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ファイナンス事業の撤退に伴う

アエリアグループ事業戦略に関するお知らせ

平成22年2月12日付にて開示いたしました『子会社の第三者割当増資に伴う子会社の異動に関するお知

らせ』にて、当社グループはファイナンス事業から撤退し、今後はオンラインゲームを中心とするエン

ターテイメント事業に注力していく予定であることをお知らせいたしました。

今般のファイナンス事業からの整理・縮小に伴う今後のアエリアグループの事業戦略についてお知ら

せいたします。

（添付資料）

『ファイナンス事業の撤退に伴うアエリアグループ事業戦略に関する説明資料』

http://www.aeria.jp/
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アエリアアエリア

ファイナンス事業ファイナンス事業からの撤退についてからの撤退について

連結子会社で連結子会社でありますあります、株式会社クレゾーは平成、株式会社クレゾーは平成2222年年22月月1212日の日の臨時臨時株主総会で第三者割当株主総会で第三者割当

増資を決議し、これを増資を決議し、これをトランスパシフィック・アドバイザーズトランスパシフィック・アドバイザーズ社が全て引受を行いました社が全て引受を行いました

これに伴い、株式会社クレゾー及びその子会社である、黒川木徳フィナンシャルホールディングスこれに伴い、株式会社クレゾー及びその子会社である、黒川木徳フィナンシャルホールディングス

株式会社／黒川木徳証券株式会社は当社の連結子会社から外れます株式会社／黒川木徳証券株式会社は当社の連結子会社から外れます

エンターテイメント事業との親和性が低い金融・不動産事業を切り離し、アエリアグループとしてエンターテイメント事業との親和性が低い金融・不動産事業を切り離し、アエリアグループとして

エンターテイメント事業への集約を明確にし、選択エンターテイメント事業への集約を明確にし、選択と集中と集中を推し進めるものでありますを推し進めるものであります

44

※※詳しくは平成詳しくは平成2222年年22月月1212日開示のプレスリリースをご参照ください日開示のプレスリリースをご参照ください

クレゾークレゾー

黒川木徳黒川木徳
FHDFHD

黒川木徳黒川木徳
証券証券

豊商事豊商事

100100％％

65.365.3％％

63.263.2％％ 20.120.1％％

TPATPA社社アエリアアエリア

クレゾークレゾー

黒川木徳黒川木徳
FHDFHD

黒川木徳黒川木徳
証券証券

豊商事豊商事

65.365.3％％

63.263.2％％ 20.120.1％％

増資前増資前 増資後増資後

13.713.7％％ 86.386.3％％

連結除外連結除外
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事業事業セグメントセグメントについてについて

エンターテイメント／ソリューションエンターテイメント／ソリューション

事業事業

・オンラインゲーム配信事業・オンラインゲーム配信事業

・ゲームソフト開発事業・ゲームソフト開発事業

・・データセンター事業データセンター事業

ファイナンス事業ファイナンス事業

・証券業・証券業

・商品先物取引業・商品先物取引業

・レンタル収納スペース事業・レンタル収納スペース事業

・・人材派遣人材派遣事業事業

・不動産事業・不動産事業

ファイナンス事業の整理／統合を行い、ファイナンス事業の整理／統合を行い、オンラインゲームを中心とするオンラインゲームを中心とするエンターテイメエンターテイメ

ント事業ント事業に経営資源を集中、事業分野の拡大を目指してまいりますに経営資源を集中、事業分野の拡大を目指してまいります

20092009年年

エンターテイメント事業エンターテイメント事業

・オンラインゲーム配信事業・オンラインゲーム配信事業

・ゲームソフト開発事業・ゲームソフト開発事業

・ソーシャルアプリ事業・ソーシャルアプリ事業

・データセンター事業・データセンター事業

・メディア事業・メディア事業

20102010年～年～

55

グローバルオンラインエンターテイメント事業会社グローバルオンラインエンターテイメント事業会社への変革への変革

経営資源の集中経営資源の集中
事業分野の拡大事業分野の拡大

事業整理・縮小事業整理・縮小

その他事業その他事業

・人材派遣事業・人材派遣事業

・不動産事業・不動産事業

・証券業・証券業

・商品先物取引業・商品先物取引業

・レンタル収納スペース事業・レンタル収納スペース事業
除外除外
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アエリアグループ事業戦略アエリアグループ事業戦略 サマリ①サマリ①

世界で世界でお客様の満足を限りなく追求し続けるお客様の満足を限りなく追求し続ける
グローバルグローバルオンラインエンターテイメント企業グループへオンラインエンターテイメント企業グループへ

アエリアグループアエリアグループ 中期経営ビジョン中期経営ビジョン

オンラインサービス企業としてオンラインサービス企業として
お客様お客様の満足を徹底的に追求するの満足を徹底的に追求する

Quality&ServiceQuality&Service NO.NO.１１

プラットフォームを選ばず、プラットフォームを選ばず、
多様な領域へ展開多様な領域へ展開

Contents ExpansionContents Expansion

長期的な視野を持ち、長期的な視野を持ち、
全く新しいサービスを創り出す全く新しいサービスを創り出す

NewServiceNewService CreationCreation

新興市場へ新興市場へ
積極的に市場開拓積極的に市場開拓

GlobalizationGlobalization

アエリアグループアエリアグループ ミッションミッション

４つのミッションを軸に大きくアエリアグループは飛躍します４つのミッションを軸に大きくアエリアグループは飛躍します

66
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オンラインゲーム配信事業オンラインゲーム配信事業をコア事業としてをコア事業として
グループ収益を拡大していきますグループ収益を拡大していきます

