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１．平成20年12月期第１四半期の業績（平成20年１月１日　～　平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第１四半期 1,343 △6.9 201 △19.9 210 △18.3 122 △18.9

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

19年12月期 5,687 ― 948 ― 973 ― 485 ―

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

20年12月期第１四半期 1,246 89 1,139 55

19年12月期第１四半期 1,573 48 1,386 81

19年12月期 4,965 41 4,480 22

(2）財政状態  

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

20年12月期第１四半期 4,601 3,220 69.8 33,009 63

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

19年12月期 4,700 3,345 71.0 33,873 06

(3）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

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

20年12月期第１四半期 32 △220 △199 1,116

19年12月期第１四半期 37 19 △257 1,389

19年12月期 608 △422 △270 1,504
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 期末

 円 銭

19年12月期 1,200 00

20年12月期（予想） 1,200 00

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 2,700 △7.4 390 △21.1 400 △21.1 230 △11.5 2,333 96

通期 5,900 3.7 900 △5.2 910 △6.5 520 7.0 5,276 78

４．その他

(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）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．当第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成20年２月12日に公表しました個別の業績予想に変更はあり

ません。

２．上記業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の具体的内容は、４ページ【定性的情報・

財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、企業の設備投資等が緩やかに拡大する中で推移したものの、原油並びに原材料

の高騰、米国のサブプライムローン問題に起因する世界的な金融不安の台頭など、景気の先行きに不透明感が広がりま

した。

　当社の主要事業であるインターネットマーケティングサービス分野は、インターネットのブロードバンド化や携帯電

話の定額料金制度導入等を背景に、今後も引き続き拡大が予測されております。

　このような環境の中、当期より組織再編による営業体制の強化を図っており、確固たる収益基盤を築く取り組みに着

手しております。

　しかしながら、一部業界における広告予算の縮小や競合他社との競争激化などの影響を受け、当第１四半期会計期間

の売上高は1,343百万円（前年同期比6.9％減）となりました。また、営業利益は201百万円（前年同期比19.9％減）、経

常利益は210百万円（前年同期比18.3％減）、四半期純利益は122百万円（前年同期比18.9％減）となりました。

○　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20年12月期第１四半期 平成19年12月期第１四半期 平成19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（％）

パソコン向け

アフィリエイト広告サービス
1,098,678 81.7 1,304,732 90.4 4,955,614 87.1

携帯向け

アフィリエイト広告サービス
194,286 14.5 94,002 6.5 527,081 9.3

自社媒体運営 40,385 3.0 28,046 2.0 131,270 2.3

他社媒体広告販売 10,405 0.8 15,515 1.1 72,302 1.3

その他売上 143 0.0 500 0.0 1,252 0.0

総売上高 1,343,899 100.0 1,442,796 100.0 5,687,521 100.0

　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20年12月期

第１四半期
平成19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 2,398 2,467

登録アフィリエイトサイト数 603,012 565,475

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 521 499

 登録アフィリエイトサイト数 38,860 33,577

当社

アフィリエイト広告サービス

合計

 稼動広告主ID数 2,919 2,966

 登録アフィリエイトサイト数 641,872 599,052

 

［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

2,398社、参加メディア数が603,012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521社、参加メディア数が38,860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2,919社（前期末比98.4％）、参加メディア数は641,872サイト（前期末比107.1％）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、一部業界における広

告予算の縮小や競合他社との競争激化に加え、より一層大きな拡大を見込んでいる携帯向けアフィリエイト広告サービス

事業に経営資源をシフトしたためであります。このような状況を鑑み、当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．財政状態に関する定性的情報　　　

　当第１四半期における総資産は前事業年度末に比べて98百万円減少し4,601百万円となりました。前事業年度末からの

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一方、有価証券の取得があったことによ

るものであります。

　当第１四半期における負債は前事業年度末に比べて25百万円増加し1,380百万円となりました。前事業年度末からの主

な増加原因としましては、アフィリエイトサイト増加に伴い買掛金の増加があったこと、有価証券の購入に伴い一時的

な未払金の増加があった一方、前期決算に係る法人税等の確定納付により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前事業年度末に比べて124百万円減少し3,220百万円となりました。前事業年度末から

