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エグゼクティブサマリ
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2022年12月期2Q業績の総括

売上高 1,026百万円 前年同四半期比＋30.0％
当社のビジネス構造上、下期偏重予算のため、業績予想に対して進捗率43.2％とほぼ予想通りの進捗

営業利益 △６百万円 前年同四半期比＋47百万円
1Qイレギュラー計上した大型ファンクラブ獲得のための販売促進費は、当初想定よりも減額できることが確定
業績予想は据え置き 引き続き 通期黒字化達成を目指す

全 社

Fanicon事業

法人セールス事業

アイコン数 2,397 前年同四半期比＋19.1％
ファン数 19.1万人 前年同四半期比＋48.8％
予算未達が続いていることから、抜本的な組織体制の変更を実施

KPI、売上高、営業利益 すべての指標において好調
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FY2022-上半期業績（対予算比）
法人セールス事業が売上高、売上総利益、営業利益すべての指標で好調
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1Q 2Q

全社

売上高 〇 〇
売上総利益 ◎ △
営業利益 × ◎

Fanicon事業

売上高 × ×
売上総利益 △ ×
営業利益 × △

法人セールス事業

売上高 ◎ ◎
売上総利益 ◎ ◎
営業利益 ◎ ◎

上記は、対予算比で +3％以上=◎、±3％以内=〇、▲3～5％以内=△、▲3％以下=× を原則として社内にて総合的に判断したものです。



事業概要
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VisionMission

現状維新のパートナー

THECOO株式会社は、現状維持に立ち向かいます。

何かに夢中で取り組むことは「カッコ悪い」、「やるだけ損する」、
「努力しても報われない」だから「いまのままでいい」といった諦めの
状況を打破します。
そのために維新を起こすくらいの気概を持った会社でありたい。
現状維持から現状維新へ。
新しい事業を興し、本当に夢中になれることを創り出します。
私たちは皆さんの維新を推し進めるパートナーです。

ミッションを達成するためには、挑戦し続けることが何よりも大切です。
では、どこで挑戦するのか。
誰もたどり着いたことのない未踏分野こそが、私たちにとっての挑戦の場であ
ると考えています。
「不可能だとされている」から未踏なのかもしれません。
「常識では考えられない」から未踏なのかもしれません。
つまり「できっこない」という思い込みが、未踏を存在させているのです。
私たちはテクノロジーを活かして「できっこない」に立ち向かい、挑戦してい
く、企業・組織・人をめざします。

「できっこない」に挑み続ける
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会社概要
• 会社名 ：THECOO株式会社（ザクー）

• 代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

• 設立 ：2014年1月

• 資本金 ：7億55百万円
（2022年6月末現在）

• 上場日 ：2021年12月22日

• 所在地 ：東京都渋谷区神宮前３丁目２５ー１５

• 役職員数 ：123名
（2022年6月末時点 臨時従業員数（パート社員）除く）

• 事業内容 ：Fanicon事業
：法人セールス事業

• 決算期 ：12月

• 市場 :東証グロース市場

本社オフィス クリエーター・アーティスト向け
スタジオ：BLACKBOX³
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事業内容

Fanicon事業 法人セールス事業

B to C B to B

データ・顧客基盤・ノウハウの共有

月額料金とポイント購入
による課金モデル

アイコン
（インフルエンサー）

ファン

・コミュニティ開設・運営サポート
・スタジオ貸与 など カスタマーサポート全般

日々の出来事や写真など
のアップロード

応援

(3)

オンライン広告・コンサルティング
広告運用、レポーティング(4)

SNSインフルエンサー

（YouTuber、インスタグラ
マーが主）

オンライン広告媒体
（Google,Yahoo!,Twitter）

広告主企業

：役務の提供

：対価の支払

(4) 「レポーティング」とは広告運用についての定期報告 内容は出稿金額、獲得コスト、広告運用方法等注
(1)アイコンとはコミュニティのオーナー且つ運営主体
(2)ファンとは月額料金を支払い、コミュニティに加入するユーザー
(3)ファンから受け取る収益は、月額利用料金とポイント購入、ECでの物販などで構成
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Faniconを中心とした、アイコン(1)の活動を、彼らとファン(2)が一緒に盛り上げて
いく、会員制のファンコミュニティプラットフォーム運営事業
「Fun」＋「Icon」＝「Fanicon」

YouTuberやインスタグラマーを活用したインフルエンサーマーケティング施策を
支援するインフルエンサーセールス事業と、公式SNSアカウント運用・リスティン
グ広告をはじめ運用型広告のコンサルを行うオンライン広告事業

インフルエンサーマーケティング

オンライン広告事業
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Faniconとは
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「Fanicon」は、完全有料制・完全会員制のファンコミュニティアプリ
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Fanicon 完全有料制・完全会員制のワケ
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Fanicon ご利用中のアイコン一例（一部抜粋）
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アイドル、アーティスト、俳優、ミュージシャン、タレント、著名人、YouTuber、スポーツチーム、
Kpopアイドルなど、幅広いカテゴリーのアイコンが開設中
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Faniconの特長
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従来型のファンクラブは一方通行が主
Faniconは双方向インタラクティブが強み

アイコン

ファン ファン

双方向な情報発信

ファン同士の交流

約19.1万人

2,397
コミュニティ

（2022年6月末時点）

（2022年6月末時点）

①双方向性

❶ライブ配信
iPhoneまたはPCからLIVE
配信が行えます。

❹グッズ＆チケット
ECサイトで通販が行えます

❺スクラッチ
特別な景品を使って、スクラッ
チクジが設定できます。

❷ 限定投稿
特別な画像・映像をコメント
付きでファン限定の投稿が出
来ます。

❸グループチャット
純粋なファンだけが集うグ
ループチャットです。

コミュニケーションギャップを
埋める多くの機能

②多機能性
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ア
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フ
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多機能化
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Faniconの特長

コミュニティ型
ファンクラブとして

「Fanicon」をスタート
2017年12月

2018年4月
スクラッチ機能
をローンチ

海外対応を開始
2019年10月

チケット制ライブ配信
「fanistream」
をローンチ

2020年3月

「Fanicon Private 
Fes. 2020」を開催

2020年10月

2020年11月

ビデオトーク
機能をローンチ

オリジナルアプリ
「+KIRARI」の

開発支援

2021年6月

ECとチケット
サービス機能
をローンチ

2019年7月

③プロダクト開発力

地下1階、2階のフロア構成となっており、4面LEDパネルを常設した「BOXスタジオ」、ア
ンティーク調の「BRICKスタジオ」の2つのスタジオを併設。照明、カメラ、映像などの設
備を完備しているためオンライン配信やMV撮影など様々な用途にご利用いただくことが
可能

④無料で使える配信スタジオ
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効率化された
カスタマーサクセス

画一化された
プラットフォーム

⑤プラットフォーム戦略
ファン数の限られるアイコンからサービス提供開始 機能拡充・カスタマーサクセスの効率化を図り、トップアイコンへ

Faniconの特長

ファン数2000人ライン

成長中のアイコン
Faniconメインクライアント

フ
ァ
ン
数

多い

少ない

2017年頃
(サービスローンチ時)

ファン数が限られるアイコンから
サービス提供開始

2020年頃
(3年後)

徐々にある程度知名度のあるアイコン
にもサービス提供を開始

トップアイコン

現在

トップアイコン（ヘッド）にも
サービス提供を開始

N対N N対N

1対N

N対N
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1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2018 2019 2020 2021 2022

2Q
2022 1Q
4Q
3Q
2Q
2021 1Q
4Q
3Q
2Q
2020 1Q
4Q
3Q
2Q
2019 1Q
4Q
3Q
2Q
2018 1Q
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⑥ストック型のビジネスモデル
Faniconの特長

*売上高については、管理会計上の数値であり、監査法人の監査は受けておりません。

売上高 有料ファン会員数 ARPU

有料ファン会員数の主な変動要因 ARPUの主な変動要因

アイコン数

アイコン解約率

月額利用料金
（サブスク）

ポイント購入他
（サブスク外）

Fanicon事業の売上構成要素

アイコン数が増えれば、有料会員数が増え、売上が増えるため、
アイコン数の拡大に注力中

コミュニティ開設時から継続する売上の推移
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市場環境
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急成長中のファンコミュニティビジネス市場
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10,000

24,800

41,500

58,000

2019年 2020年 2021年（見込） 2022年（予測）

月額課金型オンラインコミュニティプラットフォームサービス市場規模（会員費取扱高ベース）

矢野経済研究所による調査「ファンコミュニティビジネス2022」によると
2021年は、前期比67.3％増の415億円の見込み

（百万円）

148.0％

＋67.3％

＋39.8％

出典：矢野経済研究所「ファンコミュニティビジネス2022」
（2022年4月発表）
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広大なマーケットポテンシャル（当社のSAMとTAM)
“Web3”によって、今後も拡大余地のある広大なマーケットポテンシャル

TAM

SAM

4.7兆円

1.6兆円

エンタメビジネス
市場

ファンクラブ
市場規模

当社のSAM(2)
当社が想定するファンクラブの市場規模

当社のTAM(1)
ファンクラブ市場に加え、ライブ・エンタメ、デジタルコンテンツ、
オンライン広告市場を加えた、DX化が進むエンタメビジネス市場
規模

注：
(1)TAM: Total Addressable Market の略称。当社が想定する市場規模を意味する用語であり、当社が本資料開示日現在で営む事業に係る客観的な市場規模
を示す目的で算出されたものではありません。外部の統計資料や公表資料を基礎として、当社が推計したものであり、その正確性にかかる統計資料や推計に
固有の限界があるため、実際の市場規模はかかる推計値と異なる可能性があります。なお、具体的な算定方法についてはP59を参照ください。
(2)SAM: Service Available Market の略称。総務省の2021年7月の「人口推計」 と、2021年6月25日~7月8日に矢野経済研究所が実施したインターネット
アンケート調査「ファンの消費行動」に基づく一人当たりの消費額と潜在層を含めたファン数を基に当社が想定するファンクラブ市場規模。なお、具体的な
算定方法については「当社のSAM（ファンクラブの市場規模」ページを参照。
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SNS全盛期「個」の発信力が強まり、N対Nの時代へ
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SNS全盛期におけるファンコミュニティの在り方

1980年～2000年代時代

タイトル例

2000年～2010年代 2020年代～

テレビ主流接触デバイス テレビ&PC スマホ(SNS)

チェッカーズ AKB48 EXILE ボカロP(1) VTuber(2)松田聖子

個の発信力

【1対Ｎの時代】
1人のクリエイターがマスに向けて発信

【Ｎ対Ｎの時代】
1億2千万人がクリエーター（アイコン）に

注

(1) ボカロPとは、音楽合成ソフト、ボーカロイドとプロデューサーを組み合わせた造語で、ボーカロイドで制作した楽曲を動画投稿サイトで発表している音楽家のこと

(2) VTuberとは、“Virtual YouTuber”の略称で、CGキャラクターを駆使してYouTubeに動画投稿を行なっている人のこと
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インフルエンサーマーケティング市場やYouTuber市場の拡大が示す、「個」の活躍の場が拡大

拡大する個の市場
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使用者数

出典：We are Social Global 『Digital Overview』in Jan. 2022

ユーザー数（百万人）

インフルエンサーマーケティングの市場規
模推計

国内YouTuber市場規模

国内YouTuber市場規模

（億円） （億円）

出典：サイバー・バズ／デジタルインファクト調べ
（2020年10月発表）

出典：CA Young Lab / デジタルインファクト調べ
（2018年3月発表）
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FY2022-2Q 業績
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*数値の表記に関しては、小数点以下を切り捨て、％の表記に関しては、小数点第二位を四捨五入
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【全社】 FY2022-1Qからの変更点
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①新収益認識基準適用について
旧収益認識基準では、「Fanicon」内でのチケット売上をグロス計上していたが、
新収益認識基準では、ネット計上に変更

②Fanicon事業の個別アプリについて
運営主体が当社ではなく、アイコン側にあるアプリに関してはネットでの売上計上。
直近より個別アプリの売上高が成長し、Fanicon売上高全体に対する比率が大きくなることが
予想されるため、併記可能な数値に関しては併記して開示。
ネット計上のため、粗利率向上の要因

③ARPU
過去からの成長トレンドを把握しやすくするため、本年度資料においてはグロス計上での開示を
継続（会計基準変更をそのまま反映してしまうと、ミスリードとなる可能性を懸念）

上記内容は、現時点で監査法人と協議した決定内容であり、今後変更する可能性があります。
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Faniconのビジネスフロー
アイコンが有料会員とコミュニケーションをすることにより得られる月額課金とポイント購入費の
手数料除く約50％*をアイコンとレベニューシェアをするBtoBtoCのビジネスモデル
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アイコンの紹介

紹介料の支払い

パートナー
パートナー企業

アイコン
（アーティスト・インフルエンサー等）

ファン
（有料会員のみ）

カスタマーサクセスによるコンサルティング
Faniconアプリ

月額費用の支払い
ポイント購入費の支払い

手数料除く約半額をレベニューシェア

大型アイコンの場合のみ適用

ファンコミュニティの運営

*原則50％のレベニューシェアとしておりますが、様々な要因によって変動します
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【全社】FY2022-2Q 業績 PL
Fanicon事業の成長により売上高は前年同四半期比＋30％の成長
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実績 YoY 実績 QoQ 実績 YoY

売上高 1,026 789 30.0% 959 7.0% 1,986 1,480 34.2%

売上総利益 387 283 36.7% 384 0.8% 772 544 41.9%

売上総利益率 37.7% 35.9% +1.8pt 40.0% -2.3pt 38.9% 36.8% +2.1pt

販売管理費 393 336 17.0% 502 -21.7% 895 599 49.4%

営業利益 -6 -53 - -117 - -123 -55 -

経常利益 -3 -53 - -117 - -120 -56 -

当期純利益 -4 -53 - -117 - -121 -59 -

実績
前年同期（百万円）

FY2022-2Q（2022年4－6月）

実績
前年同四半期比 前四半期比

FY2022-2Qまでの累計（2022年1－6月）


FY2021年度修正





						FY2021		Q3累計実績
(決算調整前)		Q4予測		修正年間予算		当初年間予算		Δ
（修正予算vs当初予算）												単位：百万円		FY2022-1Q		FY2021-1Q		YoY％		前期通期
FY2021

						（百万円）																						売上高		959		691		38.8%		3,482

						売上		2,450		943		3,392		3,156		236		7%										Fanicon		534		357		49.6%		1,922

						Fanicon		1,342		568		1,910		1,783		127		7%										法人セールス		425		334		27.2%		1,559

