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2010年3月期連結業績数値報告

2010年3月期
4－6月連結累計期間

2010年3月期
4－9月連結累計期間

2010年3月期
4－12月連結累計期間

2010年3月期
4－3月連結累計期間

売上高 914 1,740 2,515 3,282

営業利益 △15 △52 △63 81

経常利益 △9 △44 △54 91

当期純利益 △19 △71 △86 54

2010年3月期は、業績修正を行ったものの、最終的には黒字化
特に、第4四半期連結会計期間において、大きな利益を出した

※百万円未満切捨て
※比率は百万円単位で計算

＜2010年3月期連結実績＞ 単位：百万円

＜2010年3月期四半期累計期間別業績推移＞

第4四半期連結会計期間のみで
黒字化

本来の利益体質の
体制に変更※百万円未満切捨て

単位：百万円

2010年3月期
業績予想数値

（平成21年5月14日公表）

2010年3月期
業績予想数値

（平成22年3月5日公表）

2010年3月期
業績実績

達成率
（対平成21年5月14日公表）

達成率
（対平成22年3月5日公表）

売上高 3,770 3,255 3,282 87.1% 100.8%

営業利益 127 59 81 63.8% 137.3%

経常利益 128 67 91 71.1% 135.8%

当期純利益 101 25 54 53.5% 216.0%
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2010年3月期連結業績数値解説

2010年3月期は、積極的な会員獲得手法の検証、開発を実施しながら会員数の増加を図った。また
それらの検証結果を基に、費用対効果を最大限に活かすべく施策を実施
オフィス移転、株式評価損等の特別損失を計上した

★特別損失
オフィス移転に関する臨時償却費等 36百万円
保有株式の評価損 5百万円

★広告宣伝費
2010年4月－12月 562百万円

2009年4月－12月 2010年1月－3月

★検証、開発結果を基に、費用対効果を
鑑みた投資を実施
⇒広告出稿、素材制作量、商品開発等

4月－6月 7月－9月 10月－12月 1月－3月

売上高 ：914
営業利益：△15
経常利益：△9

売上高 ：825
営業利益：△36
経常利益：△34

売上高 ：774
営業利益：△11
経常利益：△10

売上高 ：767
営業利益：145
経常利益：146

★2011年度に向けた先行投資を実施
⇒スマートフォンへの対応等

単位：百万円

※百万円未満切捨て



6©I-FREEK INC.

☆当社総会員数推移 （単位：千人）

2010年3月期連結業績数値（当社総会員数推移）

当社の会員数規模は順調に増加。今後は会員基盤を更に活かすべく展開

2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期

約994

約1,789

約1,194

■ユーザー属性を更に取得しニーズを掘り起こしながら展開
■デコメサイト/Ｅコマースサイト関わらず会員数を増加させARPU向上を目指す
■当社ならではの会員サービスの構築を目指す
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当社の素材制作における重要な役割を果たしている「クリポス」の登録会員数は増加

2010年3月期連結業績数値（当社クリポス登録会員数推移）

■ハイクオリティ素材の安定確保
■クリエーターとの直接取引による原価の抑制

2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期

約3,200

約7,000

☆クリポス登録クリエーター数推移 （単位：人）

約5,200



2011年3月期見通し

Section.2
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当期の重点取り組み（１)

モバイルコンテンツビジネスを取り巻く環境は、変化し続けている
そのため当社は、その変化に対応した、事業展開をする。

■スマートフォン市場の拡大
■オープンソーシャルの浸透
■携帯電話技術の進化
■月額定額制ビジネスの限界
■キャリア端末に無料デコメ搭載
■ユーザー選択肢の拡大 など

＜環境の激変＞

環境の変化に対応した展開と
次世代の市場環境に向けた
サービスモデル構築が重要

＜当社の対応＞

☆環境の変化に対応したサービスを投下し、新分野での顧客獲得基盤を構築する
☆新技術をコアとした、よりユーザーライクなサービスモデルに移行していく
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当期取組重点項目（抜粋）