の主な減少原因としましては、自己株式の取得が122百万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69.8％となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成20年２月12日に公表いた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の内容の改善、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、上記の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。

 

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　 該当事項はありません。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

　　該当事項はありません。
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５．四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

前年同四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19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 1,077,558  1,466,019

２．売掛金 607,123 557,232  535,477

３．有価証券 845,447 1,984,268  1,787,051

４．抵当証券 700,000 ―  ―

５．前払費用 23,785 20,253  23,517

６．その他 35,116 37,871  57,594

貸倒引当金 △27,478 △25,852  △31,813

流動資産合計 3,466,325 3,651,332 185,006 5.3 3,837,846

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 65,367 64,774  64,708

２．無形固定資産 91,216 146,607  143,686

３．投資その他の資
産

688,960 740,588  654,494

貸倒引当金 △653 △1,930  △527

固定資産合計 844,891 950,039 105,148 12.4 862,362

資産合計 4,311,216 4,601,372 290,155 6.7 4,700,209

      

（前第１四半期会計期間末）（当第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 84,788千円 78,836千円
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前年同四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19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 787,079 781,486  739,121

２．短期借入金 48,000 35,000  40,000

３．未払金 80,169 183,426  80,954

３．未払配当金 31,572 33,661  2,331

４．未払法人税等 86,820 65,500  196,935

５．前受金 190,164 127,930  145,910

６．その他 79,194 74,099  75,896

流動負債合計 1,303,000 1,301,106 △1,893 △0.1 1,281,150

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 41,016 79,368  73,568

固定負債合計 41,016 79,368 38,352 93.5 73,568

負債合計 1,344,016 1,380,474 36,458 2.7 1,354,718

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本    

１　資本金 895,300 914,150 18,850 2.1 914,150

２　資本剰余金  

(1）資本準備金 1,147,250 18,850 18,850

(2）その他資本剰
余金 ― 1,147,250 1,147,250

資本剰余金合計 1,147,250 1,166,100 18,850 1.6 1,166,100

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 1,445,659 1,441,353

利益剰余金合計 1,106,604 1,445,659 339,055 30.6 1,441,353

４　自己株式 △180,874 △303,073 △122,199 67.6 △180,874

株主資本合計 2,968,280 3,222,836 254,555 8.6 3,340,729

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券
評価差額金 △1,080 △12,946   △2,708

評価・換算差額等
合計 △1,080 △12,946 △11,866 ― △2,708

Ⅲ　新株予約権 ― 11,008 11,008 ― 7,470

純資産合計 2,967,200 3,220,898 253,697 8.6 3,345,490

負債純資産合計 4,311,216 4,601,372 290,155 6.7 4,700,209
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(2）（要約）四半期損益計算書

前年同四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19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 1,343,899 △98,897 △6.9 5,687,521

Ⅱ　売上原価 861,361 765,617 △95,744 △11.1 3,353,780

売上総利益 581,434 578,281 △3,152 △0.5 2,333,740

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

329,834 376,678 46,844 14.2 1,384,791

営業利益 251,600 201,603 △49,997 △19.9 948,949

Ⅳ　営業外収益 6,890 9,532 2,641 38.3 26,381

Ⅴ　営業外費用 546 395 △151 △27.7 1,895

経常利益 257,944 210,740 △47,203 △18.3 973,435

Ⅵ　特別利益 ― 4,080 4,080 ― ―

Ⅴ　特別損失 1,267 5,385 4,117 324.8 132,713

税引前四半期
（当期）純利益

256,676 209,435 △47,241 △18.4 840,722

法人税、住民税
及び事業税

85,403 62,910 △22,493 △26.3 396,458

法人税等調整額 20,118 23,965 3,847 19.1 △46,725

過年度法人税等 ― ― ― ― 5,084

四半期（当期）
純利益

151,155 122,560 △28,594 △18.9 485,904
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第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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当第１四半期会計期間（自平成20年１月１日　至平成20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
その他資本
剰余金

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19年12月31

日）残高（千円）
914,150 18,850 1,147,250 1,166,100 1,441,353 1,441,353 △180,874 3,340,729

四半期中の変動額

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― △118,254 △118,254 ― △118,254

