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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006200620062006年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　連結決算連結決算連結決算連結決算ハイライトハイライトハイライトハイライト
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2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期のののの実績実績実績実績

「「「「ORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLE」」」」サイトサイトサイトサイトがががが飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに拡大拡大拡大拡大

　　　　　　　　2006200620062006年年年年3333月度月度月度月度　　　　 月間月間月間月間ﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーー数数数数　：　：　：　： 443443443443万人万人万人万人、、、、月間月間月間月間ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｭｰｭｰｭｰｭｰ ：：：： 5,8125,8125,8125,812万万万万　　　　（（（（ﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ社社社社ｻｲﾄｾﾝｻｽｻｲﾄｾﾝｻｽｻｲﾄｾﾝｻｽｻｲﾄｾﾝｻｽ調調調調べべべべ))))

→→→→前年同月比前年同月比前年同月比前年同月比 月間月間月間月間ﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーー数数数数 ：：：： 2.22.22.22.2倍倍倍倍 （（（（ﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ社社社社ﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾞ゙゙゙ﾚﾎﾚﾎﾚﾎﾚﾎﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄ調調調調べべべべ））））

広告広告広告広告メディアメディアメディアメディアとしてとしてとしてとして大大大大きくきくきくきく成長成長成長成長

WEBWEBWEBWEBブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティングをををを開始開始開始開始

　「　「　「　「oriconoriconoriconoricon TOP20TOP20TOP20TOP20」（」（」（」（映像番組映像番組映像番組映像番組）、「）、「）、「）、「oriconoriconoriconoricon TOP40 TOP40 TOP40 TOP40 ﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙＆＆＆＆ﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾞ゙゙゙」（」（」（」（音声番組音声番組音声番組音声番組））））ををををPCPCPCPC向向向向けにけにけにけに配信配信配信配信

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話へのへのへのへの配信配信配信配信もももも開始開始開始開始

PCPCPCPC向向向向けけけけ音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの本格的展開本格的展開本格的展開本格的展開

　　　　Windows Windows Windows Windows 形式形式形式形式にににに加加加加ええええ、、、、ATRACATRACATRACATRAC形式形式形式形式およびおよびおよびおよびViivViivViivViivﾃｸﾉﾛｼﾃｸﾉﾛｼﾃｸﾉﾛｼﾃｸﾉﾛｼﾞ゙゙゙へのへのへのへの対応対応対応対応もももも開始開始開始開始

新規新規新規新規のののの連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社

　　　　CINE WELCOME CINE WELCOME CINE WELCOME CINE WELCOME 社社社社　～　　～　　～　　～　韓国韓国韓国韓国のののの映像配信映像配信映像配信映像配信（（（（VOD VOD VOD VOD ：：：： video on video on video on video on demanddemanddemanddemand））））最大手企業最大手企業最大手企業最大手企業

　　　　フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミント㈱　～　㈱　～　㈱　～　㈱　～　コレクションアイテムコレクションアイテムコレクションアイテムコレクションアイテムをををを得意得意得意得意とするとするとするとする通信販売業通信販売業通信販売業通信販売業

国内国内国内国内のののの主要主要主要主要レーベルレーベルレーベルレーベル全全全全てとてとてとてと楽曲提供楽曲提供楽曲提供楽曲提供においてにおいてにおいてにおいて提携提携提携提携
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連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書

