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取締役管理部長　　　　　　　　堂下　裕章  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

２．平成19年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年１月１日　～　平成19年３月31日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 1,442 16.6 251 9.6 257 10.8 151 10.2

18年12月期第１四半期 1,237 ― 229 ― 232 ― 137 ―

（参考）18年12月期 5,367 ― 980 ― 994 ― 589 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年12月期第１四半期 1,573 48 1,386 81

18年12月期第１四半期 1,460 76 1,250 47

（参考）18年12月期 6,170 27 5,385 04

　（注）１．平成18年３月１日付をもって、１株につき５株の割合で株式分割を行っております。なお、前第１四半期及

び前期の１株当たり四半期（当期）純利益は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しており

ます。

　　　　２．売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率で

あります。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期においては、ネット広告市場環境の変化や、当社のサービス品質向上を重視したプロモーション展開を行

う社内体制への移行などの影響を受け、厳しい状況もありましたが、比較的堅調に推移いたしました。

　この結果、当第１四半期会計期間の売上高は、1,442百万円となりました。また、営業利益は251百万円、経常利益は257

百万円となり、四半期純利益は151百万円となりました。
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○　サービス区分別の売上高の内訳 （千円未満切捨て）

サービス区分
平成19年12月期第１四半期 平成18年12月期第１四半期 平成18年12月期

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

アフィリエイト広告サービス 1,398,734 96.9 1,190,019 96.1 5,182,631 96.6

自社媒体運営 28,046 2.0 18,294 1.5 81,571 1.5

他社媒体広告販売 15,515 1.1 28,433 2.3 101,472 1.9

その他売上 500 0.0 1,155 0.1 2,255 0.0

総売上高 1,442,796 100.0 1,237,902 100.0 5,367,930 100.0

　なお、主力サービスであるアフィリエイト広告サービスにおける事業年度末（当第１四半期末）の利用広告主数（稼動

広告主ID数）、参加メディア数（登録アフィリエイトサイト数）は、下記のとおりであります。

サービス 区分 
平成19年12月期

第１四半期
平成18年12月期

パソコン向け

アフィリエイト広告サービス

「エーハチネット」 

 稼動広告主ID数 2,543 2,572

登録アフィリエイトサイト数 429,230 388,996

携帯向け

アフィリエイト広告サービス

「モバハチネット」

 稼動広告主ID数 333 254

 登録アフィリエイトサイト数 19,009 14,121

当社

アフィリエイト広告サービス

合計

 稼動広告主ID数 2,876 2,826

 登録アフィリエイトサイト数 448,239 403,117

 

［アフィリエイト広告サービスの状況に関する定性的情報等］

  当第１四半期末における、パソコン向けアフィリエイト広告サービス「エーハチネット」の状況は、利用広告主数が

2,543社、参加メディア数が429,230サイトとなりました。一方、携帯向け同サービス「モバハチネット」においては、利

用広告主数が333社、参加メディア数が19,009サイトという結果になりました。当第１四半期末における両サービスを合わ

せた利用広告主数は2,876社（前期末比101.8％）、参加メディア数は448,239サイト（前期末比111.2％）になっておりま

す。

　なお、当第１四半期末の「エーハチネット」の利用広告主数が前期末と比較し減少しているのは、前期より当社のサー

ビス品質向上を重視したプロモーション展開を行う社内体制へ変更を行ったことによる、一時的な影響を受けたためであ

ります。この状況を鑑み、前期より当社営業体制やサービス内容を見直し、プロモーション内容の刷新や改善等を推進し

ております。
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(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨て）

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

19年12月期第１四半期 4,311 2,967 68.8 31,076 67

18年12月期第１四半期 3,731 2,635 70.6 28,071 63

（参考）18年12月期 4,533 3,112 68.7 32,328 15

　（注）１．平成18年３月１日付をもって、１株につき５株の割合で株式分割を行っております。なお、前第１四半期及

び前期の１株当たり純資産は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しております。

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期における総資産は4,311百万円となりました。前期末からの主な減少原因としましては、自己株式の取得等

により現金及び預金が減少したことによるものであります。

　当第１四半期における負債は1,344百万円となりました。前期末からの主な減少原因としましては、買掛金の増加及び未

払配当金の増加があった一方、未払法人税等が減少したことによるものであります。

　当第１四半期における純資産は2,967百万円となりました。前期末からの主な減少原因としましては、自己株式の取得が

180百万円あったことによるものであります。この結果、当第１四半期における自己資本比率は68.8％となりました。

 

【キャッシュ・フローの状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第１四半期 37 19 △257 1,389

18年12月期第１四半期 △37 △245 △44 2,667

（参考）18年12月期 618 △2,049 24 1,589

 