						法人		1,107		375		1,482		1,373		109		8%										売上総利益		384		260		47.7%		1,289

						売上総利益		907		343		1,250		1,200		50		4%										Fanicon		241		134		79.9%		737

						Fanicon		514		227		741		705		36		5%										法人セールス		143		126		13.5%		551

						法人		393		116		509		495		14		3%										営業利益		-117		-1		-		-100

						販管費		956		405		1,361		1,351		11		1%										経常利益		-117		-2		-		-119

						営業利益		(49)		(63)		(112)		-151		39		26%										当期純利益		-117		-5		-		-109

						当期純利益		(53)		(63)		(116)		-151		35		23%



						売上総利益率		37%		36%		37%		38%

						Fanicon		38%		40%		39%		40%

						法人		36%		31%		34%		36%



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FY2022年度修正





						FY2022予算修正		Q3累計
(9月想定)		Q4予測		FY2021
修正予想		FY2022
修正予算		FY2022
当初年間
予算		YOY
FY2021(修)=>
FY2022(修)予		Δ（FY2022当初予算と
修正予算差異）

						（百万円）

						売上		2,422		947		3,392		5,044		5,347		49%		-303		-6%

						Fanicon		1,334		576		1,910		3,468		3,723		82%		(255)		-7%

						法人		1088		371		1,482		1,576		1,624		6%		(48)		-3%

						売上総利益		901		351		1,250		1,945		2,087		56%		-142		-7%

						Fanicon		503		228		741		1,421		1,511		92%		(90)		-6%

						法人		398		123		509		524		576		3%		(52)		-9%

						販管費		950		380		1,361		1,750		1,812		29%		-143		-8%

						営業利益		(49)		(29)		(112)		191		275		n/a		(84)		-31%

						当期純利益		-53		(52)		(116)		134		193		n/a		(59)		-31%



						売上総利益率		37%		37%		36.9%		38.6%		39.0%

						Fanicon						38.8%		41.0%		40.6%

						法人						34.3%		33.2%		35.5%

						営業利益率						-3.3%		3.8%		5.1%

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FY2021年度実績





						通期業績		2021.12期		2020.12期				業績計画				対計画比

						（百万円）				実績値		YoY%		計画値		Δ％

						売上		3,482		2,320		50.0%		3,392		2.6%		89		2.624%

						（セグメント別）

						Fanicon		1,922		1,100		74.7%		1,910		0.6%		12		0.628%

						法人		1,559		1,219		27.8%		1,482		5.1%		77		5.196%

						売上総利益		1,289		825		56.2%		1,250		3.0%		38		56.242%

						（セグメント別）

						Fanicon		737		371		98.6%		741		-0.5%		(4)

						法人		551		454		21.3%		509		8.2%		42

						営業利益		(100)		(59)		---		(111)		---		11

						経常利益		(119)		(60)		---		(113)		---		(6)

						当期純利益		(109)		(65)		---		-116		---		7



								2021実績		2020				年度計画

						売上総利益率		37.02%		35.56%				36.85%

						Fanicon		38.35%		33.73%				38.80%

						法人		35.34%		37.24%				34.35%

						営業利益率		-2.87%		-2.54%				-3.27%











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FY2022年度計画





								FY2022
業績予想		FY2021

						（百万円）				実績		YoY%

						売上高		4,600		3,482		32.1%		0.3210798392

						Fanicon		2,910		1,922		51.4%		0.5140478668

						法人セールス		1,690		1,559		8.4%		0.0840282232

						売上総利益		1,816		1,289		40.8%		0.4088440652

						Fanicon		1,293		737		75.4%		0.7544097693

						法人セールス		523		551		-5.0%		-0.0508166969

						営業利益		42		(100)		---

						経常利益		41		(119)		---

						当期純利益		49		(109)		---



								2022計画		2021実績

						売上総利益率		39.48%		37.02%		2.46%

						Fanicon		44.43%		38.35%		6.09%

						法人		30.95%		35.34%		-4.40%

						営業利益率		0.91%		-2.87%		3.78%















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2022.Q1進捗率

						売上								営業利益

						FY2020		FY2021		FY2022				FY2020		FY2021		FY2022

				Q1		423		691		959		Q1		(26)		(1)		(117)

				Q2		564		789		3641		Q2		(17)		(53)		75

				Q3		604		972				Q3		0		(3)

				Q4		727		1,029				Q4		(16)		(41)

				合計		2,318		3,481		4,600







































								売上

								FY2022		FY2021		FY2020

						Q1		959		691		423

						Q2		3,641		789		564

						Q3				972		604

						Q4				1,029		727

						合計		4,600		3,481		2,318

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売上高の四半期毎進捗

Q1	

FY2020	FY2021	FY2022	423	691	959	Q2	

FY2020	FY2021	FY2022	564	789	3641	Q3	

FY2020	FY2021	FY2022	604	972	Q4	

FY2020	FY2021	FY2022	727	1029	2,318	

FY2020	FY2021	FY2022	3481	4600	









営業利益(損失)の四半期毎進捗

Q1	FY2020	FY202	1	FY2022	-26	-1	-117	Q2	FY2020	FY2021	FY2022	-17	-53	75	Q3	FY2020	FY2021	FY2022	0	-3	Q4	FY2020	FY2021	FY2022	-16	-41	











BS



						(関口さん=>松尾さん作成）

								2020.12		2021.12		増減				2020.12		2021.12		増減

						流動資産		1,503		2,915		1,412		流動負債		1,121		1,475		354

						現金及び預金		599		2,044		1,445		買掛金		240		447		207

						売掛金		848		825		△23		未払金		497		365		△132

						その他		56		46		△10		前受金		241		440		199

														その他		142		223		81

						固定資産		214		304		90		固定負債		116		48		△68 

						有形固定資産		153		235		82

						投資その他の資産		61		69		8

														純資産		480		1,696		1,216

						資産合計		1,718		3,220		1,502		負債・純資産合計		1,718		3,220		1,502









								2022-1Q		FY2021		増減				2022-1Q		FY2021		増減

						流動資産		3,325		2,915		410		流動負債		2,171		1,475		696

						現金及び預金		1,875		2,044		-169		買掛金		943		447		496

						受取手形及び売掛金		1,387		837		550		未払金		497		365		132

						その他		62		32		30		前受金		507		440		67

														その他		222		223		-1

						固定資産		445		304		141		固定負債		48		48		0

						有形固定資産		223		235		-12

						投資その他の資産		221		68		153

														純資産		1,550		1,696		-146

						資産合計		3,770		3,220		550		負債・純資産合計		3,770		3,220		550



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・東証マザーズ上場時の資金調達により、現金及び預金1,445百万増加、純資産1,244百万増加

・Fanicon事業のファン数増加による前受金143百万増加、原価増による買掛金206百万増加

・スタジオ設立による有形固定資産82百万増加



PL分析

				（百万円） ヒャクマンエン		FY2022-2Q（2022年4－6月） ネン ガツ										FY2022-2Qまでの累計（2022年1－6月） ルイケイ ネン ガツ

						実績 ジッセキ		前年同四半期比 ゼンネンドウシハンキヒ				前四半期比 ゼンシハンキヒ				実績 ジッセキ		前年同期 ゼンネンドウキ

								実績 ジッセキ		YoY		実績 ジッセキ		QoQ				実績 ジッセキ		YoY

				売上高 ウリアゲダカ		1,026		789		30.0%		959		7.0%		1,986		1,480		34.2%

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ		387		283		36.7%		384		0.8%		772		544		41.9%

				売上総利益率 ウリアゲソウリエキリツ		37.7%		35.9%		+1.8pt		40.0%		-2.3pt		38.9%		36.8%		+2.1pt

				販売管理費 ハンバイカンリヒ		393		336		17.0%		502		-21.7%		895		599		49.4%

				営業利益 エイギョウリエキ		(6)		(53)		-		(117)		-		(123)		(55)		-

				経常利益 ケイジョウリエキ		(3)		(53)		-		(117)		-		(120)		(56)		-

				当期純利益 トウキジュンリエキ		(4)		(53)		-		(117)		-		(121)		(59)		-





























BS分析

				（百万円） ヒャクマンエン		2022年6月末 ネン ガツマツ		2021年12月末 ネン ガツマツ		前期末比 ゼンキマツヒ		主な要因 オモ ヨウイン				（百万円） ヒャクマンエン		2022年6月末 ネン ガツマツ		2021年12月末 ネン ガツマツ		前期末比 ゼンキマツヒ		主な要因 オモ ヨウイン

				流動資産 リュウドウシサン		2,965		2,915		1.7%						流動負債 リュウドウフサイ		1,846		1,475		25.2%

				現金及び預金 ゲンキンオヨ ヨキン		1,967		2,044		-3.8%						買掛金 カイカケキン		664		447		48.5%		Faniconの売上増加に伴う分配金の増加 ウリアゲ ゾウカ トモナ ブンパイキン ゾウカ

				受取手形及び売掛金 ウケトリテガタ オヨ ウリカケキン		782		837		-6.6%						未払金 ミバライキン		392		365		7.4%

				その他 タ		216		34		535.3%		大型ファンクラブとの契約に基づいた				前受金 マエウ キン		618		440		40.5%		Faniconファン数増加に伴う増加 スウ ゾウカ

												前渡金の支払い シハラ				その他 タ		172		223		-22.9%

				固定資産 コテイシサン		477		304		56.9%						固定負債 コテイフサイ		48		48		-

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		243		235		3.4%						負債合計 フサイゴウケイ		1,894		1,523		24.4%

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		12		-		-						資本金 シホンキン		755		752		0.4%

				投資その他の資産 トウシ タ シサン		221		68		225.0%		新オフィスの敷金の支払い シン シキキン シハラ				資本剰余金 シホンジョウヨキン		944		1,656		-43.0%

																利益剰余金 リエキジョウヨキン		(153)		(714)		-

																その他 タ		2		2		0.0%

																純資産合計 ジュンシサンゴウケイ		1,548		1,696		-8.7%

				資産合計 シサンゴウケイ		3,443		3,220		6.9%						負債及び純資産合計 フサイオヨ ジュンシサン ゴウケイ		3,443		3,220		6.9%



















四半期業績・販管費・HC

																														0513 mori アップデート

						2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1		2022.Q2		2022.Q3		2022.Q4

				Fanicon		63,352,723		79,435,784		87,827,620		104,383,849		165,577,651		288,722,995		310,569,198		335,354,561		357,106,855		441,818,815		546,842,880		576,658,654		534,654,184		606,299,239

				法人セールス		243,270,162		265,810,154		270,234,658		333,671,892		258,207,448		275,908,877		293,752,079		391,966,104		334,360,251		347,246,478		425,623,843		452,367,790		425,319,520		419,822,641

						306,622,885		345,245,938		358,062,278		438,055,741		423,785,099		564,631,872		604,321,277		727,320,665		691,467,106		789,065,293		972,466,723		1,029,026,444		959,973,704		1,026,121,880

												1,447,986,842		ok						2,320,058,913		ok						3,482,025,566		ok



						2019								2020								2021								2022

				売上高 ダカ		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				Fanicon		63		79		88		104		166		289		311		335		357		441		546		576		534		626

				グロス計上分 ケイジョウブン																										50		80

				法人セールス		243		266		270		334		258		276		294		392		334		347		425		452		425		399

						307		345		358		438		424		565		604		727		691		788		971		1,028		1,009		1,105

												1,448								2,320								3,478		46%		40%

																				60.227%								49.91%		138%		96%



				原価

				Fanicon		47,166,670		58,324,727		63,358,496		83,555,778		113,265,766		194,161,860		204,600,742		217,165,151		222,989,582		283,925,574		326,682,550		350,848,951		293,581,419		348,930,430

				法人セールス		160,383,097		175,752,039		174,847,990		210,760,974		160,446,390		174,340,273		174,925,488		255,353,944		207,820,916		221,771,959		285,340,600		293,362,180		281,608,700		268,407,939



				売上総利益額

				Fanicon		16,186,053		21,111,057		24,469,124		20,828,071		52,311,885		94,561,135		105,968,456		118,189,410		134,117,273		157,893,241		220,160,330		225,809,703		241,072,765		257,368,809

				法人セールス		82,887,065		90,058,115		95,386,668		122,910,918		97,761,058		101,568,604		118,826,591		136,612,160		126,539,335		125,474,519		140,283,243		159,005,610		143,710,820		151,414,702



				Slide data（粗利）

				rounddown		2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1

				Fanicon		16		21		24		20		52		94		105		118		134		157		220		225		241		257

				法人セールス		82		90		95		122		97		101		118		136		126		125		140		159		143		151

																														384		408

				売上総利益率

				Fanicon		25.5%		26.6%		27.9%		20.0%		31.6%		32.8%		34.1%		35.2%		37.6%		35.7%		40.3%		39.2%		45.1%		42.4%

				法人セールス		34.1%		33.9%		35.3%		36.8%		37.9%		36.8%		40.5%		34.9%		37.8%		36.1%		33.0%		35.1%		33.8%		36.1%



				営業利益		2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1

				全社		(53)		(61)		(50)		(45)		(26)		(17)		0		(16)		(1)		(53)		(3)		(41)		(117)		-60



				資料用

						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q

				営業利益		(53)		(61)		(50)		(45)		(26)		(17)		0		(16)		(1)		(53)		(3)		(41)		(117)		(60)



						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q

				営業利益率		-17.3%		-17.7%		-14.0%		-10.3%		-6.1%		-3.0%		0.0%		-2.2%		-0.1%		-6.7%		-0.3%		-4.0%		-11.6%		-5.4%



				Slide data（売上）

				rounddown		2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1

				Fanicon		63		79		87		104		165		288		310		335		357		441		546		576		534		606

				法人セールス		243		265		270		333		258		275		293		391		334		347		425		452		425		419

														423		563		603		726		691		788		971		1,028		959		1,025

																																										diggleよりシステム関連費 カンレンヒ												21,823,582

				販管費																																						通信費 ツウシンヒ												541,028

						2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1

				人件費関連		88,890,784		90,887,276		93,619,867		106,219,012		100,067,867		115,714,155		129,908,065		147,500,871		153,202,468		177,350,133		177,814,530		195,698,159		203,085,035		205,586,056

				広告宣伝費・販売促進費		15,688,734		25,907,744		23,165,376		13,498,332		13,904,965		17,796,031		24,342,500		36,298,419		21,994,031		39,203,751		42,281,618		43,567,529		151,787,344		9,381,431