758.1758.1758.1758.1％％％％

347.3347.3347.3347.3％％％％

291.3291.3291.3291.3％％％％

▲▲▲▲7.17.17.17.1％％％％

14.814.814.814.8％％％％

▲▲▲▲13.213.213.213.2％％％％

▲▲▲▲3.13.13.13.1％％％％

増減率増減率増減率増減率
05050505年年年年３３３３月期月期月期月期

実績実績実績実績

06060606年年年年３３３３月期月期月期月期

実績実績実績実績

31,79331,79331,79331,793
（（（（0.50.50.50.5％）％）％）％）

272,828272,828272,828272,828
（（（（4.84.84.84.8％）％）％）％）

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

131,958131,958131,958131,958
（（（（2.22.22.22.2％）％）％）％）

590,204590,204590,204590,204
（（（（10.410.410.410.4％）％）％）％）

経常利益経常利益経常利益経常利益

156,484156,484156,484156,484
（（（（2.72.72.72.7％）％）％）％）

612,298612,298612,298612,298
（（（（10.810.810.810.8％）％）％）％）

営業利益営業利益営業利益営業利益

1,962,5991,962,5991,962,5991,962,599
（（（（33.433.433.433.4％）％）％）％）

1,822,1371,822,1371,822,1371,822,137
（（（（32.032.032.032.0％）％）％）％）

販管費販管費販管費販管費

2,119,0842,119,0842,119,0842,119,084
（（（（36.136.136.136.1％）％）％）％）

2,434,4352,434,4352,434,4352,434,435
（（（（42.842.842.842.8％）％）％）％）

差引売上総利益差引売上総利益差引売上総利益差引売上総利益

3,754,2933,754,2933,754,2933,754,293
（（（（63.963.963.963.9％）％）％）％）

3,259,2273,259,2273,259,2273,259,227
（（（（57.257.257.257.2％）％）％）％）

売上原価売上原価売上原価売上原価

5,873,3775,873,3775,873,3775,873,377
（（（（100100100100％）％）％）％）

5,693,6625,693,6625,693,6625,693,662
（（（（100100100100％）％）％）％）売上高売上高売上高売上高

売上高売上高売上高売上高のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因

　　　　・・・・連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社のののの異動異動異動異動

　　　　・・・・WEBWEBWEBWEB事業事業事業事業のののの本格化本格化本格化本格化

売上高売上高売上高売上高のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因

　　　　・・・・連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社のののの異動異動異動異動

　　　　・・・・WEBWEBWEBWEB事業事業事業事業のののの本格化本格化本格化本格化
（（（（単位単位単位単位：：：：千円千円千円千円））））

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因

　　　　・・・・05050505年年年年3333月期月期月期月期にににに行行行行ったったったった「「「「ORICON STYLE]ORICON STYLE]ORICON STYLE]ORICON STYLE]サイトサイトサイトサイトのののの　　　　　　　　
　　　　大幅大幅大幅大幅ﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙにににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用をををを削減削減削減削減

　　　　・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌のののの印刷費印刷費印刷費印刷費、、、、デザインデザインデザインデザイン料料料料をををを削減削減削減削減

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因

　　　　・・・・05050505年年年年3333月期月期月期月期にににに行行行行ったったったった「「「「ORICON STYLE]ORICON STYLE]ORICON STYLE]ORICON STYLE]サイトサイトサイトサイトのののの　　　　　　　　
　　　　大幅大幅大幅大幅ﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙにににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用をををを削減削減削減削減

　　　　・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌のののの印刷費印刷費印刷費印刷費、、、、デザインデザインデザインデザイン料料料料をををを削減削減削減削減

営業利益営業利益営業利益営業利益のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因

　　　　・・・・05050505年年年年3333月期月期月期月期にににに行行行行ったったったった雑誌雑誌雑誌雑誌「「「「oriconoriconoriconoricon stylestylestylestyle」」」」へのへのへのへの題号題号題号題号
　　　　　　　　変更変更変更変更にににに要要要要したしたしたした広告宣伝費広告宣伝費広告宣伝費広告宣伝費をををを削減削減削減削減

　　　　・・・・WEBWEBWEBWEBビジネスビジネスビジネスビジネスなどのなどのなどのなどの新規事業新規事業新規事業新規事業のののの立立立立ちちちち上上上上げにげにげにげに要要要要しししし
　　　　　　　　たたたた人件費人件費人件費人件費をををを削減削減削減削減

　　　　・・・・（（（（株株株株））））フローバフローバフローバフローバのののの連結解除連結解除連結解除連結解除となりとなりとなりとなり、、、、人件費人件費人件費人件費などのなどのなどのなどの　　　　
　　　　　　　　販管費販管費販管費販管費をををを削減削減削減削減

営業利益営業利益営業利益営業利益のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因

　　　　・・・・05050505年年年年3333月期月期月期月期にににに行行行行ったったったった雑誌雑誌雑誌雑誌「「「「oriconoriconoriconoricon stylestylestylestyle」」」」へのへのへのへの題号題号題号題号
　　　　　　　　変更変更変更変更にににに要要要要したしたしたした広告宣伝費広告宣伝費広告宣伝費広告宣伝費をををを削減削減削減削減

　　　　・・・・WEBWEBWEBWEBビジネスビジネスビジネスビジネスなどのなどのなどのなどの新規事業新規事業新規事業新規事業のののの立立立立ちちちち上上上上げにげにげにげに要要要要しししし
　　　　　　　　たたたた人件費人件費人件費人件費をををを削減削減削減削減

　　　　・・・・（（（（株株株株））））フローバフローバフローバフローバのののの連結解除連結解除連結解除連結解除となりとなりとなりとなり、、、、人件費人件費人件費人件費などのなどのなどのなどの　　　　
　　　　　　　　販管費販管費販管費販管費をををを削減削減削減削減