グループ事業シナジーグループ事業シナジー

オンラインゲームオンラインゲーム
運営事業運営事業

オンラインゲームオンラインゲーム
配信配信事業事業

グループ企業の強みをオンラインゲームグループ企業の強みをオンラインゲーム配信配信事業に集約事業に集約
77

ゲームソフトゲームソフト
開発事業開発事業

データセンターデータセンター
事業事業

ソーシャルソーシャル
アプリ事業アプリ事業

メディア事業メディア事業

アエリアグループ事業戦略アエリアグループ事業戦略 サマリ②サマリ②
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１．グローバル拠点における新しい柱（価値）の創造１．グローバル拠点における新しい柱（価値）の創造
２．グループ間連携促進とグループコントロール２．グループ間連携促進とグループコントロール

重点課題事項重点課題事項

対策ステップ対策ステップ

・タイトル数・質の向上・タイトル数・質の向上

・新ジャンルへの投資・新ジャンルへの投資
・プラットフォーム多様化・プラットフォーム多様化

・開発力・集客力の強化・開発力・集客力の強化
・運営品質強化と効率化・運営品質強化と効率化

20102010～～20112011

・独自ＩＰの確保・投資・独自ＩＰの確保・投資

・先端開発力の確保・先端開発力の確保
・単一コンテンツの・単一コンテンツの

グループ独占展開グループ独占展開
・新ビジネスモデル発掘・新ビジネスモデル発掘

20112011～～20122012

・新市場の発掘と参入・新市場の発掘と参入

・グループ間サービス・グループ間サービス
品質維持品質維持

・新ビジネスモデル展開・新ビジネスモデル展開

20122012～～20132013

各国市場における各国市場における
各社地位の向上各社地位の向上

グローバルグローバル
グループ間連携強化グループ間連携強化

グローバルグローバル
市場の開拓市場の開拓

新しい柱（価値）の創造新しい柱（価値）の創造 グループ間連携促進とグループコントロールグループ間連携促進とグループコントロール

アエリアグループ事業戦略アエリアグループ事業戦略 重点課題重点課題

88
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２．２．20102010年度年度 オンラインゲーム配信事業の目標オンラインゲーム配信事業の目標

99

20102010年度年度 オンラインゲーム配信事業の目標オンラインゲーム配信事業の目標
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国内オンラインゲーム事業の推移国内オンラインゲーム事業の推移

当社において、当社において、20092009年年55月に月に『『Grand FantasiaGrand Fantasia ––精霊物語精霊物語--』』、同年、同年99月に月に『『MysticStoneMysticStone ––

Runes of MagicRunes of Magic--』』の正式サービスを開始し、国内オンラインゲーム市場へ本格参入の正式サービスを開始し、国内オンラインゲーム市場へ本格参入
20092009年年1010月には単月黒字化するなど、サービス開始以降順調な推移を継続月には単月黒字化するなど、サービス開始以降順調な推移を継続

国内オンラインゲーム事業の推移について国内オンラインゲーム事業の推移について

国内オンラインゲーム事業の推移国内オンラインゲーム事業の推移

1010

売上（百万円）売上（百万円）

400400

320320

00

売上高売上高

20092009年年

2Q2Q

営業利益営業利益

20092009年年

4Q4Q
20092009年年

3Q3Q

240240

160160

8080

8080

6464

00

4848

3232

1616

営業利益営業利益（百万円）（百万円）

※※営業利益の数値には子会社であります株式会社アク営業利益の数値には子会社であります株式会社アク
ワイアに対する費用を除いておりますワイアに対する費用を除いております

『『Grand FantasiaGrand Fantasia
––精霊物語精霊物語--』』

『『MysticStoneMysticStone
––Runes of MagicRunes of Magic--』』
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20102010年度年度 オンラインゲーム配信事業の展開オンラインゲーム配信事業の展開

1111

オンラインゲーム配信事業をコア事業と位置づけ、リソースを集中オンラインゲーム配信事業をコア事業と位置づけ、リソースを集中
各国市場（日本・アジア・北米・欧州）において、オンラインゲームパブリッシャーとしての地位を確各国市場（日本・アジア・北米・欧州）において、オンラインゲームパブリッシャーとしての地位を確

実なものにする実なものにする

20102010年度年度 オンラインゲーム配信事業の展開オンラインゲーム配信事業の展開

各国市場での新規タイトルの投各国市場での新規タイトルの投

入入

ソーシャルアプリ・ソーシャルアプリ・WebWebゲームなどゲームなど

の新ジャンルへの積極投資の新ジャンルへの積極投資

運営品質向上の徹底運営品質向上の徹底

キーサクセスファクターキーサクセスファクター

売上売上・営業利益・営業利益（百万円）（百万円）

3,03,00000

2,4002,400

1,8001,800

1,2001,200

600600

00

オンラインゲーム事業の売上高・会員数推移オンラインゲーム事業の売上高・会員数推移

国内売上国内売上

海外売上海外売上

20082008年年

3Q3Q--4Q4Q
20092009年年

1Q1Q--2Q2Q
20092009年年

3Q3Q--4Q4Q
20102010年年

1Q1Q--2Q2Q
20102010年年

3Q3Q--4Q4Q

会員数会員数（（百万人百万人））

2020

1616

1212

88

44

累計登録会員数累計登録会員数

目標数値目標数値

00

売上高売上高

営業利益営業利益

2020億円億円

0.90.9億円億円

2929億円億円

2.82.8億円億円

20102010年年
1Q1Q--2Q2Q

20102010年年
3Q3Q--4Q4Q

20102010年度年度数値目標数値目標

営業利益営業利益

会員数会員数 1,3001,300万人万人 1,6001,600万人万人
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