				外注費・業務委託費		7,427,087		8,532,536		6,464,790		7,371,853		6,091,098		16,599,995		6,072,341		9,839,484		10,841,500		14,566,233		11,522,851		13,047,134		11,708,860		10,690,474

				通信費・システム関連費用		7,117,059		6,622,615		6,710,431		7,328,911		17,356,512		18,113,664		17,971,331		24,096,486		26,219,747		30,108,702		34,282,951		53,093,486		45,107,114		22,364,610

				オフィス関連		7,830,759		11,057,442		11,743,833		12,824,643		12,824,643		12,824,643		12,875,301		11,402,625		8,494,059		15,698,045		12,363,085		17,418,129		15,389,505		16,091,205

				減価償却		1,499,322		1,648,484		2,592,094		4,182,903		2,578,692		2,714,240		3,071,989		4,024,507		5,408,406		11,825,415		12,342,149		21,297,894		14,112,014		14,293,758

				その他		23,767,175		28,351,006		25,585,818		37,585,687		23,296,007		29,379,044		30,265,226		37,902,981		36,626,089		47,914,488		73,478,190		82,376,761		60,950,142

				合計		152,220,920		173,007,103		169,882,209		189,011,341		176,119,784		213,141,772		224,506,753		271,065,373		262,786,300		336,666,767		364,085,374		426,499,092		502,140,014

				for check		152,220,920		173,007,103		169,882,209		189,011,341		176,119,784		213,141,772		224,506,753		271,065,373		262,786,300		336,666,767		364,085,374		426,499,092		502,140,014		393,462,811

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				決算説明会資料用



				人件費関連		88,890,784		90,887,276		93,619,867		106,219,012		100,067,867		115,714,155		129,908,065		147,500,871		153,202,468		177,350,133		177,814,530		195,698,159		203,085,035		205,586,056

				広告宣伝費・販売促進費		15,688,734		25,907,744		23,165,376		13,498,332		13,904,965		17,796,031		24,342,500		36,298,419		21,994,031		39,203,751		42,281,618		43,567,529		151,787,344		9,381,431

				その他販管費		47,641,402		56,212,083		53,096,966		69,293,997		62,146,952		79,631,586		70,256,188		87,266,083		87,589,801		120,112,883		143,989,226		187,233,404		147,267,635		178,495,324

				合計		152,220,920		173,007,103		169,882,209		189,011,341		176,119,784		213,141,772		224,506,753		271,065,373		262,786,300		336,666,767		364,085,374		426,499,092		502,140,014		393,462,811



						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q

				人件費関連		88		90		93		106		100		115		129		147		153		177		177		195		203		205

				広告宣伝費・販売促進費		15		25		23		13		13		17		24		36		21		39		42		43		151		9

				その他販管費		47		56		53		69		62		79		70		87		87		120		143		187		147		178

				合計		152		173		169		189		176		213		224		271		262		336		364		426		502		393



						2019								2020								2021								2022

				HC		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q

				Fanicon エンジニア		9		9		8		8		7		8		9		10		14		15		15		16		20		19

				Fanicon CS		7		6		7		7		7		12		11		12		13		18		15		19		21		25

				Fanicon 営業他		8		8		11		12		12		12		17		17		16		16		21		22		18		20

				Fanicon		24		23		26		27		26		32		37		39		43		49		51		57		59		64

				法人セールス		14		17		16		17		16		22		23		26		26		26		24		24		24		31

				コーポレート、人事、取締役他		9		9		10		14		15		15		16		18		18		20		23		24		26		28

				TOTAL		47		49		52		58		57		69		76		83		87		95		98		105		109		123

																														"FTE スプシ参照”

































				事業別



						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				売上高		63		79		88		104		166		289		311		335		357		441		546		576		534

				グロス売上調整額																										50

				売上総利益率		25.5%		26.6%		27.9%		20.0%		31.6%		32.8%		34.1%		35.2%		37.6%		35.7%		40.3%		39.2%		45.1%





						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

				法人セールス		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q

				売上高		243		266		270		334		258		276		294		392		334		347		425		452		425

				売上総利益率		34.1%		33.9%		35.3%		36.8%		37.9%		36.8%		40.5%		34.9%		37.8%		36.1%		33.0%		35.1%		33.8%













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売上高	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	









営業利益	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	営業利益	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	-53	-61	-50	-45	-26	-17	0	-16	-1	-53	-3	-41	-117	







売上高	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	グロス売上調整額	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	63.352722999999997	79.435783999999998	87.827619999999996	104.383849	165.577651	288.72299500000003	310.56919799999997	335.35456099999999	357	441	546	576	534	売上総利益率	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	50	









営業利益率	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







Fanicon	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2019	2020	2021	2022	63.352722999999997	79.435783999999998	87.827619999999996	104.383849	165.577651	288.72299500000003	310.56919799999997	335.35456099999999	357	441	546	576	534	626	グロス計上分	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2019	2020	2021	2022	50	80	Fanicon	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2019	2020	2021	2022	0.2554910386409121	0.26576255607926019	0.27860397446725754	0.19953346422395288	0.31593566332209894	0.32751508067447138	0.34120723073123305	0.35243119893037628	0.3755662237287492	0.35737102096930845	0.40260253548514702	0.39158296061919501	0.45089475068991514	0.42449139376208256	









法人セールス事業　売上高・売上総利益率推移



売上高	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2020	2021	2022	258.207448	275.90887700000002	293.75207899999998	391.96610399999997	334	347	425	452	425	399	売上総利益率	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2020	2021	2022	0.37861439999980173	0.36812372658818077	0.4045131915474886	0.34853054538613881	0.37845208759578303	0.36134137262581539	0.32959441842171422	0.35149631232	586209	0.33788907689917452	0.36066349742199827	











２０１９．１２

		月次推移：損益計算書_THECOOInc.（期間：2019年01月～2019年12月、表示単位：円）

				Jan-19		Feb-19		Mar-19		Q1		Apr-19		May-19		Jun-19		Q2		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Q3		Oct-19		Nov-19		Dec-19		Q4		期間累計

		売上高

		コンサル売上		14,654,824		17,055,058		6,344,519		38,054,401		17,479,939		14,646,163		14,553,619		46,679,721		15,565,320		13,508,916		18,975,757		48,049,993		17,490,317		17,484,219		20,986,515		55,961,051		188,745,166

		その他売上		0		0		0				1,401,800		0		0				0		462,060		0				0		0		713,231				2,577,091

		インフルエンサー売上		38,196,246		56,201,947		88,458,320		182,856,513		52,539,257		55,211,615		66,773,894		174,524,766		68,334,516		36,208,064		71,755,953		176,298,533		49,780,405		129,068,435		76,146,892		254,995,732		788,675,544

		iCON Suite売上		2,442,592		2,442,592		2,492,592		7,377,776		2,492,592		2,696,296		2,796,296		7,985,184		2,988,888		2,942,592		2,992,592		8,924,072		2,548,182		2,498,182		2,236,364		7,282,728		31,569,760

		VM売上		0		0		14,051,472		14,051,472		20,695,903		3,762,780		10,500,000		34,958,683		0		0		36,500,000		36,500,000		14,719,150		0		0		14,719,150		100,229,305

		ファニコン売上		17,179,654		22,561,591		23,611,478		63,352,723		32,477,286		21,898,505		25,059,993		79,435,784		28,561,276		27,516,064		31,750,280		87,827,620		35,305,164		32,906,824		36,171,861		104,383,849		334,999,976

		受託売上		400,000		400,000		130,000		930,000		0		260,000		0		260,000		0		0		0		0		0		0		0		0		1,190,000

		売上高 計		72,873,316		98,661,188		135,088,381		306,622,885		127,086,777		98,475,359		119,683,802		345,245,938		115,450,000		80,637,696		161,974,582		358,062,278		119,843,218		181,957,660		136,254,863		438,055,741		1,447,986,842

		売上原価								0								0								0								0

		売上原価		43,587,038		59,638,183		104,324,546		207,549,767		89,734,269		61,242,426		83,100,071		234,076,766		72,286,290		51,649,199		114,270,997		238,206,486		77,052,596		125,126,871		92,137,285		294,316,752		974,149,771

		期首商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期商品仕入		43,587,038		59,638,183		104,324,546		207,549,767		89,734,269		61,242,426		83,100,071		234,076,766		72,286,290		51,649,199		114,270,997		238,206,486		77,052,596		125,126,871		92,137,285		294,316,752		974,149,771

		支払手数料 ストライプ		39,865		56,846		66,275		162,986		76,976		125,929		155,766		358,671		188,496		218,669		304,198		711,363		349,748		425,197		506,000		1,280,945		2,513,965

		ファニコン仕入		8,150,583		10,050,351		10,694,575		28,895,509		14,537,264		10,105,106		11,945,699		36,588,069		13,295,737		13,145,045		15,374,323		41,815,105		17,377,413		15,740,951		27,715,363		60,833,727		168,132,410

		広告手数料(コンサル事業部仕入)		5,171,400		4,633,194		2,005,419		11,810,013		5,214,694		5,271,466		4,837,421		15,323,581		4,265,533		3,432,048		4,387,640		12,085,221		3,981,178		4,542,111		4,758,083		13,281,372		52,500,187

		VMイベント費用		0		0		19,175,041		19,175,041		25,300,450		3,135,650		12,325,000		40,761,100		0		0		36,725,100		36,725,100		12,897,477		0		(273,000)		12,624,477		109,285,718

		支払手数料 itune		3,232,864		4,272,259		4,385,169		11,890,292		6,093,431		3,801,114		4,123,553		14,018,098		4,810,406		4,398,438		4,662,816		13,871,660		4,990,510		3,864,502		6,210,878		15,065,890		54,845,940

		コンサル原価		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支払手数料 グーグル		1,715,926		2,184,299		2,317,658		6,217,883		3,248,951		1,856,552		2,254,386		7,359,889		2,362,142		2,196,871		2,401,355		6,960,368		2,739,377		2,129,007		1,506,832		6,375,216		26,913,356

		外注費（原価）セールス原価		25,276,400		38,441,234		65,680,409		129,398,043		35,262,503		36,946,609		47,458,246		119,667,358		47,363,976		28,258,128		50,415,565		126,037,669		34,716,893		98,425,103		51,767,457		184,909,453		560,012,523

		外注費【売原】		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(54,328)		(54,328)		(54,328)

		他勘定振替高(商)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		期末商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		商品売上原価		43,587,038		59,638,183		104,324,546		207,549,767		89,734,269		61,242,426		83,100,071		234,076,766		72,286,290		51,649,199		114,270,997		238,206,486		77,052,596		125,126,871		92,137,285		294,316,752		974,149,771

		売上総損益金額		29,286,278		39,023,005		30,763,835		99,073,118		37,352,508		37,232,933		36,583,731		111,169,172		43,163,710		28,988,497		47,703,585		119,855,792		42,790,622		56,830,789		44,117,578		143,738,989		473,837,071

		販売管理費

		役員報酬		3,300,000		3,300,000		3,300,000				3,400,000		2,900,000		2,900,000				2,900,000		2,900,000		2,900,000				2,900,000		3,400,000		3,900,000				38,000,000

		給料手当		18,125,828		19,212,137		19,774,199				20,694,593		20,713,988		20,307,947				21,182,199		21,781,399		21,624,574				20,999,330		20,917,099		23,956,347				249,289,640

		雑給		667,350		788,441		911,097				498,289		474,701		694,934				1,019,966		988,940		886,157				842,005		670,882		716,878				9,159,640

		賞与		0		0		0				0		46,118		0				0		30,000		0				0		0		2,387,882				2,464,000

		法定福利費		3,784,595		3,364,632		3,432,645				3,450,109		3,588,292		5,396,980				3,280,072		3,791,303		3,565,405				4,339,321		3,615,659		7,274,592				48,883,605

		福利厚生費		64,446		74,954		159,164				56,598		170,694		1,427,671				314,690		183,210		338,152				96,600		233,429		170,297				3,289,905

		採用教育費		925,000		4,740,000		2,966,296				1,685,000		1,556,362		925,000				3,925,000		825,000		1,183,800				2,716,791		3,189,018		3,892,882				28,530,149

		外注費		2,138,316		2,099,565		3,189,206				2,599,593		1,752,222		4,180,721				1,882,780		2,316,780		2,265,230				1,249,090		2,028,636		4,094,127				29,796,266

		業務委託料		330,000		90,000		150,000				30,000		90,000		60,000				120,000		0		120,000				90,000		60,000		900,000				2,040,000

		荷造運賃		91,293		17,574		1,703				57,921		2,197		42,243				12,126		2,500		3,387				22,037		11,151		17,727				281,859

		広告宣伝費		0		350,000		0				5,591,000		4,245,838		4,745,835				1,845,835		3,055,835		2,745,833				2,167,034		2,546,669		1,845,831				29,139,710

		交際費		963,515		824,987		634,194				773,691		1,393,065		707,100				1,072,883		413,447		482,849				473,718		417,236		298,496				8,455,181

		会議費		132,099		152,396		520,627				348,001		447,467		298,938				464,023		529,850		346,460				325,286		436,834		604,339				4,606,320

		旅費交通費		1,064,579		1,164,426		1,721,754				1,501,177		1,543,089		1,490,610				2,663,187		1,684,125		1,957,999				1,457,084		1,621,869		1,337,319				19,207,218

		通信費		2,212,297		2,962,116		1,942,646				1,244,615		5,078,372		299,628				2,233,617		2,193,085		2,283,729				2,291,904		2,318,361		2,718,646				27,779,016

		販売促進費		3,216,351		5,331,704		6,790,679				5,436,315		2,922,875		2,965,881				3,553,854		4,731,651		7,232,368				1,906,816		1,282,264		3,749,718				49,120,476

		消耗品費		403,401		363,957		397,028				523,224		1,465,613		722,094				518,498		664,473		386,389				366,120		477,569		760,831				7,049,197

		修繕費		94,000		94,000		94,000				146,000		94,000		94,000				94,000		142,500		20,000				114,000		208,000		20,000				1,214,500

		水道光熱費		136,697		180,199		132,305				167,977		86,925		266,988				210,549		333,452		271,030				242,721		133,333		404,139				2,566,315

		新聞図書費		18,307		1,400		361,107				19,417		4,809		20,159				10,003		19,480		3,330				11,900		14,677		26,791				511,380

		諸会費		200,000		13,000		282,960				140,000		34,000		0				30,040		50,000		0				(800)		455		0				749,655

