評価性引当額の増減 △157.2％

その他 2.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △111.5％

法定実効税率 　　40.7％

交際費等損金不算入額 0.5％

受取配当金等益金不算入額 △36.1％　

住民税均等割 0.3％

評価性引当額の増減 △6.6％

その他 △1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.4％
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 245,006円98銭 296,529円25銭

１株当たり当期純利益金額 23,920円31銭 62,379円77銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― 62,157円78銭

　

　当社は、平成19年１月１日付で株

式１株につき２株の株式分割を

行っております。当該株式分割が

前期首に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報については、以

下のとおりであります。

前事業年度

１株当たり純資産額

239,130円57銭

１株当たり当期純利益

30,095円73銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

―

――――――――

　（注）１　１株当たり当期純利益金額は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。

２　前事業年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が

ないため記載しておりません。

３　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益              （千円） 558,850 1,409,782

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 558,850 1,409,782

期中平均株式数（株） 23,363 22,600

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額　　　 （千円） ― ―

普通株式増加数　　　　　 （株） ― 81

 (うち新株予約権) (―) (81)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要

　新株予約権２種類（新株予約権

の個数343個）

　この詳細については、「第４　提

出会社の状況　１　株式等の状況

(２) 新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

　新株予約権１種類（新株予約権

の個数148個）

　この詳細については、「第４　提

出会社の状況　１　株式等の状況

(２) 新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

１．株式会社ベストリザーブの株式取得について

当社は、平成19年11月30日開催の取締役会において、株式会社ベストリザーブの発行済株式の全株を取得し、

子会社化することを決議し、同社の親会社である株式会社ライブドアホールディングスと株式譲渡契約を締

結することで合意いたしました。

(1）株式取得の目的

株式会社ベストリザーブは、会員数49万人、加盟する宿泊施設数は全国4,800件を誇るインターネット宿泊

予約サイト「ベストリザーブ」を運営しています。当社は、既に平成17年12月から同社と提携関係にあり

ますが、この度、より強固な関係を築き、「ベストリザーブ」の利用者数及び宿泊予約件数の更なる増加を

目指すため、完全子会社として当社グループの傘下に収めることといたしました。

株式会社ベストリザーブの強みは、クライアントである宿泊施設と良好な関係を築いていること、及び

ユーザビリティの高いインターフェイスを備えている点であります。宿泊サイトにおいて、予約数を飛躍

的に伸ばすためには、当該サービスを集中力のあるサイトと如何に結びつけるかが鍵となりますが、当社

はPC・モバイル双方において数多くの有力メディアをパートナーに持っており、マッチングの実現可能性

は非常に高いとみております。

また、当社グループが有する販売チャネルを有効に使い、クライアント数及び客室在庫数の拡大に努める

ことで、宿泊予約数の大幅な増加が見込めるなど、両者にとって大きなシナジーが期待できます。

(2）株式取得の相手会社の名称　　　　株式会社ライブドアホールディングス

(3）買収する会社の概要

　　　　商号　　　　　　　　　　　　　株式会社ベストリザーブ

　　　　　　　　事業内容　　　　　　　　　　　インターネット宿泊予約サイト「ベストリザーブ」の運営

　　　　　　　　資本金　　　　　　　　　　　　351百万（平成19年３月31日現在）　　　　　　　　　　　　　

(4）株式取得の時期　　　　　　　　　平成19年12月14日

(5）株式取得の概要

　　　　　　　　取得株式数　　　　　　　　　　1,840株

　　　　　　　　取得価額　　　　　　　　　　　671,051,118円

　　　　　　　　取得後の株主構成　　　　　　　e-まちタウン株式会社　　100.00％

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券
その他

有価証券 

 銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

Yicha Online Corporation 1,128,458 512,659

SBMグルメソリューションズ㈱　 7,680 421,800

56.com 1,088,376 155,444

㈱アスカプランニング　 300 48,000

㈱アトランティス　 190 19,950

ミルモ㈱　 500 5,000

モバイルバリュージャパン㈱ 70 3,500

タウンまえばし㈱ 20 1,000

計 2,225,594 1,167,353

　　　　　【その他】

　