経常利益経常利益経常利益経常利益のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因

　　　　・・・・投資有価証券売却益投資有価証券売却益投資有価証券売却益投資有価証券売却益をををを計上計上計上計上

経常利益経常利益経常利益経常利益のののの主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因

　　　　・・・・投資有価証券売却益投資有価証券売却益投資有価証券売却益投資有価証券売却益をををを計上計上計上計上

様様様様々々々々なななな先行投資先行投資先行投資先行投資をををを行行行行いながらもいながらもいながらもいながらも、、、、コストコストコストコストをををを削減削減削減削減しししし、、、、大幅大幅大幅大幅なななな増益増益増益増益をををを達成達成達成達成
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セグメントセグメントセグメントセグメント別売上別売上別売上別売上

増減増減増減増減

▲▲▲▲179,715179,715179,715179,715

▲▲▲▲84,00184,00184,00184,001

582,278582,278582,278582,278

58,28058,28058,28058,280

▲▲▲▲1,616,5351,616,5351,616,5351,616,535

1,043,7901,043,7901,043,7901,043,790

174,439174,439174,439174,439

▲▲▲▲337,966337,966337,966337,966

▲▲▲▲736,272736,272736,272736,272

金額金額金額金額

－－－－84,00184,00184,00184,001－－－－パトリスファーブルパトリスファーブルパトリスファーブルパトリスファーブル事業事業事業事業

426.9426.9426.9426.9％％％％244,514244,514244,514244,5141,288,3041,288,3041,288,3041,288,304　　　　WEBWEBWEBWEB事業事業事業事業

▲▲▲▲3.13.13.13.1％％％％

－－－－

15.215.215.215.2％％％％

－－－－

12.212.212.212.2％％％％

▲▲▲▲16.016.016.016.0％％％％

▲▲▲▲13.613.613.613.6％％％％

増減率増減率増減率増減率

05050505年年年年３３３３月期月期月期月期

実績実績実績実績

06060606年年年年３３３３月期月期月期月期

実績実績実績実績

5,873,3775,873,3775,873,3775,873,3775,693,6625,693,6625,693,6625,693,662売上合計売上合計売上合計売上合計

－－－－582,278582,278582,278582,278フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミント事業事業事業事業

384,626384,626384,626384,626442,906442,906442,906442,906データベースデータベースデータベースデータベース事業事業事業事業

1,616,5351,616,5351,616,5351,616,535－－－－　㈱　㈱　㈱　㈱フローバフローバフローバフローバ 他他他他

1,434,4931,434,4931,434,4931,434,4931,608,9321,608,9321,608,9321,608,932　　　　雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・情報情報情報情報

2,109,2072,109,2072,109,2072,109,2071,771,2411,771,2411,771,2411,771,241　　　　音楽音楽音楽音楽ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション※※※※

5,404,7495,404,7495,404,7495,404,7494,668,4774,668,4774,668,4774,668,477メディアメディアメディアメディア事業事業事業事業

（（（（単位単位単位単位：：：：千円千円千円千円））））

※※※※：：：：着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディ・・・・着着着着うたうたうたうた・・・・着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル・・・・PCPCPCPC向向向向けけけけ音楽音楽音楽音楽配信配信配信配信

着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディのののの売上減売上減売上減売上減

によるによるによるによる影響影響影響影響

WEBWEBWEBWEB広告広告広告広告のののの増収増収増収増収およびおよびおよびおよび

CINECINECINECINE WELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOME 社社社社 のののの

連結子会社化連結子会社化連結子会社化連結子会社化によるによるによるによる影影影影

響響響響

㈱㈱㈱㈱フローバフローバフローバフローバおよびおよびおよびおよびﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾄﾘﾄﾘﾄﾘﾄﾘ

ｽｽｽｽ・・・・ﾊｰﾌﾊｰﾌﾊｰﾌﾊｰﾌﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ・・・・ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬﾊｬﾊｬﾊｬﾊﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ㈱㈱㈱㈱

のののの連結解除連結解除連結解除連結解除によるによるによるによる影影影影

響響響響
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業績業績業績業績のののの推移推移推移推移
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上場来上場来上場来上場来のののの最高益最高益最高益最高益をををを計上計上計上計上！！！！

売上高売上高売上高売上高 経常利益経常利益経常利益経常利益 当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益（（（（百万円百万円百万円百万円）））） （（（（百万円百万円百万円百万円））））（（（（百万円百万円百万円百万円））））