３．平成19年12月期第１四半期の配当状況

・現金配当

１株当たり配当金（円）

基準日 期末

18年12月期 1,200

19年12月期（予想） 1,400

　（注）　配当支払開始日は未定　

○添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書など

以　上
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［参考］

平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日） （百万円未満切捨て）

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり

予想当期純利益

 百万円 百万円 百万円 円 銭

中間期 3,100 530 290 2,984 79

通期 6,800 1,210 700 7,153 24

 ［業績予想に関する定性的情報等］

　当第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成18年２月８日に公表しました業績予想に変更はありません。第２

四半期以降も社内体制やサービス内容の改善、顧客プロモーションの品質向上等を推進してまいります。また、引き続

き市場の拡大に伴う競合他社との差別化や市場シェア拡大のために、当社ネットワーク内のメディアの充実とサービス

システムの改良を行っていく所存です。

  なお、上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。最終の業績は今後

の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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第１四半期財務諸表

（要約）四半期貸借対照表

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年12月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,282,332 2,667,021  1,502,697

２．売掛金 607,123 520,846  575,923

３．有価証券 845,447 ―  875,466

４．抵当証券 700,000 ―  700,000

５．前払費用 23,785 13,265  18,179

６．その他 35,116 32,722  60,774

貸倒引当金 △27,478 △33,130  △23,385

流動資産合計 3,466,325 3,200,725 265,599 8.3 3,709,655

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 65,367 38,137  68,350

２．無形固定資産 91,216 31,746  62,017

３．投資その他の資
産

688,960 463,187  694,174

貸倒引当金 △653 △2,745  △732

固定資産合計 844,891 530,325 314,565 59.3 823,810

資産合計 4,311,216 3,731,051 580,165 15.5 4,533,465

      

（当第１四半期会計期間末）（前第１四半期会計期間末） （前事業年度末）

（注）有形固定資産の減価償却累計額 59,575千円 39,489千円 54,191千円

－ 5 －



当四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年12月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 787,079 660,048  710,541

２．短期借入金 48,000 6,000  54,000

３．未払金 80,169 82,898  97,577

４．未払配当金 31,572 ―  ―

５．未払法人税等 86,820 72,370  233,308

６．前受金 190,164 191,692  210,188

７．その他 79,194 41,211  79,978

流動負債合計 1,303,000 1,054,220 248,779 23.6 1,385,594

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 41,016 41,466  35,316

固定負債合計 41,016 41,466 △450 △1.1 35,316

負債合計 1,344,016 1,095,686 248,329 22.7 1,420,910

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ― 883,300 ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 ― 1,135,250  ―

資本剰余金合計 ― 1,135,250 ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金

四半期（当期）
未処分利益

― 618,145  ―

利益剰余金合計 ― 618,145 ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

― △1,330 ― ― ―

資本合計 ― 2,635,364 ― ― ―

負債・資本合計 ― 3,731,051 ― ― ―
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当四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年12月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本    

１　資本金 895,300 ― ― ― 895,300

２　資本剰余金  

(1）資本準備金 1,147,250 ― 1,147,250

資本剰余金合計 1,147,250 ― ― ― 1,147,250

３　利益剰余金  

 （1）その他利益剰
余金  

　　繰越利益剰余
金 1,106,604 ― 1,070,985

利益剰余金合計 1,106,604 ― ― ― 1,070,985

４　自己株式 △180,874 ― ― ― ―

株主資本合計 2,968,280 ― ― ― 3,113,535

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券
評価差額金 △1,080 ― ― ― △980

評価・換算差額等
合計 △1,080 ― ― ― △980

純資産合計 2,967,200 ― ― ― 3,112,555

負債純資産合計 4,311,216 ― ― ― 4,533,465
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（要約）四半期損益計算書

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年12月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,442,796 1,237,902 204,894 16.6 5,367,930

Ⅱ　売上原価 861,361 772,662 88,699 11.5 3,283,190

売上総利益 581,434 465,239 116,194 25.0 2,084,740

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

329,834 235,627 94,206 40.0 1,103,817

営業利益 251,600 229,612 21,988 9.6 980,922

Ⅳ　営業外収益 6,890 6,395 495 7.8 22,743

Ⅴ　営業外費用 546 3,268 △2,721 △83.3 8,770

経常利益 257,944 232,738 25,205 10.8 994,895

Ⅵ　特別損失 1,267 693 574 82.8 5,292

税引前四半期
（当期）純利益

256,676 232,045 24,631 10.6 989,603

法人税、住民税
及び事業税

85,403 69,880 15,523 22.2 397,251

法人税等調整額 20,118 25,029 △4,910 △19.6 2,375

四半期（当期）
純利益

151,155 137,136 14,018 10.2 589,976
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（要約）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年３月31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