投資有価証券
その他
有価証券

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（千円）

タイガ1号投資事業有限責任組合 400 370,285

計 400 370,285

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高（千円）

有形固定資産        

建物 4,062 23,607 1,451 26,217 4,562 3,096 21,655

工具器具及び備品 96,362 12,954 2,639 106,677 78,766 11,970 27,910

有形固定資産計 100,424 36,562 4,091 132,895 83,328 15,066 49,566

無形固定資産        

ソフトウェア 26,451 240 ― 26,691 23,252 1,745 3,439

電話加入権 1,200 ― ― 1,200 ― ― 1,200

無形固定資産計 27,651 240 ― 27,891 23,252 1,745 4,639

投資その他の資産　        

長期前払費用　 19,289 4,100 19,289 4,100 341 5,029 3,758

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 1,892 3,348 1,892 ― 3,348

賞与引当金 9,686 19,018 9,686 ― 19,018
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①資産の部

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 59

預金  

普通預金 1,884,405

当座預金 286,797

定期預金　 1,500,000

合計 3,671,263

ロ　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱メンバーズモバイル 32,044

デスクウイング一般ユーザー 20,275

㈱ファーストチャージ 15,156

㈱コール・トゥ・ウェブ 7,317

㈱ファイブエニー 7,041

その他 10,839

合計 92,674

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

次期繰越高

（千円）
回収率（％）

滞留期間

（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────

2
──────

(B)
─────

366

108,092 1,404,529 1,419,947 92,674 93.8％ 26.1日

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ　未収入金

相手先 金額（千円）

㈱ファーストチャージ 302,956

㈱ファイブエニー 61,970

その他 5,719

合計 370,645

ニ　関係会社株式

区分 金額（千円）

㈱ファイブエニー 364,525
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区分 金額（千円）

㈱ファーストチャージ 198,700

㈱サイバージョイ 10,000

㈱ベストリザーブ 402,630

㈱ユードー　 17,500

合計 993,355

②負債の部

イ　買掛金

相手先 金額（千円）

GMOインターネット㈱ 22,852

㈱ライブドア 3,255

ヤフー㈱ 2,840

㈱日本経済社 2,010

㈱日本レジストリサービス 1,036

その他 3,107

合計 35,103

（３）【その他】

　特記事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 毎年12月

基準日 ９月30日

株券の種類 １株券、10株券、100株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 該当事項はありません。

株式の名義書換え 　

取扱場所 東京都江東区佐賀一丁目17番７号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

取次所 みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

公告掲載方法 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告によることができない

事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行

う。なお、電子公告は当社ホームページに掲載しております。

当社ホームページアドレス

http://corp.emachi.co.jp/corporate_info/index.html

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
（第12期）

自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日

平成19年12月20日
関東財務局長に提出

(2）臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第２号の２（新株予約権証券の発行）に
基づく臨時報告書であります。

平成20年２月26日
関東財務局長に提出

　
　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第２号の２（新株予約権証券の発行）に
基づく臨時報告書であります。

平成20年２月27日
関東財務局長に提出

(3）　臨時報告書の
訂正報告書

平成20年２月26日に提出した臨時報告書に係
る訂正報告書であります。

平成20年２月27日　
関東財務局長に提出　

　　

　
平成20年２月27日に提出した臨時報告書に係
る訂正報告書であります。　

平成20年３月14日　　
関東財務局長に提出　　

(4）　半期報告書
　

（第13期中）　
　

自　平成19年10月１日　
至　平成20年９月30日　

平成20年６月20日　
関東財務局長に提出

(5）自己株券買付状況
報告書

報告期間
　

自　平成19年９月１日
至　平成19年９月28日

平成19年10月４日
関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

  平成19年12月20日

e-まちタウン株式会社   

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　治彦　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 亀岡　義一　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るe-まちタウン株式会社の平成18年10月1日から平成19年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、e-まち

タウン株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年12月24日

e-まちタウン株式会社   

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　治彦　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 高田　重幸　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るe-まちタウン株式会社の平成19年10月1日から平成20年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、e-まち

タウン株式会社及び連結子会社の平成20年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成19年12月20日

e-まちタウン株式会社   

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　治彦　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 亀岡　義一　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るe-まちタウン株式会社の平成18年10月1日から平成19年9月30日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、e-まちタウ

ン株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年12月24日

e-まちタウン株式会社   

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　治彦　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 高田　重幸　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るe-まちタウン株式会社の平成19年10月1日から平成20年9月30日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、e-まちタウ

ン株式会社の平成20年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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