03030303年年年年3333月月月月　　　　04040404年年年年3333月月月月　　　　05050505年年年年3333月月月月　　　　06060606年年年年3333月月月月 03030303年年年年3333月月月月　　　　04040404年年年年3333月月月月　　　　05050505年年年年3333月月月月　　　　06060606年年年年3333月月月月03030303年年年年3333月月月月　　　　04040404年年年年3333月月月月　　　　05050505年年年年3333月月月月　　　　06060606年年年年3333月月月月
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　事業展開事業展開事業展開事業展開
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経営経営経営経営のののの基本方針基本方針基本方針基本方針

当社当社当社当社グループグループグループグループはははは、、、、国内屈指国内屈指国内屈指国内屈指ののののランキングブランドランキングブランドランキングブランドランキングブランドであるであるであるである「「「「オリコンオリコンオリコンオリコン」」」」ブランドブランドブランドブランド

をををを活用活用活用活用しししし、、、、音楽分野音楽分野音楽分野音楽分野のみならずのみならずのみならずのみならず様様様様々々々々なななな分野分野分野分野ででででランキングランキングランキングランキング化化化化をををを施施施施すことですことですことですことで商品商品商品商品・・・・

サービスサービスサービスサービスのののの価値価値価値価値をををを可視化可視化可視化可視化させさせさせさせ、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザーにそのにそのにそのにその情報情報情報情報をわかりやすくをわかりやすくをわかりやすくをわかりやすく提供提供提供提供するするするする

｢｢｢｢情報情報情報情報ポータルポータルポータルポータル企業企業企業企業」」」」としてとしてとしてとして、、、、よりよりよりより豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活のののの実現実現実現実現とととと生活生活生活生活にににに密着密着密着密着するするするする様様様様々々々々なななな

産業産業産業産業のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献するするするする社会的意義社会的意義社会的意義社会的意義のののの高高高高いいいい企業企業企業企業をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。



9

「「「「オリコンオリコンオリコンオリコン」」」」ののののブランドブランドブランドブランド調査調査調査調査①①①①

企業名企業名企業名企業名、、、、サービスサービスサービスサービスのののの認知状況認知状況認知状況認知状況

　　　　調査対象　：　東京圏および大阪圏に在住する１６～３９歳のインターネットモニター６２１人

　　　 調査期間　：　２００６年１月１２日～１３日

　　　 調査機関　：　株式会社マクロミル

（株）マクロミルによる調査結果より引用

「「「「説得力説得力説得力説得力」」」」をををを１０１０１０１０点満点点満点点満点点満点でででで評価評価評価評価

オリコンブランドオリコンブランドオリコンブランドオリコンブランドにはにはにはには高高高高いいいい認知度認知度認知度認知度とととと信頼度信頼度信頼度信頼度がありがありがありがあり、、、、オリコンオリコンオリコンオリコンがががが発信発信発信発信するするするする情報情報情報情報にはにはにはには強強強強いいいい説得力説得力説得力説得力がありますがありますがありますがあります。。。。

（株）マクロミルによる調査結果より引用

今、人気のある商品に関する情報　　　　　　　　　これから人気の出る商品に関する情報
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oricon is RANKING BRAND

““““オリコンオリコンオリコンオリコン””””ののののブランドイメージブランドイメージブランドイメージブランドイメージはははは？？？？

「「「「オリコンオリコンオリコンオリコン」」」」ののののブランドブランドブランドブランド調査調査調査調査②②②②

「「「「信頼信頼信頼信頼できるできるできるできる」」」」

「「「「安定安定安定安定しているしているしているしている」」」」

「「「「親親親親しみやすいしみやすいしみやすいしみやすい」」」」

「「「「伝統的伝統的伝統的伝統的であるであるであるである」」」」

「「「「実力実力実力実力があるがあるがあるがある」」」」

ポピュラリティーポピュラリティーポピュラリティーポピュラリティー象徴象徴象徴象徴 象徴象徴象徴象徴

““““ランキングランキングランキングランキング””””

可視化可視化可視化可視化

「「「「人気人気人気人気」「」「」「」「ヒットヒットヒットヒット」「」「」「」「実績実績実績実績」」」」

「「「「オリコンオリコンオリコンオリコン」」」」はははは国内屈指国内屈指国内屈指国内屈指ののののランキングブランドランキングブランドランキングブランドランキングブランドでありでありでありであり、、、、これをこれをこれをこれを活活活活かせることがかせることがかせることがかせることが当社当社当社当社グループグループグループグループののののアドバンテージアドバンテージアドバンテージアドバンテージですですですです。。。。
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07070707年年年年3333月期月期月期月期のののの事業環境事業環境事業環境事業環境とととと重点課題重点課題重点課題重点課題