		支払手数料		3,832,457		1,916,897		2,274,137				1,888,263		2,400,097		4,756,347				2,268,041		2,331,720		2,623,635				4,787,438		3,052,655		7,436,391				39,568,078

		地代家賃		2,610,253		2,610,253		2,610,253				2,868,372		4,094,535		4,094,535				3,914,611		3,914,611		3,914,611				4,274,881		4,274,881		4,274,881				43,456,677

		リース料		19,400		19,400		19,400				19,400		19,400		19,400				58,200		38,800		38,800				38,800		38,800		38,800				368,600

		保険料		0		0		0				33,670		9,590		0				30,580		0		11,700				0		0		63,710				149,250

		租税公課		2,700		23,200		1,650				16,000		54,240		351,071				5,479		5,550		6,600				91,200		30,000		1,184,433				1,772,123

		支払報酬料		1,464,500		1,317,500		1,809,300				2,078,300		1,280,600		2,525,469				3,628,100		696,700		646,200				274,500		593,000		2,648,123				18,962,292

		減価償却費		259,774		259,774		259,774				259,774		334,354		334,356				596,803		446,839		495,119				469,483		557,091		936,334				5,209,475

		減価償却費（除去債務		240,000		240,000		240,000				240,000		240,000		240,000				333,333		480,000		240,000				240,000		240,000		1,739,995				4,713,328

		雑費		0		28,458		5,830				26,836		9,708		71,947				17,069		3,168		7,854				(1,697)		4,672		40,451				214,296

		研修費		0		30,093		10,186				193,338		11,111		9,259				33,685		9,260		1,667				0		6,800		95,645				401,044

		自社サービス利用料		107,615		114,043		138,901				124,195		175,025		160,048				164,619		146,431		185,380				154,685		142,449		152,419				1,765,810

		貸倒繰入額(販)		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		5,406,568				5,406,568

		セゾンカード		0		0		0				0		0		(453,013)				0		0		0				453,013		0		0				0

		販売管理費 計		46,404,773		51,685,106		54,131,041				56,111,668		57,239,287		59,656,148				58,383,842		54,710,109		56,788,258				53,393,260		52,523,489		83,094,592				684,121,573

		営業損益金額		(17,118,495)		(12,662,101)		(23,367,206)				(18,759,160)		(20,006,354)		(23,072,417)				(15,220,132)		(25,721,612)		(9,084,673)				(10,602,638)		4,307,300		(38,977,014)				(210,284,502)

		営業外収益		5,173		88,362		(40,664)				4,374		1,116		66,021				973,505		34,493		50				(625,794)		9,126		(410,428)				105,334

		受取利息		4		723		16				6		5		2				13,862		9,466		12				23		14		29				24,162

		雑収入		51		87,639		0				4,368		1,111		66,019				918,963		25,027		38				(625,817)		9,112		(405,339)				81,172

		為替差益		5,118		0		(40,680)				0		0		0				40,680		0		0				0		0		(5,118)				0

		営業外費用		103,380		40,045		0				43,189		221,354		22,966				234,531		9,840		320,559				464,316		0		204,236				1,664,416

		支払利息		78,653		40,045		0				43,189		68,036		16,876				193,851		0		317,559				225,427		0		310,849				1,294,485

		雑損失		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		12,839				12,839

		為替差損		24,727		0		0				0		153,318		6,090				40,680		9,840		3,000				238,889		0		(119,452)				357,092

		経常損益金額		(17,216,702)		(12,613,784)		(23,407,870)				(18,797,975)		(20,226,592)		(23,029,362)				(14,481,158)		(25,696,959)		(9,405,182)				(11,692,748)		4,316,426		(39,591,678)				(211,843,584)

		特別利益		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0

		特別損失		0		0		0				0		0		28,414,628				0		0		0				0		0		2,913,611				31,328,239

		減損損失		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		2,913,611				2,913,611

		抱合せ株式消滅損		0		0		0				0		0		28,414,628				0		0		0				0		0		0				28,414,628

		税引前当期純損益金額		(17,216,702)		(12,613,784)		(23,407,870)				(18,797,975)		(20,226,592)		(51,443,990)				(14,481,158)		(25,696,959)		(9,405,182)				(11,692,748)		4,316,426		(42,505,289)				(243,171,823)

		法人税等		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		530,000				530,000

		法人税等		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		530,000				530,000

		法人税等調整額		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		273,841				273,841

		法人税等調整額		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		273,841				273,841

		当期純損益金額		(17,216,702)		(12,613,784)		(23,407,870)				(18,797,975)		(20,226,592)		(51,443,990)				(14,481,158)		(25,696,959)		(9,405,182)				(11,692,748)		4,316,426		(43,309,130)				(243,975,664)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２０２０．１２

		月次推移：損益計算書_THECOOInc.（期間：2020年01月～2020年12月、表示単位：円）

				Jan-20		Feb-20		Mar-20		Q1		Apr-20		May-20		Jun-20		Q2		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Q3		Oct-20		Nov-20		Dec-20		Q4		期間累計

		売上高

		コンサル売上		22,827,182		24,164,656		28,540,860		75,532,698		16,379,227		17,338,061		16,508,027		50,225,315		17,445,075		19,158,837		22,990,476		59,594,388		22,817,333		21,452,911		20,640,158		64,910,402		250,262,803

		インフルエンサー売上		48,342,761		67,642,417		66,689,572		182,674,750		72,216,657		70,000,310		83,466,595		225,683,562		70,030,335		78,605,129		85,522,227		234,157,691		123,296,162		93,045,936		110,713,604		327,055,702		969,571,705

		ファニコン売上		45,896,918		51,785,889		67,894,844		165,577,651		88,304,237		106,181,687		94,237,071		288,722,995		97,200,239		113,477,090		99,891,869		310,569,198		106,176,120		90,632,608		138,545,833		335,354,561		1,100,224,405

		売上高 計		117,066,861		143,592,962		163,125,276		423,785,099		176,900,121		193,520,058		194,211,693		564,631,872		184,675,649		211,241,056		208,404,572		604,321,277		252,289,615		205,131,455		269,899,595		727,320,665		2,320,058,913

		売上原価

		売上原価		76,569,049		90,848,590		106,294,517		273,712,156		114,702,827		128,867,281		124,932,025		368,502,133		118,946,459		132,614,177		127,965,594		379,526,230		165,035,301		129,476,195		178,007,599		472,519,095		1,494,259,614

		期首商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期商品仕入		76,569,049		90,848,590		106,294,517		273,712,156		114,702,827		128,867,281		124,932,025		368,502,133		118,946,459		132,614,177		127,965,594		379,526,230		165,035,301		129,476,195		178,007,599		472,519,095		1,494,259,614

		支払手数料 ストライプ		564,659		644,618		779,928		1,989,205		1,196,694		1,359,834		1,420,517		3,977,045		1,552,811		1,695,128		1,845,433		5,093,372		1,895,527		1,993,066		2,247,576		6,136,169		17,195,791

		ファニコン仕入		22,514,119		25,892,109		32,026,885		80,433,113		41,488,376		50,078,160		44,558,009		136,124,545		47,325,602		53,415,691		47,733,221		148,474,514		51,927,105		44,839,827		62,421,747		159,188,679		524,220,851

		広告手数料(コンサル事業部仕入)		6,187,324		5,228,987		8,192,797		19,609,108		3,243,676		3,504,857		3,199,756		9,948,289		3,390,096		4,286,231		5,352,505		13,028,832		5,288,288		5,005,846		4,818,725		15,112,859		57,699,088

		支払手数料 itune		5,905,279		6,429,964		7,694,431		20,029,674		11,443,532		14,163,842		10,647,512		36,254,886		10,646,758		13,291,483		8,710,649		32,648,890		9,984,789		6,764,723		15,240,522		31,990,034		120,923,484

		支払手数料 グーグル		3,311,758		3,853,516		3,648,500		10,813,774		6,098,566		6,806,721		4,900,097		17,805,384		6,236,392		7,301,798		4,845,776		18,383,966		6,865,165		4,623,715		8,361,389		19,850,269		66,853,393

		外注費（原価）セールス原価		38,085,910		48,799,396		53,951,976		140,837,282		51,231,983		52,953,867		60,206,134		164,391,984		49,794,800		52,623,846		59,478,010		161,896,656		89,074,427		66,249,018		84,917,640		240,241,085		707,367,007

		他勘定振替高(商)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		期末商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		商品売上原価		76,569,049		90,848,590		106,294,517		273,712,156		114,702,827		128,867,281		124,932,025		368,502,133		118,946,459		132,614,177		127,965,594		379,526,230		165,035,301		129,476,195		178,007,599		472,519,095		1,494,259,614

		売上総損益金額		40,497,812		52,744,372		56,830,759		150,072,943		62,197,294		64,652,777		69,279,668		196,129,739		65,729,190		78,626,879		80,438,978		224,795,047		87,254,314		75,655,260		91,891,996		254,801,570		825,799,299

		販売管理費

		役員報酬		3,900,000		3,900,000		3,900,000				3,900,000		3,900,000		3,900,000				3,900,000		3,900,000		3,900,000				4,400,000		3,900,000		3,900,000				47,300,000

		役員賞与		260,370		0		0				0		0		100,000				0		0		0				0		0		0				360,370

		給料手当		23,396,828		22,930,879		23,736,676				27,299,083		26,730,533		26,810,093				27,012,813		27,762,070		30,492,390				33,853,387		35,256,020		34,355,287				339,636,059

		雑給		721,484		616,529		879,913				565,065		622,544		731,094				689,093		748,831		797,227				481,592		282,726		630,137				7,766,235

		賞与		0		0		0				0		0		600,000				0		0		0				0		0		0				600,000

		法定福利費		4,879,788		4,418,448		3,634,058				3,890,410		4,758,028		6,372,920				6,435,585		5,230,050		5,207,149				5,302,725		6,225,981		6,047,946				62,403,088

		福利厚生費		223,612		207,539		316,836				210,401		169,393		231,588				444,477		160,538		199,238				850,229		979,640		471,544				4,465,035

		採用教育費		614,363		614,363		916,181				3,210,790		654,345		1,057,868				957,868		6,632,868		5,437,868				6,017,868		1,747,749		2,798,040				30,660,171

		外注費		272,266		166,666		166,666				3,566,665		166,665		166,665				166,665		397,676		0				839,484		390,000		348,000				6,647,418

		業務委託料		957,750		1,427,750		3,100,000				5,100,000		3,800,000		3,800,000				800,000		2,468,000		2,240,000				3,812,000		2,100,000		2,350,000				31,955,500

		人材派遣費		0		0		308,025				234,120		115,500		237,084				251,752		623,649		1,155,694				739,304		1,396,801		2,314,951				7,376,880

		荷造運賃		35,719		1,373		7,078				26,173		9,232		94,045				4,123		5,975		17,610				16,451		8,928		25,255				251,962

		広告宣伝費		213,104		2,009,831		495,831				255,831		1,460,000		727,279				1,791,671		1,017,723		4,204,771				4,005,000		2,535,355		1,967,637				20,684,033

		交際費		622,128		364,445		629,135				91,746		26,494		327,406				322,273		451,617		642,756				1,094,536		894,433		761,079				6,228,048

		会議費		193,260		299,949		311,582				28,329		27,570		108,067				162,006		176,674		211,682				298,550		393,947		248,655				2,460,271

		旅費交通費		1,355,071		1,172,114		1,116,680				936,849		966,024		1,043,905				986,056		1,085,299		1,199,532				1,428,478		1,263,811		1,365,630				13,919,449

		通信費		2,639,455		1,765,696		1,738,364				1,255,945		1,988,580		2,899,396				2,760,825		2,861,787		858,333				2,869,712		2,795,904		3,848,571				28,282,568

		販売促進費		1,080,338		2,710,171		7,395,690				7,804,145		3,815,647		3,733,129				4,678,645		4,954,266		7,695,424				3,731,849		12,207,728		11,850,850				71,657,882

		消耗品費		448,018		147,633		624,357				147,244		99,863		399,960				160,527		428,104		433,487				325,823		691,510		183,470				4,089,996

		事務用品費		50,852		82,765		62,730				23,738		9,753		21,664				24,154		4,703		21,354				20,095		30,602		3,336				355,746

		水道光熱費		194,579		297,627		203,624				143,533		60,355		166,905				178,328		210,160		209,976				126,974		69,860		150,495				2,012,416

		新聞図書費		21,281		39,535		89,132				31,465		25,192		54,717				58,170		60,306		23,411				30,541		23,860		68,240				525,850

		諸会費		16,674		45,129		66,658				116,666		74,866		155,666				16,666		16,666		16,666				16,666		16,666		66,666				625,655

		支払手数料		1,060,994		827,977		1,106,599				1,674,581		1,916,549		1,673,469				1,684,355		4,427,104		2,525,500				3,033,563		3,015,830		5,595,041				28,541,562

		地代家賃		4,274,881		4,274,881		4,274,881				4,274,881		4,274,881		4,274,881				4,274,881		4,304,784		4,295,636				4,295,636		4,295,636		2,811,353				49,927,212

		システム関連費		4,493,441		3,205,024		3,514,532				5,009,338		3,601,720		3,358,685				3,417,740		3,427,251		4,645,395				4,922,883		3,829,329		5,830,087				49,255,425

		ライセンス料		0		0		0				40,885		10,200		10,200				10,200		10,200		25,991				8,020		85,802		138,688				340,186

		リース料		38,800		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				457,834

		保険料		0		0		0				0		9,590		0				0		34,270		822,030				0		0		0				865,890

		租税公課		6,900		400		3,120				7,650		1,346,700		217,700				1,202,180		0		4,200				20,000		77,080		1,117,120				4,003,050

		支払報酬料		1,074,200		1,010,200		1,579,000				652,000		600,800		678,900				2,049,600		663,200		1,994,600				610,400		612,200		2,015,500				13,540,600

		IPO関連費		2,300,164		2,300,164		2,540,119				2,300,164		2,800,164		2,800,164				2,778,891		1,653,891		413,891				2,153,891		2,153,891		2,153,891				26,349,285

		減価償却費		441,516		489,927		239,751				426,551		426,551		453,640				463,281		463,281		737,929				720,002		754,321		844,421				6,461,171

		減価償却費（除去債務		469,166		469,166		469,166				469,166		469,166		469,166				469,166		469,166		469,166				469,166		469,166		(1,690,834)				3,469,992

		貸倒損失(販)		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		2,458,265				2,458,265

		雑費		2,727		0		9,928				282,912		41,873		100,918				0		0		0				0		210,000		0				648,358