既存の主力事業は手堅く運営しつつ、業界の構造変化に対応したモデル転換を実施
また、顧客基盤データを基にして、徹底的なユーザーニーズの分析を行った上での商品
開発、事業展開を進めていく

重点取組課題（１）

■スマートフォンへ（Xperia等）の対応
（3キャリア）
⇒技術革新による市場への対応
（Shopping.jp等はスマートフォン対応済み）

重点取組課題（2）

重点取組課題（3）

■デコメ変換の展開
⇒使い易い機能で更なるユーザーの拡大
⇒キャリア様への展開

■ターゲットへの商品力強化
⇒ユーザーニーズを明確にした
オリジナル商品の創造

重点取組課題（4）
■外部アライアンスの強化
⇒デコメ市場の拡大
⇒新規ジャンルへの展開

いままでの仕組みを大切にし
ながらも、環境の変化に対応
すべく展開

変化をチャンスと捉え、
新たな領域へのチャレンジ
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当期の重点取り組み（参考)

当社は、従来型のビジネスモデルを軸に、更に広がっていく市場に対応したビジネスモ
デルの構築を行い、一層の成長を目指して事業展開していく

＜従来型ビジネスモデル＞ ＜新たなビジネスモデル＞

■携帯電話キャリア様のメニュー導線
中心のダウンロード型有料サイト事業
（月額：200円～300円程度のサービス課金ビジネス）
⇒機種やメーラーに依存した形態

■クラウドサービスに対応した
ビジネスモデルの構築が重要
⇒オープンソーシャルへの対応
⇒個別課金による収益確保

NTTドコモ

KDDI

Softbank

NTTドコモ

KDDI

Softbank

自社会員基盤
EX)詳細なユーザー属性等

外部アライアンス
EX）一定規模の会員基盤を持つ組織等

オープンソーシャル（※1）上での
個別課金

従来型の枠組みにとらわれ
ず、課金ビジネスを展開

※１。オープンソーシャルとは、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）
を利用したアプリケーションソフトを開発するための共通の機能セット（API）
の体系。
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2011年3月期業績予測数値

※百万円未満切捨て
※比率は百万円単位で計算

＜2011年3月期業績予測数値＞
単位：百万円

2011年3月期は、重点目標に対する投資を中心にしながらも、コスト抑制を続
け、安定した営業利益の確保を継続する

2011年3月期業績
予測数値

2010年3月期実績 対前年比

売上高 3,246 3,282 98.90%

営業利益 350 81 432.10%

経常利益 352 91 386.81%

当期純利益 238 54 440.74%



13©I-FREEK INC.

2011年3月期業績予測数値（参考）

2011年3月期は、安定した利益の確保を続けることにより、利益剰余金の蓄積を行う。
そのことで、健全な財務基盤と、新たなチャレンジをするための投資原資を確保する。

単位：百万円

＜2011年3月期利益余剰金蓄積予測数値＞

＜2010年3月末＞ ＜2011年3月期末予測＞

396

635

※百万円未満切捨て
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問い合わせ先

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アイフリーク 東京支店 経営企画グループ IR担当

TEL:03-5457-7516 FAX:03-5457-7510

※メールでのお問い合わせは弊社コーポレートサイトの問い合わせフォーム

(http://www.i-freek.co.jp/inquiry/)よりご連絡下さい。

※本資料に関するお問い合わせは本社(福岡)ではお受けしておりません。

あらかじめご了承下さい。

※本資料に記載の事項は発表日時点での最新情報となります。

※各社の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

(注意) ※本資料をご覧頂いた皆様は必ずご一読下さい。
本資料は株式会社アイフリーク、ならびにグループ各社の事業展開を関係各位向けに説明する補足資料であり、
株式購入の勧誘を目的とした書類ではありません。
株式会社アイフリークの株式売買については、本資料と別に公開される適時開示情報(IR情報)をご確認の上、
ご自身の判断において投資行為を行われますよう、お願いいたします。
また、本資料に依拠して投資行為を行った場合の結果について、株式会社アイフリークは一切保証するものでは
ありませんので、あらかじめご了承下さい。