ランキングブランドランキングブランドランキングブランドランキングブランドであるであるであるである「「「「オリコンオリコンオリコンオリコン」」」」ブランドブランドブランドブランドをををを活活活活かしたかしたかしたかした事業展開事業展開事業展開事業展開

07070707年年年年3333月期月期月期月期のののの外部環境外部環境外部環境外部環境のののの変化変化変化変化

音楽音楽音楽音楽ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューションのののの推進推進推進推進 「「「「ORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLE」」」」サイトサイトサイトサイトのののの広告販売強化広告販売強化広告販売強化広告販売強化

●●●●着着着着うたうたうたうたフルフルフルフルががががNTTNTTNTTNTTドコモドコモドコモドコモでででで公式公式公式公式ﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰ化化化化

　　　　されることにされることにされることにされることに合合合合わせわせわせわせ、、、、ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄをををを今夏開設今夏開設今夏開設今夏開設

●●●●PCPCPCPC向向向向けけけけ音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの楽曲楽曲楽曲楽曲ﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ゚゚゚強化強化強化強化

　　　　によるによるによるによる販売促進販売促進販売促進販売促進

●●●●ﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ社社社社とのとのとのとの提携提携提携提携によるによるによるによるﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ

　　　　音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信ﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの創出創出創出創出

●●●●インプレッションインプレッションインプレッションインプレッション型広告商品型広告商品型広告商品型広告商品のののの　　　　

　　　　販売強化販売強化販売強化販売強化

●●●●動画番組動画番組動画番組動画番組、、、、音声番組音声番組音声番組音声番組ののののCMCMCMCM販売販売販売販売　　　　

のののの推進推進推進推進

●●●●顧客満足度顧客満足度顧客満足度顧客満足度（（（（CSCSCSCS））））ﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙連動型連動型連動型連動型

　　　　広告広告広告広告のののの事業事業事業事業モデルモデルモデルモデルをををを構築構築構築構築

インターネットインターネットインターネットインターネット広告市場広告市場広告市場広告市場のののの拡大拡大拡大拡大
デジタルデジタルデジタルデジタル音楽流通音楽流通音楽流通音楽流通のののの拡大拡大拡大拡大

→→→→ 06060606年年年年、、、、CDCDCDCDｼﾝｸｼﾝｸｼﾝｸｼﾝｸﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙのののの売上売上売上売上をををを上回上回上回上回るるるる可能性可能性可能性可能性
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音楽音楽音楽音楽ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューションのののの展開展開展開展開①①①①

(1(1(1(1））））着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディ

第三世代携帯電話第三世代携帯電話第三世代携帯電話第三世代携帯電話のののの急速急速急速急速なななな普及普及普及普及

ナンバーポータビィリティーナンバーポータビィリティーナンバーポータビィリティーナンバーポータビィリティー制制制制のののの導入導入導入導入

着信着信着信着信メロディビジネスメロディビジネスメロディビジネスメロディビジネスのののの縮小縮小縮小縮小

営業利益営業利益営業利益営業利益ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽでででで約約約約450450450450百万円百万円百万円百万円ののののネガティブネガティブネガティブネガティブ要因要因要因要因

(2(2(2(2））））着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル

NTTNTTNTTNTTドコモドコモドコモドコモがががが今夏今夏今夏今夏よりよりよりより公式公式公式公式メニューメニューメニューメニュー化化化化

本年中本年中本年中本年中にににに対応機種対応機種対応機種対応機種ののののランナップランナップランナップランナップがががが充実充実充実充実

プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

「「「「ORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLE」」」」ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄののののﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーー　　　　約約約約500500500500万人万人万人万人

雑誌雑誌雑誌雑誌「「「「oricon oricon oricon oricon stylestylestylestyle」」」」のののの購読者購読者購読者購読者　　　　約約約約35353535万人万人万人万人

当社当社当社当社ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚のののの他他他他のののの携帯携帯携帯携帯ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄ会員会員会員会員　　　　約約約約150150150150万人万人万人万人