		研修費		49,458		55,382		0				60,220		0		0				2,727		27,273		213,650				0		36,364		0				445,074

		自社サービス利用料		145,174		116,437		184,923				165,408		122,841		141,013				183,296		144,266		120,253				184,708		168,596		185,795				1,862,710

		貸倒繰入額(販)		0		0		0				0		0		5,805,730				0		0		0				0		0		136,706				5,942,436

		販売管理費 計		56,454,361		56,006,094		63,659,329				74,240,048		65,139,713		73,762,011				68,376,108		74,859,742		81,270,903				86,717,627		88,957,830		95,389,916				884,833,682

		営業損益金額		(15,956,549)		(3,261,722)		(6,828,570)				(12,042,754)		(486,936)		(4,482,343)				(2,646,918)		3,767,137		(831,925)				536,687		(13,302,570)		(3,497,920)				(59,034,383)

		営業外収益		18,556		52,886		233,302				290,895		18,530		196,692				5		1,662		86,533				7		7		102,841				1,001,916

		受取利息		15		6,260		7				6		0		0				0		1,655		0				0		0		161				8,104

		雑収入		18,541		18,533		233,295				290,889		18,530		196,692				5		7		86,533				7		7		102,680				965,719

		為替差益		0		28,093		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				28,093

		営業外費用		443,973		0		483,581				207,544		85,003		377,267				191,003		48,213		293,885				79,200		309,663		116,150				2,635,482

		支払利息		443,973		0		411,604				201,744		0		377,267				180,271		34,595		293,885				0		287,977		0				2,231,316

		為替差損		0		0		71,977				5,800		85,003		0				10,732		13,618		0				79,200		21,686		116,150				404,166

		経常損益金額		(16,381,966)		(3,208,836)		(7,078,849)				(11,959,403)		(553,409)		(4,662,918)				(2,837,916)		3,720,586		(1,039,277)				457,494		(13,612,226)		(3,511,229)				(60,667,949)

		特別利益		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0

		貸倒引当金戻入		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0

		特別損失		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		4,242,484				4,242,484

		固定資産除却損		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		4,242,484				4,242,484

		税引前当期純損益金額		(16,381,966)		(3,208,836)		(7,078,849)				(11,959,403)		(553,409)		(4,662,918)				(2,837,916)		3,720,586		(1,039,277)				457,494		(13,612,226)		(7,753,713)				(64,910,433)

		法人税等		0		0		132,500				0		0		132,500				0		0		132,500				0		0		1,892,500				2,290,000

		法人税・住民税及び事業税		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0

		法人税等		0		0		132,500				0		0		132,500				0		0		132,500				0		0		1,892,500				2,290,000

		法人税等調整額		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		(1,527,001)				(1,527,001)

		法人税等調整額		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		(1,527,001)				(1,527,001)

		当期純損益金額		(16,381,966)		(3,208,836)		(7,211,349)				(11,959,403)		(553,409)		(4,795,418)				(2,837,916)		3,720,586		(1,171,777)				457,494		(13,612,226)		(8,119,212)				(65,673,432)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２０２１．１２

		月次推移：損益計算書_THECOOInc.（期間：2021年01月～2021年12月、表示単位：円）

				Jan-21		Feb-21		Mar-21		Q1		Apr-21		May-21		Jun-21		Q2		Jul-21		Aug-21		Sep-21		Q3		Oct-21		Nov-21		Dec-21		Q4		期間累計				中間累計 チュウカン ルイケイ

		売上高

		コンサル売上		23,996,758		23,623,658		26,425,306		74,045,722		23,978,691		22,201,412		21,045,558		67,225,661		23,008,386		22,761,960		26,410,466		72,180,812		28,848,428		16,864,214		16,749,026		62,461,668		275,913,863				141,271,383

		インフルエンサー売上		55,763,680		84,095,787		120,455,062		260,314,529		98,248,602		85,247,077		96,525,138		280,020,817		107,086,817		119,323,356		127,032,858		353,443,031		104,813,065		129,356,459		155,736,598		389,906,122		1,283,684,499				540,335,346

		ファニコン売上		107,515,670		116,816,930		132,774,255		357,106,855		139,642,525		142,726,444		159,449,846		441,818,815		195,422,812		180,839,918		170,580,150		546,842,880		195,070,801		180,312,903		201,274,950		576,658,654		1,922,427,204				798,925,670

		売上高 計		187,276,108		224,536,375		279,654,623		691,467,106		261,869,818		250,174,933		277,020,542		789,065,293		325,518,015		322,925,234		324,023,474		972,466,723		328,732,294		326,533,576		373,760,574		1,029,026,444		3,482,025,566				1,480,532,399

		売上原価								0								0								0								0						0

		売上原価		115,426,236		139,293,072		176,091,190		430,810,498		165,010,247		163,932,236		176,755,050		505,697,533		194,853,231		203,979,544		213,190,375		612,023,150		210,312,004		203,149,604		230,749,523		644,211,131		2,192,742,312				936,508,031

		期首商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		当期商品仕入		115,426,236		139,293,072		176,091,190		430,810,498		165,010,247		163,932,236		176,755,050		505,697,533		194,853,231		203,979,544		213,190,375		612,023,150		210,312,004		203,149,604		230,749,523		644,211,131		2,192,742,312				936,508,031

		支払手数料 ストライプ		2,298,013		2,401,763		2,638,796		7,338,572		3,415,471		3,617,786		4,166,517		11,199,774		3,974,557		4,251,728		4,232,978		12,459,263		4,852,764		4,700,763		5,489,045		15,042,572		46,040,181				18,538,346

		ファニコン仕入		53,790,822		57,226,727		59,556,771		170,574,320		72,457,976		75,379,013		82,135,196		229,972,185		92,693,440		94,581,092		92,442,307		279,716,839		107,454,871		96,368,232		90,439,783		294,262,886		974,526,230				400,546,505

		広告手数料(コンサル事業部仕入)		5,998,583		6,104,845		6,224,126		18,327,554		6,733,346		5,827,119		5,703,937		18,264,402		5,974,529		6,192,241		7,196,623		19,363,393		7,923,741		3,979,779		3,860,826		15,764,346		71,719,695				36,591,956

		支払手数料 itune		8,351,927		9,482,287		9,352,203		27,186,417		8,826,519		9,491,773		8,254,723		26,573,015		10,382,141		8,010,991		7,710,163		26,103,295		10,140,957		5,574,198		11,813,735		27,528,890		107,391,617				53,759,432

		支払手数料 グーグル		5,462,960		6,601,940		5,825,373		17,890,273		5,292,301		5,346,121		5,542,178		16,180,600		3,109,858		2,953,353		2,339,942		8,403,153		3,998,355		3,549,686		6,466,562		14,014,603		56,488,629				34,070,873

		外注費（原価）セールス原価		39,523,931		57,475,510		92,493,921		189,493,362		68,284,634		64,270,424		70,952,499		203,507,557		78,718,706		87,990,139		99,268,362		265,977,207		75,941,316		88,976,946		112,679,572		277,597,834		936,575,960				393,000,919

		他勘定振替高(商)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		期末商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		商品売上原価		115,426,236		139,293,072		176,091,190		430,810,498		165,010,247		163,932,236		176,755,050		505,697,533		194,853,231		203,979,544		213,190,375		612,023,150		210,312,004		203,149,604		230,749,523		644,211,131		2,192,742,312				936,508,031

		売上総損益金額		71,849,872		85,243,303		103,563,433		260,656,608		96,859,571		86,242,697		100,265,492		283,367,760		130,664,784		118,945,690		110,833,099		360,443,573		118,420,290		123,383,972		143,011,051		384,815,313		1,289,283,254				544,024,368

		販売管理費																																						0

		役員報酬		3,900,000		3,900,000		5,400,000				5,630,000		5,630,000		5,630,000				5,630,000		6,330,000		6,330,000				6,330,000		6,330,000		6,330,000				67,370,000				0

		役員賞与		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		106,700				106,700				0

		給料手当		34,956,586		36,358,862		37,474,193				41,263,123		39,299,414		39,302,543				41,354,679		40,961,978		42,233,750				44,649,207		44,396,032		45,774,349				488,024,716				0

		雑給		581,422		850,231		1,162,977				839,553		712,171		861,863				748,037		776,601		811,236				743,976		730,499		750,164				9,568,730				0

		賞与		0		0		0				0		0		0				0		0		200,000				0		0		0				200,000				0

		法定福利費		5,956,992		5,788,002		6,190,561				6,444,633		7,080,091		6,383,129				6,976,607		7,178,879		7,319,993				7,650,529		7,660,814		8,236,834				82,867,064				0

		福利厚生費		388,754		316,361		173,528				236,499		357,276		266,561				389,526		339,166		500,801				642,070		731,030		487,218				4,828,790				0

		採用教育費		1,638,033		3,463,033		4,702,933				11,172,933		1,042,933		5,197,411				3,611,502		3,718,842		2,402,933				6,248,026		4,877,933		3,022,778				51,099,290				0

		外注費		0		1,894,000		1,397,500				5,010,105		478,063		1,093,065				376,000		1,471,000		1,956,200				579,000		692,000		4,644,264				19,591,197				0

		業務委託料		2,350,000		2,600,000		2,600,000				2,300,000		2,600,000		3,085,000				3,650,000		710,000		3,359,651				2,080,000		2,050,000		3,001,870				30,386,521				0

		人材派遣費		1,080,938		1,052,963		1,022,312				1,058,837		1,041,052		1,538,116				1,124,392		1,130,451		1,129,769				260,221		241,831		229,111				10,909,993				0

		荷造運賃		12,067		11,512		17,733				4,689		8,283		10,542				16,360		34,753		23,406				9,568		11,013		88,124				248,050				0

		広告宣伝費		199,000		346,532		617,887				420,000		2,258,792		874,860				380,000		1,935,337		2,544,312				630,000		516,697		1,069,318				11,792,735				0

		交際費		785,092		235,737		474,659				739,427		344,908		329,137				574,647		292,092		334,608				968,375		866,004		2,818,390				8,763,076				0

		会議費		176,133		96,522		310,681				559,780		116,997		163,634				285,662		178,406		126,753				432,603		625,321		705,836				3,778,328				0

		旅費交通費		1,320,738		1,244,399		1,453,509				1,519,777		1,320,211		1,436,800				1,385,252		1,410,332		1,579,538				1,654,851		1,699,276		2,110,649				18,135,332				0

		通信費		4,055,606		4,471,279		5,544,072				3,792,273		5,142,750		6,298,598				7,444,051		6,785,245		6,974,591				8,357,943		10,193,936		14,875,398				83,935,742				0

		販売促進費		6,761,162		5,902,395		8,167,055				9,041,163		18,496,210		8,112,726				5,644,476		15,933,773		15,843,720				7,046,331		9,976,099		24,329,084				135,254,194				0

		消耗品費		69,681		515,114		485,942				179,006		744,595		406,597				753,492		131,536		1,196,530				619,944		619,224		5,007,934				10,729,595				0

		事務用品費		40,096		98,162		30,153				93,518		41,109		59,610				41,524		77,311		114,997				145,251		186,375		247,139				1,175,245				0

		水道光熱費		118,157		159,548		311,154				79,747		192,070		377,040				124,025		354,055		379,556				337,965		305,034		346,304				3,084,655				0

		新聞図書費		71,503		65,248		87,872				29,967		41,123		76,309				92,431		55,734		67,164				46,508		65,398		99,686				798,943				0

		諸会費		0		248,000		60,000				355,455		54,800		(18,100)				0		0		4,000				0		150,000		0				854,155				0

		支払手数料		2,732,265		2,661,130		4,314,955				7,597,209		5,095,177		6,607,637				17,437,238		15,870,973		9,681,860				4,945,650		8,424,195		7,283,161				92,651,450				0

		地代家賃		2,811,353		2,811,353		2,871,353				2,811,353		4,725,753		8,160,939				4,067,695		4,147,695		4,147,695				4,147,695		4,183,595		9,086,839				53,973,318				0

		システム関連費		3,648,992		4,185,769		4,314,029				4,411,937		5,497,263		4,965,881				4,418,173		4,049,677		4,611,214				5,167,250		5,582,216		8,916,743				59,769,144				0

		賃借料		0		0		0				0		0		0				0		141,000		0				0		0		53,600				194,600				0

		ライセンス料		12,510		514,467		42,546				863,604		468,496		263,445				273,124		371,866		440,998				541,334		1,272,738		751,384				5,816,512				0

		リース料		38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				457,128				0

		保険料		0		0		0				0		9,900		0				0		0		0				341,090		0		1,051,560				1,402,550				0

		租税公課		11,850		113,200		253,650				600		54,360		5,500				247,200		24,800		26,300				27,800		600		22,434,320				23,200,180				0

		支払報酬料		1,087,600		612,800		1,875,500				619,400		619,400		1,683,100				831,800		731,800		872,400				1,105,400		676,600		647,800				11,363,600				0

		IPO関連費		2,153,891		2,153,891		2,153,891				2,153,891		2,713,891		4,873,891				2,353,891		2,370,126		7,042,373				3,107,936		3,277,489		1,905,473				36,260,634				0

		寄付金		0		0		40,000				0		0		0				0		0		0				0		0		0				40,000				0

		減価償却費		492,304		525,635		4,030,467				3,986,641		3,986,641		4,022,825				4,034,244		4,052,198		4,113,726				4,142,249		4,167,687		12,845,977				50,400,594				0

		減価償却費（除去債務		0		0		360,000				360,000		47,327		(578,019)				47,327		47,327		47,327				47,327		47,327		47,327				473,270				0

		資産除去費用		(82,000)		0		833,345				0		0		83,335				0		0		0				0		0		(8,200)				826,480				0

		利息費用		0		0		0				0		2,650		7,691				2,651		2,652		2,567				2,654		2,659		2,565				26,089				0

		貸倒損失(販)		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		10,846,842				10,846,842				0

		雑費		2,280		0		71,000				0		0		0				0		0		4,727				0		0		0				78,007				0

		研修費		0		0		1,858,000				18,000		481,045		0				101,000		0		10,000				600,000		242,455		931,745				4,242,245				0

		自社サービス利用料		183,192		106,133		196,886				199,514		140,110		171,019				227,796		149,773		146,216				176,931		160,971		219,916				2,078,457				0

		貸倒繰入額(販)		0		0		953,200				0		0		162,305				0		0		980,001				0		0		(9,662,124)				(7,566,618)				0