資本剰余金合
計

その他利益剰余
金

利益剰余金合
計繰越利益剰余

金

前事業年度（平成18年12月31

日）残高（千円）
895,300 1,147,250 1,147,250 1,070,985 1,070,985 ― 3,113,535

四半期中の変動額

剰余金の配当（千円） ― ― ― △115,536 △115,536 ― △115,536

四半期純利益（千円） ― ― ― 151,155 151,155 ― 151,155

自己株式の取得（千円） ― ― ― ― ― △180,874 △180,874

株主資本以外の項目の四半期

中の変動額（純額）

（千円）

― ― ― ― ― ― ―

四半期中の変動額合計

（千円）
― ― ― 35,619 35,619 △180,874 △145,254

当第１四半期会計期間（平成19

年３月31日）残高（千円）
895,300 1,147,250 1,147,250 1,106,604 1,106,604 △180,874 2,968,280

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

前事業年度（平成18年12月31

日）残高（千円）
△980 △980 3,112,555

四半期中の変動額

剰余金の配当（千円） ― ― △115,536

四半期純利益（千円） ― ― 151,155

自己株式の取得（千円） ― ― △180,874

株主資本以外の項目の四半期

中の変動額（純額）

（千円）

△99 △99 △99

四半期中の変動額合計

（千円）
△99 △99 △145,354

当第１四半期会計期間（平成19

年３月31日）残高（千円）
△1,080 △1,080 2,967,200
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

前事業年度（平成17年12月31日）
残高（千円）

883,300 1,135,250 1,135,250 481,009 481,009 2,499,559

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 12,000 12,000 12,000 ― ― 24,000

当期純利益（千円） ― ― ― 589,976 589,976 589,976

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）
（千円）

― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

12,000 12,000 12,000 589,976 589,976 613,976

当事業年度（平成18年12月31日）
残高（千円）

895,300 1,147,250 1,147,250 1,070,985 1,070,985 3,113,535

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

前事業年度（平成17年12月31日）
残高（千円）

2,137 2,137 2,501,696

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） ― ― 24,000

当期純利益（千円） ― ― 589,976

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）
（千円）

△3,117 △3,117 △3,117

事業年度中の変動額合計
（千円）

△3,117 △3,117 610,858

当事業年度（平成18年12月31日）
残高（千円）

△980 △980 3,112,555
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（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期）

（参考）
平成18年12月期

区分 金額 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 256,676 232,045 989,603

減価償却費 9,227 6,602 31,226

賞与引当金の増減額 △15,714 △9,686 13,293

貸倒引当金の増減額 4,013 3,247 △8,509

ポイント引当金の増減額 △720 ― 2,011

受取利息及び配当金 △4,130 ― △6,684

固定資産除却損 1,126 693 5,292

投資有価証券売却損 15 ― 1,995

投資有価証券売却益 △1,973 △4,917 △13,460

売上債権の増減額 △30,594 △39,762 △93,351

仕入債務の増減額 76,537 73,264 123,757

未払消費税等の増減額 △6,660 △19,700 △10,006

前受金の増減額 △20,023 21,281 39,776

未払金の増減額 △16,350 20,629 34,586

預り保証金の増減額 5,700 △800 △6,950

その他 5,482 9,454 2,702

小計 262,612 292,352 1,105,281

利息及び配当金の受取額 2,764 111 4,139

利息の支払額 △169 △92 △690

法人税等の支払額 △228,043 △330,084 △490,069

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,164 △37,712 618,660

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の売却による収入 73,513 48,992 457,158

投資有価証券の償還による収入 250,000 ― 200,000

投資有価証券の取得による支出 △266,351 △284,073 △1,873,487

抵当証券の償還による収入 200,000 ― ―

抵当証券の取得による支出 △200,000 ― △700,000

有形固定資産の取得による支出 △2,400 △9,396 △46,660

無形固定資産の取得による支出 △35,174 △1,109 △52,866

その他 ― ― △33,367

投資活動によるキャッシュ・フロー 19,586 △245,587 △2,049,222

－ 11 －



（単位：千円）

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期）

（参考）
平成18年12月期

区分 金額 金額 金額

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額 △6,000 △42,000 6,000

自己株式の取得による支出 △180,874 ― ―

配当金の支払額 △70,037 ― ―

その他 △141 △2,934 18,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △257,053 △44,934 24,863

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △200,301 △328,234 △1,405,698

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,589,557 2,995,255 2,995,255

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,389,255 2,667,021 1,589,557

－ 12 －