提携関係提携関係提携関係提携関係にあるにあるにあるにある多数多数多数多数ののののメディアメディアメディアメディア

NTTNTTNTTNTTドコモドコモドコモドコモのののの公式公式公式公式メニューメニューメニューメニューにににに

「「「「オリコンスタイルフルオリコンスタイルフルオリコンスタイルフルオリコンスタイルフル」」」」をををを開設開設開設開設

他他他他のののの２２２２キャリアキャリアキャリアキャリアでででで
もももも今夏今夏今夏今夏、、、、開設開設開設開設

着着着着うたうたうたうたフルマーケットフルマーケットフルマーケットフルマーケットでででで５５５５％％％％ののののシェアシェアシェアシェア獲得獲得獲得獲得をををを目指目指目指目指すすすす

ﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾞ゙゙゙ﾙﾓﾊﾙﾓﾊﾙﾓﾊﾙﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙ㈱㈱㈱㈱にににに次次次次ぐぐぐぐ楽曲楽曲楽曲楽曲

ﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ゚゚゚をををを、、、、ﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾞ゙゙゙ﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ等等等等

とのとのとのとの強強強強いいいいrelationshiprelationshiprelationshiprelationshipにににに基基基基づづづづ

いていていていて実現実現実現実現
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((((3333））））PCPCPCPC向向向向けけけけ音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信①①①①

音楽音楽音楽音楽ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューションのののの展開展開展開展開②②②②

　　　　

音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信マーケットマーケットマーケットマーケット

～～～～2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 2007200720072007年年年年～～～～

拡拡拡拡大大大大

PCPCPCPCににににダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしたしたしたした楽曲楽曲楽曲楽曲をををを

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾎﾀﾙﾎﾀﾙﾎﾀﾙﾎﾟ゚゚゚ｰﾀﾌｰﾀﾌｰﾀﾌｰﾀﾌﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾟ゚゚゚ﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰにににに転転転転

送送送送してしてしてして利用利用利用利用

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ががががﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾎﾀﾙﾎﾀﾙﾎﾀﾙﾎﾟ゚゚゚ｰﾀﾌｰﾀﾌｰﾀﾌｰﾀﾌﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾟ゚゚゚

ﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰとしてとしてとしてとして進化進化進化進化

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ににににPCPCPCPCのののの機能機能機能機能がががが

内臓内臓内臓内臓されされされされ、、、、直接直接直接直接ののののダウンローダウンローダウンローダウンロー

ドドドドがががが可能可能可能可能にににに

　　　　→→→→音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信とととと着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル
　　　　　　　　　　　　がががが融合融合融合融合へへへへ
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音楽音楽音楽音楽ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューションのののの展開展開展開展開③③③③

((((3333））））PCPCPCPC向向向向けけけけ音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信②②②②

WMAWMAWMAWMA形式形式形式形式でのでのでのでの配信配信配信配信

（（（（配信楽曲数配信楽曲数配信楽曲数配信楽曲数：：：：約約約約45454545万曲万曲万曲万曲））））

ATRACATRACATRACATRAC形式形式形式形式でのでのでのでの配信配信配信配信

（（（（配信楽曲数配信楽曲数配信楽曲数配信楽曲数：：：：約約約約47474747万曲万曲万曲万曲））））

今夏今夏今夏今夏、、、、NTTNTTNTTNTTドコモドコモドコモドコモがががが発売発売発売発売するするするする一部一部一部一部のののの新機種新機種新機種新機種よりよりよりより

楽曲楽曲楽曲楽曲をををを転送転送転送転送してしてしてして聴聴聴聴くことがくことがくことがくことが可能可能可能可能にににに

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ががががﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ音楽音楽音楽音楽ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰﾚｰﾔｰとしてとしてとしてとして進化進化進化進化　　　　

今夏今夏今夏今夏、、、、KDDIKDDIKDDIKDDIがががが発売発売発売発売するするするする一部一部一部一部のののの新機種新機種新機種新機種よりよりよりより

楽曲楽曲楽曲楽曲をををを転送転送転送転送してしてしてして聴聴聴聴くことがくことがくことがくことが可能可能可能可能にににに

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話でででで手軽手軽手軽手軽にににに音楽音楽音楽音楽をををを楽楽楽楽しめるようになることでしめるようになることでしめるようになることでしめるようになることで、、、、ﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーーのののの裾野裾野裾野裾野がががが広広広広がりがりがりがり、、、、音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信マーケットマーケットマーケットマーケットがががが拡大拡大拡大拡大

WMAWMAWMAWMA形式形式形式形式ととととATRACATRACATRACATRAC形式形式形式形式のののの両方両方両方両方にににに対応対応対応対応

したしたしたした国内外国内外国内外国内外でででで唯一唯一唯一唯一ののののｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄ（（（（ﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾞ゙゙゙ﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

がががが独自独自独自独自にににに運営運営運営運営するするするするｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄをををを除除除除くくくく））））