		販売管理費 計		77,554,291		83,340,372		101,891,637		262,786,300		113,830,728		110,882,955		111,953,084		336,666,767		114,682,896		121,803,472		127,599,006				113,823,778		121,001,142		191,674,172				1,390,037,533				599,453,067

		営業損益金額		(5,704,419)		1,902,931		1,671,796		(2,129,692)		(16,971,157)		(24,640,258)		(11,687,592)		(53,299,007)		15,981,888		(2,857,782)		(16,765,907)				4,596,512		2,382,830		(48,663,121)				(100,754,279)				(55,428,699)

		営業外収益		25		3,428		61,848		65,301		9		6		56,102				47,973		2,792		15,626				53,349		256,285		(42,976)				454,467				65,301

		受取利息		0		3,409		0		3,409		0		0		0				0		2,789		0				0		0		1,104				7,302				3,409

		雑収入		25		19		61,848		61,892		9		6		56,102				3		3		15,626				0		191,334		(49,295)				275,680				61,892

		為替差益		0		0		0		0		0		0		0				47,970		0		0				53,349		64,951		5,215				171,485				0

		営業外費用		186,883		136,107		133,955		456,945		245,529		124,731		13,150				133,284		260,321		109,697				0		214,701		17,831,950				19,390,308				456,945

		支払利息		138,951		136,107		133,955		409,013		240,289		124,731		13,150				104,804		235,240		109,697				0		214,701		0				1,451,625				409,013

		上場関連費用（営業外費用）		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0				0		0		17,829,780				17,829,780				0

		為替差損		47,932		0		0		47,932		5,240		0		0				28,480		25,081		0				0		0		2,170				108,903				47,932

		経常損益金額		(5,891,277)		1,770,252		1,599,689		(2,521,336)		(17,216,677)		(24,764,983)		(11,644,640)		(53,626,300)		15,896,577		(3,115,311)		(16,859,978)				4,649,861		2,424,414		(66,538,047)				(119,690,120)				(56,147,636)

		特別利益		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1,000				0		0		0				1,000				0

		新株予約権戻入益		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1,000				0		0		0				1,000				0

		特別損失		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0				0

		固定資産除却損		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0				0

		税引前当期純損益金額		(5,891,277)		1,770,252		1,599,689		(2,521,336)		(17,216,677)		(24,764,983)		(11,644,640)		(53,626,300)		15,896,577		(3,115,311)		(16,858,978)				4,649,861		2,424,414		(66,538,047)				(119,689,120)				(56,147,636)

		法人税等		0		48,336		0		48,336		0		0		0				9,200		6		1,717,500				0		0		856,558				2,631,600				48,336

		法人税・住民税及び事業税		0		0		0		0		0		0		0				9,200		0		0				0		0		(9,200)				0				0

		法人税等		0		48,336		0		48,336		0		0		0				0		6		1,717,500				0		0		865,758				2,631,600				48,336

		法人税等調整額		0		0		124,524		124,524		0		0		2,756,704				0		0		(49,111)				0		0		(15,952,585)				(13,120,468)				124,524

		法人税等調整額		0		0		124,524		124,524		0		0		2,756,704				0		0		(49,111)				0		0		(15,952,585)				(13,120,468)				124,524

		当期純損益金額		(5,891,277)		1,721,916		1,475,165		(2,694,196)		(17,216,677)		(24,764,983)		(14,401,344)				15,887,377		(3,115,317)		(18,527,367)				4,649,861		2,424,414		(51,442,020)				(109,200,252)				(2,694,196)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2022.12

		月次推移：損益計算書_THECOOInc.（期間：2022年01月～2022年12月、表示単位：円）

				Jan-22		Feb-22		Mar-22		Q1

		売上高

		ファニコン売上		179,551,195		175,478,830		182,376,722		537,406,747

		インフルエンサー売上		87,230,729		120,652,636		159,529,260		367,412,625

		オンライン広告売上		18,003,374		20,286,709		19,616,812		57,906,895

		売上高 計		284,785,298		316,418,175		361,522,794		962,726,267

		売上原価

		売上原価		170,500,392		192,091,356		212,598,371		575,190,119

		期首商品棚卸		0		0		0		0

		当期商品仕入		170,500,392		192,091,356		212,598,371		575,190,119

		ファニコン原価【分配金】		85,701,889		88,376,753		73,593,652		247,672,294

		決済PF手数料【Stripe】		5,234,775		5,522,924		5,071,739		15,829,438

		決済PF手数料【Apple】		6,592,657		6,864,427		9,710,608		23,167,692

		決済PF手数料【Google】		2,305,095		2,190,332		2,416,568		6,911,995

		インフルエンサーセールス原価		66,259,057		84,555,307		117,308,555		268,122,919

		オンライン広告原価【代理店手数料】		4,406,919		4,581,613		4,497,249		13,485,781

		他勘定振替高(商)		0		0		0		0

		期末商品棚卸		0		0		0		0

		商品売上原価		170,500,392		192,091,356		212,598,371		575,190,119

		売上総損益金額		114,284,906		124,326,819		148,924,423		387,536,148

		販売管理費								0

		役員報酬		6,330,000		6,330,000		6,330,000		18,990,000

		役員賞与		407,410		0		0		407,410

		給料手当		46,619,112		46,569,183		47,782,141		140,970,436

		雑給		817,798		858,116		670,002		2,345,916

		法定福利費		8,092,871		7,900,235		8,252,685		24,245,791

		福利厚生費		148,656		520,887		362,422		1,031,965

		外注費		359,000		2,408,960		2,190,900		4,958,860

		人材派遣費		300,271		275,521		266,581		842,373

		業務委託料		2,250,000		2,250,000		2,250,000		6,750,000

		広告宣伝費		230,000		707,955		3,404,800		4,342,755

		荷造運賃		18,265		50,541		45,799		114,605

		交際費		559,516		412,181		677,501		1,649,198

		会議費		381,239		329,071		709,454		1,419,764

		旅費交通費		1,725,839		2,158,603		2,125,595		6,010,037

		通信費		9,068,459		9,236,344		10,654,493		28,959,296

		販売促進費		13,427,965		14,792,103		109,546,339		137,766,407

		消耗品費		178,221		382,355		1,138,948		1,699,524

		事務用品費		201,484		277,013		172,057		650,554

		水道光熱費		289,241		213,310		281,648		784,199

		新聞図書費		173,946		96,595		57,445		327,986

		諸会費		223,000		0		10,000		233,000

		支払手数料		8,943,794		7,833,172		6,513,734		23,290,700

		システム関連費		4,910,961		5,525,423		5,711,434		16,147,818

		地代家賃		5,129,835		5,129,835		5,129,835		15,389,505

		ライセンス料		358,493		430,466		759,178		1,548,137

		賃借料		53,360		27,600		1,455		82,415

		リース料		38,094		38,094		38,094		114,282

		採用関連費		1,567,247		7,895,635		5,630,635		15,093,517

		上場関連費		5,060,633		3,270,345		5,151,653		13,482,631

		保険料		76,670		0		0		76,670

		租税公課		900		58,900		3,960,925		4,020,725

		支払報酬料		1,224,600		1,035,100		2,331,190		4,590,890

		研究開発費		256,800		7,673		0		264,473

		減価償却費		4,644,259		4,644,259		4,681,508		13,970,026

		減価償却費（除去債務		47,327		47,334		47,327		141,988

		利息費用		2,656		2,400		2,658		7,714

		雑費		364		0		0		364

		研修費		16,364		72,733		0		89,097

		自社サービス利用料		163,034		141,374		234,547		538,955

		貸倒繰入額(販)		0		0		(602,376)		(602,376)

		販売管理費 計		124,297,684		131,929,316		236,520,607		492,747,607

		営業損益金額		(10,012,778)		(7,602,497)		(87,596,184)		(105,211,459)

		営業外収益		24		7,967		18,584		26,575

		受取利息		0		6,080		0		6,080

		雑収入		2		3		7,988		7,993

		為替差益		22		1,884		10,596		12,502

		営業外費用		206,798		114,142		71,685		392,625

		支払利息		206,798		89,538		96,289		392,625

		上場関連費用（営業外費用）		0		24,604		(24,604)		0

		経常損益金額		(10,219,552)		(7,708,672)		(87,649,285)		(105,577,509)

		特別利益		0		0		0		0

		特別損失		0		0		0		0

		税引前当期純損益金額		(10,219,552)		(7,708,672)		(87,649,285)		(105,577,509)

		法人税等		0		930		675,000		675,930

		法人税等		0		930		675,000		675,930

		法人税等調整額		0		0		325,845		325,845

		法人税等調整額		0		0		325,845		325,845

		当期純損益金額		(10,219,552)		(7,709,602)		(88,650,130)		(106,579,284)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































インフルエンサーセールス



				FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				175		159		165		176		118		129		147		177		139		157		189		216		159
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【全社】四半期売上高・営業利益推移
四半期売上高はグロス計上考慮後で前年同四半期比＋40.2％増
四半期営業利益は前年同四半期+47百万円の▲6百万円、販売管理費調整額を考慮すると▲62百万円
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FY2020

2Q 3Q 4Q 1Q
FY2021

2Q 3Q 4Q 1Q
FY2022

2Q

販売管理費推移

人件費関連 広告宣伝費・販売促進費 その他販管費

【全社】販売管理費及び役職員数
FY2022-1Qに100百万円計上していた大型ファンクラブ獲得のための販促費は、当初想定したよりも減
額できることが2Qにおいて確定したため、2Qで▲56百万円
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（百万円）

26 32 37 39 43 49 51 57 59 6416
22

23 26 26
26 24

24 24
31

15

15
16

18 18
20 23

24 26

28

57

69
76

83 87
95 98

105 109

123

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2020 FY2021 FY2022

役職員数推移

Fanicon 法人セールス コーポレート、人事、役員

(人)

203 205

95 65

147 178

445 448

1Q 2Q

販促費調整額を遡及
した販管費推移



セグメント別業績

Fanicon事業
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66,084
85,456 95,890 102,760 110,525 121,048

136,139 143,691
155,816 162930

7,768

8,465
17,408

25,309
28,735

66,084

85,456
95,890

102,760
110,525

128,816

144,604

161,099

181,125
191,665

1,263 

1,478 
1,623 

1,740 
1,870 

2,012 
2,115 

2,213 
2,316 

2,397 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

250,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

FY2020 FY2021 FY2022

アイコン数・ファン数推移

ファン数 個別アプリファン数 アイコン数

【Fanicon事業】 KPI
やや大型のアイコン獲得が進み、アイコン数は前年同四半期比19.1％増の一方、ファン数は同48.8％増
ARPUは、グロス計上考慮後、前年同四半期比1.7%増の1,165円

28

（人）
（個）

430 499 527 540 554 568 571 552 541 534

35 39 

454

674 600 581 547
595 616 631

497 489

62 104 

884

1,173
1,128 1,121 1,101

1,163 1,187 1,183
1,134 1,165

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2020 2021 2022

Q平均月間ARPU

ARPUサブスク ARPUサブスク外
*ドット柄部分はグロス計上考慮分

（円）

月額利用料金
（サブスク）

ポイント購入他
（サブスク外）

*1Q受託の大型ファンクラブ運営案件は、従来のファンコミュニティ運営とは実態が異なるため、KPIから除いております。
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【Fanicon事業】四半期売上高・売上総利益率推移
Fanicon事業部の売上高は、グロス計上考慮後で前年同四半期比60.1％増の706百万円と順調に成長
売上総利益率の減少は原価の構成要素変更によるもの

166 

289 311 335 357 
441 

546 576 534 
626 

50 

80 

31.6%
32.8%

34.1%
35.2%

37.6%
35.7%

40.3%
39.2%

45.1%
42.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2020 2021 2022

Fanicon事業部売上高推移

Fanicon 売上総利益率

584

706

40.9%

原価構成要素の変更

FY2022-1Q FY2022-2Q

アイコン
分配金

プラット
フォーム
手数料

アイコン
分配金

プラット
フォーム
手数料

インフラ
コスト

・2Q売上総利益率40.9％▲4.2points(1Q比）
・大型案件獲得に向けたサービス安定稼働に伴うインフラコ
ストを2Qより原価計上したことによるもの（1Qまでは販売
管理費計上）
・今後大型案件を安定的に運用するための先行投資と認識
・インフラコストを除く売上総利益率は42.4％

売上総利益率について
（百万円）

*ドット柄部分はグロス計上考慮分

29
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【Fanicon事業】今後の体制について
8月から組織体制の変更を実施
迅速かつより機動的な経営判断ができる体制を構築し、非連続的成長を目指す

30

代表取締役CEO 平良

開発本部 CTO
Fanicon事業部長

平良（兼務）

セールス＆マーケティング部 ビジネス開発部
カスタマーサクセス部

取締役野澤（兼務）
プロダクトマネジメント部

8月からのFanicon組織図

・よりスケールする事業を目指し代表平良がFanicon事業部長を兼務
・サブスク外（ポイント購入）売上の肝となるカスタマーサクセス部を取締役野澤が兼務
Knowledge ShareによるCS力強化、よりスケールする業務効率化を実施
・より迅速かつ組織的な開発を行うため、独立した組織とする開発本部、CTOを新設
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Fanicon事業 TOPICS
引き続き、エンタメ業界における認知度拡大のための施策を継続

31

アーティストをもっと好きになるエンタメ情報
Webメディア「Bezzy（ベジー）」サービス開始

https://bezzy.jp/

第9回ライブ・エンターテイメントEXPOに出展

ブースイメージ



セグメント別業績

法人セールス事業
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1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2020 2021 2022

法人セールス事業 売上高推移

118
129

147

177

139
157

189

216

159 163

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

FY2020 FY2021 FY2022

インフルエンサーセールス取扱案件数 推移

【法人セールス事業】KPI・売上高
インフルエンサーセールス取扱件数は、前年同四半期比＋3.8％の163件
売上高は前年同四半期比＋15.0％の399百万円

33

（百万円）（件数）
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【法人セールス事業】インフルエンサー事業のご紹介
インフルエンサー事業は、特定のメディアを持たず、クライアントの課題に寄り添い、データドリブン
な提案を得意とする

34

当社インフルエンサー事業の特長

インフルエンサーマーケティングを実行する上で必要な項目を一気通貫
で対応。クライアントの課題に寄り添った最適なプランを提案

Youtuber事務所との
Network

インフルエンサープランニング
ツール iCON Suite に

約120,000名のインフルエン
サーのデータを保有

芸能事務所との
Network

クライアントの課題に寄り添うため、ゲーム・美容・ファッション等に限らず
全ジャンルをカバーする膨大なインフルエンサーネットワーク
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【法人セールス事業】インフルエンサー事業のご紹介
データドリブンな提案を可能にするiCon Suite(アイコン スイート）とは
インフルエンサーの価値を見える化するツール