四半期純利益（千円） ― ― ― ― 122,560 122,560 ― 122,560

自己株式の取得（千円） ― ― ― ― ― ― △122,199 △122,199

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）
― ― ― ― 4,306 4,306 △122,199 △117,893

当第１四半期会計期間（平成20

年３月31日）残高（千円）
914,150 18,850 1,147,250 1,166,100 1,445,659 1,445,659 △303,073 3,222,836

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

評価・換算差額等
合計

前事業年度（平成19年12月31

日）残高（千円）
△2,708 △2,708 7,470 3,345,490

四半期中の変動額

剰余金の配当（千円） ― ― ― △118,254

四半期純利益（千円） ― ― ― 122,560

自己株式の取得（千円） ― ― ― △122,199

株主資本以外の項目の四半期

中の変動額（純額）

（千円）

△10,238 △10,238 3,538 △6,699

四半期中の変動額合計

（千円）
△10,238 △10,238 3,538 △124,592

当第１四半期会計期間（平成20

年３月31日）残高（千円）
△12,946 △12,946 11,008 3,220,898
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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19年１月１日　至　平成19年12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
そ　の　他
資本剰余金

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

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 18,850 18,850 ― 18,850 ― ― ― 37,700

その他資本剰余金へ振替（千

円）
― △1,147,250 1,147,250 ― ― ― ― ―

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

当期純利益（千円） ― ― ― ― 485,904 485,904 ― 485,904

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

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）
18,850 △1,128,400 1,147,250 18,850 370,368 370,368 △180,874 227,194

当事業年度末（平成19年12月31

日）残高（千円）
914,150 18,850 1,147,250 1,166,100 1,441,353 1,441,353 △180,874 3,340,729

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

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

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） ― ― ― 37,700

その他資本剰余金へ振替（千

円）
― ― ― ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― △115,536

当期純利益（千円） ― ― ― 485,904

自己株式の取得（千円） ― ― ― △180,874

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

△1,728 △1,728 7,470 5,741

事業年度中の変動額合計

（千円）
△1,728 △1,728 7,470 232,935

当事業年度末（平成19年12月31

日）残高（千円）
△2,708 △2,708 7,470 3,345,490
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前年同四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

（参考）
平成19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 256,676 209,435 840,722

減価償却費 9,227 11,472 45,324

賞与引当金の増減額 △15,714 △21,311 7,600

貸倒引当金の増減額 4,013 △4,557 8,222

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 △7,078 △18,639

株式交付費 ― ― 131

固定資産除却損 1,126 5,385 4,558

投資有価証券評価損 ― ― 108,833

証券代行移行費 ― ― 19,321

投資有価証券売却損 15 ― 688

投資有価証券売却益 △1,973 △600 △4,591

売上債権の増減額 △30,594 △23,159 41,177

仕入債務の増減額 76,537 42,365 28,579

未払消費税等の増減額 △6,660 1,677 △9,899

前受金の増減額 △20,023 △17,980 △64,277

未払金の増減額 △16,350 8,716 △8,510

預り保証金の増減額 5,700 5,800 38,252

その他 5,482 6,897 11,303

小計 262,612 217,062 1,046,784

利息及び配当金の受取額 2,764 5,395 13,094

利息の支払額 △169 △137 △713

証券代行移行費用の支払額 ― ― △18,270

法人税等の支払額 △228,043 △190,074 △432,445

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,164 32,246 608,449

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 73,513 100,600 113,160

投資有価証券の償還による収入 250,000 1,000,000 3,089,000

投資有価証券の取得による支出 △266,351 △1,299,655 △3,484,584

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 ― ―

有形固定資産の取得による支出 △2,400 △6,793 △31,201

無形固定資産の取得による支出 △35,174 △14,974 △105,870

その他 ― ― △2,702
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（単位：千円）

前年同四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

（参考）
平成19年12月期

区分 金額 金額 金額

投資活動によるキャッシュ・フロー 19,586 △220,823 △422,197

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 △5,000 △14,000

株式の発行による収入 ― ― 37,568

自己株式の取得による支出 △180,874 △122,444 △181,235

配当金の支払額 △70,037 △72,397 △113,204

その他 △141 ― ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △257,053 △199,841 △270,872

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 △388,419 △84,620

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,589,557 1,504,936 1,589,557

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,389,255 1,116,517 1,504,936
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