楽曲楽曲楽曲楽曲ののののﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ゚゚゚をををを継続的継続的継続的継続的にににに充実充実充実充実させさせさせさせ、、、、ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄﾞ゙゙゙をををを促進促進促進促進させてさせてさせてさせて参参参参りますりますりますります。。。。

07070707年年年年3333月月月月にににに月次月次月次月次ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄﾞ゙゙゙数数数数50505050万万万万をををを目指目指目指目指しますしますしますします（（（（06060606年年年年3333月月月月：：：：8.58.58.58.5万万万万ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄﾞ゙゙゙））））。。。。
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成長成長成長成長をををを続続続続けるけるけるける「「「「ORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLE」」」」サイトサイトサイトサイト

主要主要主要主要ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト

（（（（４４４４サイトサイトサイトサイト））））

有力有力有力有力SNSSNSSNSSNSサイトサイトサイトサイト

オリコンオリコンオリコンオリコン独自独自独自独自ののののﾕﾆｰｸﾕﾆｰｸﾕﾆｰｸﾕﾆｰｸなななな

情報提供情報提供情報提供情報提供しししし、、、、ﾆｭｰｽﾍﾆｭｰｽﾍﾆｭｰｽﾍﾆｭｰｽﾍﾟ゚゚゚ｰーーー

ｼｼｼｼﾞ゙゙゙もしくはもしくはもしくはもしくはﾄｯﾌﾄｯﾌﾄｯﾌﾄｯﾌﾟ゚゚゚ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙のののの

「「「「ﾄﾋﾄﾋﾄﾋﾄﾋﾟ゚゚゚ｯｸｽｯｸｽｯｸｽｯｸｽ」」」」にににに掲載掲載掲載掲載されるされるされるされる

今夏今夏今夏今夏よりよりよりより、、、、情報情報情報情報のののの

提供提供提供提供をををを開始開始開始開始

掲 載掲 載掲 載掲 載 さ れ たさ れ たさ れ たさ れ た ﾆ ｭ ｰ ｽﾆ ｭ ｰ ｽﾆ ｭ ｰ ｽﾆ ｭ ｰ ｽ にににに

「「「「ORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLE」」」」ののののﾘﾘﾘﾘ

ﾝｸﾝｸﾝｸﾝｸがががが貼貼貼貼られていることかられていることかられていることかられていることか

ららららﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーーががががｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄへへへへ来訪来訪来訪来訪

ﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーー増増増増にににに
好影響好影響好影響好影響

ﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーーのののの来訪来訪来訪来訪

ﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーー増増増増にににに
好影響好影響好影響好影響

ﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーー数数数数

05050505年年年年5555月月月月 06060606年年年年5555月月月月 07070707年年年年3333月月月月

約約約約2.22.22.22.2倍倍倍倍にににに増加増加増加増加

500500500500万人万人万人万人超超超超をををを達成達成達成達成

1,0001,0001,0001,000万人万人万人万人超超超超をををを目指目指目指目指すすすす

有力有力有力有力ななななﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄ等等等等へへへへ継続的継続的継続的継続的ににににﾕﾆｰｸﾕﾆｰｸﾕﾆｰｸﾕﾆｰｸなななな情報情報情報情報をををを提供提供提供提供することですることですることですることで、、、、当社当社当社当社ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄへのへのへのへのﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーー来訪来訪来訪来訪がががが促進促進促進促進されていますされていますされていますされています。。。。
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連結業績予想連結業績予想連結業績予想連結業績予想

53.9%53.9%53.9%53.9%

10.1%10.1%10.1%10.1%

30.7%30.7%30.7%30.7%

増減率増減率増減率増減率

　　　　WEBWEBWEBWEB事業事業事業事業のののの収益性収益性収益性収益性がががが上上上上がりがりがりがり、、、、繰越損失消化繰越損失消化繰越損失消化繰越損失消化

によるによるによるによる税額抑制効果税額抑制効果税額抑制効果税額抑制効果がががが見込見込見込見込まれますまれますまれますまれます。。。。
272272272272420420420420当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

○○○○着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディのののの利益利益利益利益 →→→→ 450450450450百万円減百万円減百万円減百万円減

○○○○着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル・・・・音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの利益利益利益利益　　　　→→→→ 180180180180百万円増百万円増百万円増百万円増

○○○○WEBWEBWEBWEB広告広告広告広告のののの利益利益利益利益　　　　　　　　 　　　　→→→→ 270270270270百万円増百万円増百万円増百万円増