35

インフルエンサー検索機能

インフルエンサー分析機能

インフルエンサーリスト化機能

カスタムタグ機能

インフルエンサーを”本人”、または”フォロワー”の年齢性別、興味・
関心などの情報を基に検索可能

インフルエンサー/ファンの興味・関心

キャンペーンごとに候補のインフルエンサーをリストに

インフルエンサー個別に管理識別用のタグを付与
付与したカスタムタグを条件にインフルエンサー検索が可能



FY2022業績予想

36

*数値の表記に関しては、小数点以下を切り捨て、％の表記に関しては、小数点第二位を切り捨てております。
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157 335 
1,100 

1,922 

2,910 

637 
1,112 

1,219 

1,559 

1,690 

794 

1,447 

2,319 

3,481 

4,600 

FY2022業績予想

法人セールス
事業

Fanicon
事業

(注）CAGRとは年平均成長率のこと

業績予想は据え置き 通期黒字化を目指す

37

-188 -211
-60 -119

42

営業利益
営業利益
黒字化

FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
（予想）

（百万円）
（百万円） 実績 YoY%

売上高 4,600 3,482 32.1%
売上総利益 1,816 1,289 40.8%
営業利益 42 -100 ---
経常利益 41 -119 ---
当期純利益 49 -109 ---

FY2022
業績予想

FY2021

2022年12月期業績予想
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FY2022業績予想に対する進捗率
下期偏重型の予算のため通期業績予想に対して売上高進捗率は43.2％で順調な推移

(2021.12期: 42.5% / 2020.12期: 42.6％) 

38

423 

691 

959 

564 

789 

1,026 

604 

972 

727 

1,029 

2,318 

3,481 

4,600 

0 5,000

FY2020

FY2021

FY2022

売上高の四半期毎進捗

Q1 Q2 Q3 Q4

進捗率43.2％

進捗率42.5％

FY2022
業績予想

進捗率42.6％
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事

業

Fanicon事業

法人セールス事業

投 資

アイコン獲得

ARPUの向上

プロダクトの進化

案件数の増加

Fanicon事業との
ハイブリッド戦略

人材の獲得

販促費用

・リードナーチャリングの仕組化

・海外（韓国）市場開拓

・CS体制の強化とプラットフォーム
の機能拡充

・Web3 の概念を取り込み、オンラ
インでのファンビジネスをリード

・マーケティングとインサイドセー
ルスの体制を強化

・海外案件の獲得増加

・アセットを活かし、タイアップ施
策や新しいサービスの提案

・成長を支える優秀な人材の採用
・アイコン獲得
・コミュニティのエンゲージメント
を高く維持するための施策やグッズ
制作など

FY2022 方針
成長事業Faniconの成長を確実なものとし、投資を続けながらも、全社で通期黒字化を目指す

39



成長戦略

40
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FY2015～FY2025で、売上高CAGR＋50％注を維持

FY2025までに営業利益率８％ の達成を目指す

中期成長イメージ

41

注 Fanicon事業を今後の成長の中核に据え、同事業の成長を維持することで、今後3年間の成長を目指す。

174 347 433 
794 

1,447 

2,320 

3,482 

4,600 
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12,000

FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025

売上高と営業利益率の成長イメージ

売上(百万円) 営業利益率

業績予想

CAGR50％



（C）THECOO,Inc. All Rights Reserved.

Fanicon事業：
「アイコンを中心として、ファンがコミュ二ティ化する世界の構築を目指す」

- ジャンル拡充、海外展開によるアイコン数増加で売上高拡大
- 機能拡充によるARPU向上
- アイコンのデジタル商品により価値が生まれるように、NFT・メタバースなど、

Web3の概念を取り込み、オンラインのファンビジネス市場をリード

法人セールス事業：
「”個のエンパワーメント“を掲げ、三方よし(1)の世界を構築する」

- テクノロジーを駆使し、データに基づく質の高いサービスを提供

全社：
「2つの事業のシナジーを創出 パッションエコノミーの実現」

中期経営方針

42

注(1) ”三方よし”とは本資料p39記載した図の通り、アイコン（インフルエンサー）、ファン（ユーザー）、広告主（企業）の３者が、“Win-Win”となるサイクルが、成立した環境のこと。
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•スポーツ等の熱狂的なファンを抱えるジャンルへ領域を拡大。アイコンの更なる獲得を目指す

アイコン増加施策①:
エンタメから領域拡大による更なる成長ポテンシャル

現在の
領域

・アイドル
・アーティスト
・俳優/女優
・etc… 

芸人

YouTuber
VTuber

SMB
個人事業主

インフルエンサー

ゲーム・アニメ

他領域へ展開
巨大/コアなファンが
存在する領域へ

スポーツ

文化・芸能

3.9

4.1

5.0

6.4

8.5

9.0

10.0

20.0

22.0

25.0

35.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

ゴルフ

アメフト

野球

e スポーツ

卓球

バレーボール

テニス

ホッケー

バスケットボール

クリケット

サッカー

ex）世界のスポーツのファン数（億人）

出所： ｅスポーツはNewzoo、その他はSports 
Show
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0

2

4

6

0

2

4

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

韓国と日本の音楽市場比較

K-POP(輸出） 韓国音楽市場(国内) 日本音楽市場（国内）

多言語対応とリアルタイム翻訳等の機能拡充により、海外市場（特に韓国）でアイコン/ファン基盤の拡大を目指す

中国語
（広東語、マンダリン）

多言語対応

ファンのやり取りをリアルタイム翻訳

リアルタイム翻訳

韓国語

英語

日本語

アジアのエンタメビジネスを牽引する韓国市場を海外戦略の一歩として、海外展開を加速

輸出総額
（US$億）

+ + 機能拡充

出所：IFPI Reportより当社作成

アイコン増加施策②：
海外展開の本格化

2008年を1とした場合の、
韓国と日本の音楽市場
規模推移

(注) 輸出、とは韓国国外での売上のこと

44
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• 継続した強い開発力から生まれる多機能化の促進
•「BLACKBOX³」など、『Fanicon』だから出来る、アイコンとファンが求めるサービスの拡充

ARPU向上の施策

❹グッズ＆チケット
ECサイトで通販が可能

❶ ライブ配信
iPhoneまたはPCから
LIVE配信が可能

❺ スクラッチ
特別な景品を使って、スク
ラッチクジが設定可能

❷ 限定投稿
特別な画像・映像をコメン
ト付きでファン限定の投稿
が可能

❸グループチャット
純粋なファンだけが集う
グループチャット

コミュニケーションギャップを
埋める多くの機能

コミュニティ型
ファンクラブとして

「Fanicon」をスタート
2017年12月

2018年4月
スクラッチ機能
をローンチ

海外対応を開始
2019年10月

チケット制ライブ配信
「fanistream」
をローンチ
2020年3月

「Fanicon Private 
Fes. 2020」を開催

2020年10月

2020年11月

ビデオトーク
機能をローンチ

オリジナルアプリ
「+KIRARI」の

開発支援

2021年6月

ECとチケット
サービス機能
をローンチ
2019年7月

45
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プラットフォームとしての可能性
・Fanicon事業と法人セールス事業のアセットを活用したハイブリッド戦略を推し進め、

Web3 の世界をアイコン、ファン、企業をつなぐプラットフォームに構築
・「パッションエコノミー」(1) の世界を創造

創業

「Fanicon」ローンチ 現在

法人セールス事業
（収益基盤）

Fanicon事業
（成長ドライバー）

企業
（広告主）ファン

アイコン

・Web3 の概念を取り込み、
オンラインでのファン
ビジネスをリード
・Fanicon事業と法人セールス
事業のハイブリット戦略の推進

(注1) 「パッションエコノミー」とは、米国の著名なベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロヴィッ
ツのパートナーである、Li Jin氏が2019年に執筆した記事において提唱。
「SNSの普及で発信力を持った個人が、自分の個性や情熱に興味を持ってくれるオーディエンスを独自に構
築できる新しいデジタルプラットフォームによって作り出される経済圏」を意味する。

46
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当社の描く、Web3の概念での「ファンコミュニティ」の未来

47

意思
決定

Now Next Later

・ファンがアイコンの成長を支
えるコミュニティ ”DAO”(2)

に変化

・コミュニティごとの、
トークンを発行し、
ICO(3) をサポート

・アイコンのNFT(1) 販売の
サポート
・ファンによる、Fan Art生成シス
テムの構築

注(1) NFTとは、「Non-Fungible Token」の頭文
字をとったもので、“非代替性トークン”の意味

注(2) DAOとは、「Decentralized Autonomous 
Organization」の頭文字をとったもので、
“分散型自立組織”の意味

注(3) ICOとは、「Initial Coin Offering」の頭文字を
とったもので、“新規通貨公開”の意味



Appendix
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経営陣
・Google株式会社で所縁のある経営陣で事業を創業・経営
・KPI重視の経営で『個』の充実と顧客満足を追求

代表取締役CEO

平良 真人 / Masato Taira
一橋大学社会学部卒
伊藤忠商事、ドコモAOL、SONYにて営業 ・マーケティング・ビジネ
ス開発に携わる。
2007年、Googleに入社し、統括部長として中小企業への営業を強化
し、同社の日本市場での成長に尽力。三度の飯よりロックが大好き。

取締役COO

下川 弘樹 / Hiroki Shimokawa
東京大学法学部卒
NTT東日本・NTTコミュニケーションズを経て、2008年、Googleに入社。
6年にわたり、広告営業組織にてGoogle AdWordsの普及に尽力し、退社
後、平良と共に当社を創業。

取締役CFO・コーポレート本部長

森 茂樹 / Shigeki Mori
慶應義塾大学商学部卒、南カリフォルニア大学MBA
外資系企業数社にて財務・経営企画部門での要職、前職のECス
タートアップで管理部門統括を経て、2017年12月当社に参画。

取締役

野澤 俊通 / Toshimichi Nozawa
八千代国際大学卒
リクルート株式会社、ダブルクリック株式会社、Google株式会社などを経
て、freee株式会社にて執行役員として人事採用部門を統括。2021年8月よ
り当社人事部門の管掌役員に就任。

49

社外取締役 柄澤 哲夫 / Tetsuo Karasawa
早稲田大学商学部卒。 パイオニア株式会社、MTV Japan代表取締役社長、同社会長、株
式会社ララ・メディア代表取締役社長、株式会社GONZO執行役員社長、同社会長などを
経て、当社社外取締役に就任。

社外取締役 会田 容弘 / Yoshihiro Aita
上智大学文学部卒 ソニー株式会社に入社後、業務用製品の海外市場向けマーケティングに従事。
以降、海外市場での事業企画、中国市場開拓を経て、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会
社に入社。 取締役を歴任し、現在は、AiTIA株式会社を設立、代表に就任。当社社外取締役に就任。



（C）THECOO,Inc. All Rights Reserved.

沿革
常に挑戦し、新規事業を創出

50

2014年01月 Google株式会社で所縁のある経営陣３名がオンライン広告事業で創業
2015年01月 YouTuberと広告主のマッチングプラットフォーム「iCON CAST」提供開始
2016年02月 ルビー・マーケティング株式会社からTHECOO株式会社へ社名を変更
2016年08月 インフルエンサーマーケティングプランニングツール「iCON Suite」提供開始
2017年12月 会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」事業開始
2019年07月 「Fanicon」 ECとチケットサービス機能提供開始
2019年10月 「Fanicon」海外対応開始
2021年04月 クリエーター・アーティスト向け配信スタジオ「BLACKBOX³ -ブラックボックス-」オープン
2021年04月 新規ファンを増加させるライブ配信プラットフォーム「Cassette」提供開始
2021年05月 NTTドコモとライブビジネスに関する業務提携を締結
2021年12月 東京証券取引所マザーズ市場に上場（現：グロース市場）
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当社のSAM
（ファンクラブ市場規模）

-DX化が進むFanicon事業の
SAM

-アイコンのカテゴリー拡充や
「Fanicon」の機能充実などの
中長期的な施策を積み上げ、
プラットフォームとしての
ポジショニングの確率を目指す

ファン数
ARPU

（a）2021.12月時点のARPU
1,272円/月

潜在ARPU

(b) ファン活動の平均消費額
5,900円/月※1

約4.6倍

②推定ファンクラブ
入会者※2

約701万人

約43倍 約3.2倍
潜在ファン数

①現在(2021.12月)
のファン数
約16万人

③潜在ファン数※3

約2,260万人

19億円

Fanicon
事業売上

(2021.12期)

1.6兆円
(b)×③×12ヶ月

4,900億円
(b)×②×12ヶ月

1,000億円
(a)×②×12ヶ月

※「ファン」の定義：矢野経済研究所「ファンの消費行動」より、特定の
人物や物を熱烈に支持している人を「ファン」と定義。（2021年6月25日
~7月8日に矢野経済研究所がインターネットアンケート調査を15～59 歳の
日本在住の方を対象に実施。有効回答者数4,293サンプルへ「熱烈に支持し
ている人物（グループ）、物があるか」を問い、「あてはまる」との回答
1,196 票を「ファン」（特定の人物や物を熱烈に支持している人）と定
義。）
※1：出典：矢野経済研究所「ファンの消費行動」より、ファン活動の平均
消費額を記載。上記回答1,196票の内、有効回答数870 票を母集団として
平均消費額を算出
※2：総務省「人口推計」（2021年7月）、矢野経済研究所「ファンの消費
行動」より、10代～50代それぞれの「推定人口」×「ファンクラブに入会
している割合」より算出。上記回答1,196票の内、有効回答数870 票を母
集団としてファンクラブに入会している割合を算出
※3：総務省「人口推計」（2021年7月）、矢野経済研究所「ファンの消費
行動」より、10代～50代それぞれの「推定人口」×「「ファン」の割合」
より算出。上記回答1,196票を母集団として「ファン」の割合を算出
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当社のTAM

・ライブ・エンタメ、デジタ
ルコンテンツ、オンライン広
告市場を加えた、DX化が進
むエンタメビジネス市場規模

・今後も当社両事業の拡大が
期待が出来る、広大なマー
ケットポテンシャル

TAM

ライブ・
エンター

テイメント市場

6,295億円
※1

デジタル
コンテンツ
市場

2兆384億円
※2

ソーシャル
メディア
広告市場

4,630億円
※3

エンタメ コンテンツ 広告

TAM
最大3.1兆円（FY2019）

※1：ライブ・エンターテイメント白書より当社作成（2020年度はコロ
ナウイルスの影響下の為、2019年度を適用）。ライブ・エンタテイン
メント市場規模＝音楽コンサートとステージでのパフォーマンスイベン
トのチケット推計販売額合計と定義
※2：経済産業省「コンテンツの世界市場。日本市場の外観」2019年度
市場規模より作成。尚1＄＝100円で試算。音楽（音楽ダウンロード、
音楽ストリーミング、広告）、広告）映像（動画配信（SVOD）、動画
配信（TVOD)、VRビデオ、広告（動画共有サイト等）、ゲーム（コン
ソールゲーム,/PCゲーム（ダウンロード）、モバイルゲーム、VRアプ
リ、VRゲーム、広告）のデジタルコンテンツ市場の合計と定義
※3：サイバー・バズとデジタルインファクト実施の国内ソーシャルメ
ディアマーケティングの市場動向調査より、2019年度市場規模。ソー
シャルメディア広告（YouTube、Facebook/Instagram、LINE、
Twitter、TikTokで提供されている広告（ブログサイトの広告は含まな
い））の合算と定義



（C）THECOO,Inc. All Rights Reserved.