○○○○フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミントのののの利益利益利益利益　　　　 　　　　→→→→ 　　　　30303030百万円増百万円増百万円増百万円増

590590590590650650650650経常利益経常利益経常利益経常利益

○○○○着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディのののの売上売上売上売上　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 →→→→ 580580580580百万円減百万円減百万円減百万円減

○○○○着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル・・・・音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの売上売上売上売上 →→→→ 1,0801,0801,0801,080百万円増百万円増百万円増百万円増

○○○○WEBWEBWEBWEB広告広告広告広告のののの売上売上売上売上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →→→→　　　　630630630630百万円増百万円増百万円増百万円増

○○○○フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミントのののの売上売上売上売上 　　　　→→→→ 510510510510百万円増百万円増百万円増百万円増

5,6945,6945,6945,6947,4407,4407,4407,440売上高売上高売上高売上高

主主主主なななな増減要因増減要因増減要因増減要因
06060606年年年年3333月期月期月期月期

実績実績実績実績

07070707年年年年3333月期月期月期月期

計画計画計画計画（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））
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増減増減増減増減

1746174617461746

518518518518

38383838

422422422422

112112112112

659659659659

1,1921,1921,1921,192

金額金額金額金額

5,6945,6945,6945,694

582582582582

442442442442

1,2881,2881,2881,288

1,6081,6081,6081,608

1,7711,7711,7711,771

4,6684,6684,6684,668

06060606年年年年３３３３月期月期月期月期

実績実績実績実績

32.8%32.8%32.8%32.8%1,7101,7101,7101,710　　　　　　　　WEBWEBWEBWEB事業事業事業事業

30.7%30.7%30.7%30.7%

89.0%89.0%89.0%89.0%

8.6%8.6%8.6%8.6%

7.0%7.0%7.0%7.0%

37.2%37.2%37.2%37.2%

25.5%25.5%25.5%25.5%

増減率増減率増減率増減率

07070707年年年年３３３３月期月期月期月期

計画計画計画計画

7,4407,4407,4407,440売上合計売上合計売上合計売上合計

1,1001,1001,1001,100フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミント事業事業事業事業

480480480480データベースデータベースデータベースデータベース事業事業事業事業

1,7201,7201,7201,720　　　　　　　　雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・情報情報情報情報

2,4302,4302,4302,430　　　　　　　　音楽音楽音楽音楽ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション※※※※

5,8605,8605,8605,860メディアメディアメディアメディア事業事業事業事業

セグメントセグメントセグメントセグメント別売上予想別売上予想別売上予想別売上予想

※※※※：：：：着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディ・・・・着着着着うたうたうたうた・・・・着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル・・・・PCPCPCPC向向向向けけけけ音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

今期今期今期今期（（（（07070707年年年年3333月期月期月期月期））））においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディのののの売上売上売上売上がががが減少減少減少減少するもののするもののするもののするものの、、、、フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミント事業事業事業事業
およびおよびおよびおよび下期下期下期下期においてにおいてにおいてにおいて拡大拡大拡大拡大するするするする着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル・・・・WEBWEBWEBWEB広告広告広告広告のののの売上売上売上売上ががががこれをこれをこれをこれを補補補補いいいい、、、、全体全体全体全体としてとしてとしてとして売上売上売上売上増増増増にににに
なるものとなるものとなるものとなるものと予想予想予想予想しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた来期来期来期来期においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、今期今期今期今期のののの成長成長成長成長をををを上回上回上回上回ってってってって推移推移推移推移するするするする見通見通見通見通しですしですしですしです。。。。
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事業戦略事業戦略事業戦略事業戦略についてのについてのについてのについての詳細詳細詳細詳細はははは5555月月月月31313131日日日日にににに発表発表発表発表するするするする

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画でごでごでごでご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします
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この資料に掲載されている今後の戦略・見通し等に関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理

的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づくものです。しかしながら現実に

は、通常予測しえないような特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載

の見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努

めて参りますが、本資料記載の見通し等のみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになら

れるようお願いいたします。 

オリコンオリコンオリコンオリコン株式会社株式会社株式会社株式会社

　　　　　　　　IRIRIRIR用用用用ホームページホームページホームページホームページ　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http://www.oricon.jp/http://www.oricon.jp/http://www.oricon.jp/http://www.oricon.jp/

　　「　　「　　「　　「ORICON STYLE ORICON STYLE ORICON STYLE ORICON STYLE 」（」（」（」（ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎﾟ゚゚゚ｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄ）））） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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