FY2022-2Q BS
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（百万円） 2022年6月末 2021年12月末 前期末比 主な要因 （百万円） 2022年6月末 2021年12月末 前期末比 主な要因

流動資産 2,965 2,915 1.7% 流動負債 1,846 1,475 25.2%
現金及び預金 1,967 2,044 -3.8% 買掛金 664 447 48.5% Faniconの売上増加に伴う分配金の増加

受取手形及び売掛金 782 837 -6.6% 未払金 392 365 7.4%
その他 216 34 535.3% 大型ファンクラブとの契約に基づいた 前受金 618 440 40.5% Faniconファン数増加に伴う増加

前渡金の支払い その他 172 223 -22.9%
固定資産 477 304 56.9% 固定負債 48 48 -

有形固定資産 243 235 3.4% 負債合計 1,894 1,523 24.4%
無形固定資産 12 - - 資本金 755 752 0.4%

投資その他の資産 221 68 225.0% 新オフィスの敷金の支払い 資本剰余金 944 1,656 -43.0%
利益剰余金 -153 -714 -
その他 2 2 0.0%
純資産合計 1,548 1,696 -8.7%

資産合計 3,443 3,220 6.9% 負債及び純資産合計 3,443 3,220 6.9%


FY2021年度修正





						FY2021		Q3累計実績
(決算調整前)		Q4予測		修正年間予算		当初年間予算		Δ
（修正予算vs当初予算）												単位：百万円		FY2022-1Q		FY2021-1Q		YoY％		前期通期
FY2021

						（百万円）																						売上高		959		691		38.8%		3,482

						売上		2,450		943		3,392		3,156		236		7%										Fanicon		534		357		49.6%		1,922

						Fanicon		1,342		568		1,910		1,783		127		7%										法人セールス		425		334		27.2%		1,559

						法人		1,107		375		1,482		1,373		109		8%										売上総利益		384		260		47.7%		1,289

						売上総利益		907		343		1,250		1,200		50		4%										Fanicon		241		134		79.9%		737

						Fanicon		514		227		741		705		36		5%										法人セールス		143		126		13.5%		551

						法人		393		116		509		495		14		3%										営業利益		-117		-1		-		-100

						販管費		956		405		1,361		1,351		11		1%										経常利益		-117		-2		-		-119

						営業利益		(49)		(63)		(112)		-151		39		26%										当期純利益		-117		-5		-		-109

						当期純利益		(53)		(63)		(116)		-151		35		23%



						売上総利益率		37%		36%		37%		38%

						Fanicon		38%		40%		39%		40%

						法人		36%		31%		34%		36%



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FY2022年度修正





						FY2022予算修正		Q3累計
(9月想定)		Q4予測		FY2021
修正予想		FY2022
修正予算		FY2022
当初年間
予算		YOY
FY2021(修)=>
FY2022(修)予		Δ（FY2022当初予算と
修正予算差異）

						（百万円）

						売上		2,422		947		3,392		5,044		5,347		49%		-303		-6%

						Fanicon		1,334		576		1,910		3,468		3,723		82%		(255)		-7%

						法人		1088		371		1,482		1,576		1,624		6%		(48)		-3%

						売上総利益		901		351		1,250		1,945		2,087		56%		-142		-7%

						Fanicon		503		228		741		1,421		1,511		92%		(90)		-6%

						法人		398		123		509		524		576		3%		(52)		-9%

						販管費		950		380		1,361		1,750		1,812		29%		-143		-8%

						営業利益		(49)		(29)		(112)		191		275		n/a		(84)		-31%

						当期純利益		-53		(52)		(116)		134		193		n/a		(59)		-31%



						売上総利益率		37%		37%		36.9%		38.6%		39.0%

						Fanicon						38.8%		41.0%		40.6%

						法人						34.3%		33.2%		35.5%

						営業利益率						-3.3%		3.8%		5.1%

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FY2021年度実績





						通期業績		2021.12期		2020.12期				業績計画				対計画比

						（百万円）				実績値		YoY%		計画値		Δ％

						売上		3,482		2,320		50.0%		3,392		2.6%		89		2.624%

						（セグメント別）

						Fanicon		1,922		1,100		74.7%		1,910		0.6%		12		0.628%

						法人		1,559		1,219		27.8%		1,482		5.1%		77		5.196%

						売上総利益		1,289		825		56.2%		1,250		3.0%		38		56.242%

						（セグメント別）

						Fanicon		737		371		98.6%		741		-0.5%		(4)

						法人		551		454		21.3%		509		8.2%		42

						営業利益		(100)		(59)		---		(111)		---		11

						経常利益		(119)		(60)		---		(113)		---		(6)

						当期純利益		(109)		(65)		---		-116		---		7



								2021実績		2020				年度計画

						売上総利益率		37.02%		35.56%				36.85%

						Fanicon		38.35%		33.73%				38.80%

						法人		35.34%		37.24%				34.35%

						営業利益率		-2.87%		-2.54%				-3.27%











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FY2022年度計画





								FY2022
業績予想		FY2021

						（百万円）				実績		YoY%

						売上高		4,600		3,482		32.1%		0.3210798392

						Fanicon		2,910		1,922		51.4%		0.5140478668

						法人セールス		1,690		1,559		8.4%		0.0840282232

						売上総利益		1,816		1,289		40.8%		0.4088440652

						Fanicon		1,293		737		75.4%		0.7544097693

						法人セールス		523		551		-5.0%		-0.0508166969

						営業利益		42		(100)		---

						経常利益		41		(119)		---

						当期純利益		49		(109)		---



								2022計画		2021実績

						売上総利益率		39.48%		37.02%		2.46%

						Fanicon		44.43%		38.35%		6.09%

						法人		30.95%		35.34%		-4.40%

						営業利益率		0.91%		-2.87%		3.78%















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2022.Q1進捗率

						売上								営業利益

						FY2020		FY2021		FY2022				FY2020		FY2021		FY2022

				Q1		423		691		959		Q1		(26)		(1)		(117)

				Q2		564		789		3641		Q2		(17)		(53)		75

				Q3		604		972				Q3		0		(3)

				Q4		727		1,029				Q4		(16)		(41)

				合計		2,318		3,481		4,600







































								売上

								FY2022		FY2021		FY2020

						Q1		959		691		423

						Q2		3,641		789		564

						Q3				972		604

						Q4				1,029		727

						合計		4,600		3,481		2,318

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売上高の四半期毎進捗

Q1	

FY2020	FY2021	FY2022	423	691	959	Q2	

FY2020	FY2021	FY2022	564	789	3641	Q3	

FY2020	FY2021	FY2022	604	972	Q4	

FY2020	FY2021	FY2022	727	1029	2,318	

FY2020	FY2021	FY2022	3481	4600	









営業利益(損失)の四半期毎進捗

Q1	FY2020	FY202	1	FY2022	-26	-1	-117	Q2	FY2020	FY2021	FY2022	-17	-53	75	Q3	FY2020	FY2021	FY2022	0	-3	Q4	FY2020	FY2021	FY2022	-16	-41	











BS



						(関口さん=>松尾さん作成）

								2020.12		2021.12		増減				2020.12		2021.12		増減

						流動資産		1,503		2,915		1,412		流動負債		1,121		1,475		354

						現金及び預金		599		2,044		1,445		買掛金		240		447		207

						売掛金		848		825		△23		未払金		497		365		△132

						その他		56		46		△10		前受金		241		440		199

														その他		142		223		81

						固定資産		214		304		90		固定負債		116		48		△68 

						有形固定資産		153		235		82

						投資その他の資産		61		69		8

														純資産		480		1,696		1,216

						資産合計		1,718		3,220		1,502		負債・純資産合計		1,718		3,220		1,502









								2022-1Q		FY2021		増減				2022-1Q		FY2021		増減

						流動資産		3,325		2,915		410		流動負債		2,171		1,475		696

						現金及び預金		1,875		2,044		-169		買掛金		943		447		496

						受取手形及び売掛金		1,387		837		550		未払金		497		365		132

						その他		62		32		30		前受金		507		440		67

														その他		222		223		-1

						固定資産		445		304		141		固定負債		48		48		0

						有形固定資産		223		235		-12

						投資その他の資産		221		68		153

														純資産		1,550		1,696		-146

						資産合計		3,770		3,220		550		負債・純資産合計		3,770		3,220		550



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・東証マザーズ上場時の資金調達により、現金及び預金1,445百万増加、純資産1,244百万増加

・Fanicon事業のファン数増加による前受金143百万増加、原価増による買掛金206百万増加

・スタジオ設立による有形固定資産82百万増加



PL分析

				（百万円） ヒャクマンエン		FY2022-2Q（2022年4－6月） ネン ガツ										FY2022-2Qまでの累計（2022年1－6月） ルイケイ ネン ガツ

						実績 ジッセキ		前年同四半期比 ゼンネンドウシハンキヒ				前四半期比 ゼンシハンキヒ				実績 ジッセキ		前年同期 ゼンネンドウキ

								実績 ジッセキ		YoY		実績 ジッセキ		QoQ				実績 ジッセキ		YoY

				売上高 ウリアゲダカ		1,026		789		30.0%		959		7.0%		1,986		1,480		34.2%

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ		387		283		36.7%		384		0.8%		772		544		41.9%

				売上総利益率 ウリアゲソウリエキリツ		37.7%		35.9%		+1.8pt		40.0%		-2.3pt		38.9%		36.8%		+2.1pt

				販売管理費 ハンバイカンリヒ		393		336		17.0%		502		-21.7%		895		599		49.4%

				営業利益 エイギョウリエキ		(6)		(53)		-		(117)		-		(123)		(55)		-

				経常利益 ケイジョウリエキ		(3)		(53)		-		(117)		-		(120)		(56)		-

				当期純利益 トウキジュンリエキ		(4)		(53)		-		(117)		-		(121)		(2)		-





























BS分析

				（百万円） ヒャクマンエン		2022年6月末 ネン ガツマツ		2021年12月末 ネン ガツマツ		前期末比 ゼンキマツヒ		主な要因 オモ ヨウイン				（百万円） ヒャクマンエン		2022年6月末 ネン ガツマツ		2021年12月末 ネン ガツマツ		前期末比 ゼンキマツヒ		主な要因 オモ ヨウイン

				流動資産 リュウドウシサン		2,965		2,915		1.7%						流動負債 リュウドウフサイ		1,846		1,475		25.2%

				現金及び預金 ゲンキンオヨ ヨキン		1,967		2,044		-3.8%						買掛金 カイカケキン		664		447		48.5%		Faniconの売上増加に伴う分配金の増加 ウリアゲ ゾウカ トモナ ブンパイキン ゾウカ

				受取手形及び売掛金 ウケトリテガタ オヨ ウリカケキン		782		837		-6.6%						未払金 ミバライキン		392		365		7.4%

				その他 タ		216		34		535.3%		大型ファンクラブとの契約に基づいた				前受金 マエウ キン		618		440		40.5%		Faniconファン数増加に伴う増加 スウ ゾウカ

												前渡金の支払い シハラ				その他 タ		172		223		-22.9%

				固定資産 コテイシサン		477		304		56.9%						固定負債 コテイフサイ		48		48		-

				有形固定資産 ユウケイコテイシサン		243		235		3.4%						負債合計 フサイゴウケイ		1,894		1,523		24.4%

				無形固定資産 ムケイコテイシサン		12		-		-						資本金 シホンキン		755		752		0.4%

				投資その他の資産 トウシ タ シサン		221		68		225.0%		新オフィスの敷金の支払い シン シキキン シハラ				資本剰余金 シホンジョウヨキン		944		1,656		-43.0%

																利益剰余金 リエキジョウヨキン		(153)		(714)		-

																その他 タ		2		2		0.0%

																純資産合計 ジュンシサンゴウケイ		1,548		1,696		-8.7%

				資産合計 シサンゴウケイ		3,443		3,220		6.9%						負債及び純資産合計 フサイオヨ ジュンシサン ゴウケイ		3,443		3,220		6.9%



















四半期業績・販管費・HC

																														0513 mori アップデート

						2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1		2022.Q2		2022.Q3		2022.Q4

				Fanicon		63,352,723		79,435,784		87,827,620		104,383,849		165,577,651		288,722,995		310,569,198		335,354,561		357,106,855		441,818,815		546,842,880		576,658,654		534,654,184		606,299,239

				法人セールス		243,270,162		265,810,154		270,234,658		333,671,892		258,207,448		275,908,877		293,752,079		391,966,104		334,360,251		347,246,478		425,623,843		452,367,790		425,319,520		419,822,641

						306,622,885		345,245,938		358,062,278		438,055,741		423,785,099		564,631,872		604,321,277		727,320,665		691,467,106		789,065,293		972,466,723		1,029,026,444		959,973,704		1,026,121,880

												1,447,986,842		ok						2,320,058,913		ok						3,482,025,566		ok



						2019								2020								2021								2022

				売上高 ダカ		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				Fanicon		63		79		88		104		166		289		311		335		357		441		546		576		534		626

				グロス計上分 ケイジョウブン																										50		80

				法人セールス		243		266		270		334		258		276		294		392		334		347		425		452		425		399

						307		345		358		438		424		565		604		727		691		788		971		1,028		1,009		1,105

												1,448								2,320								3,478		46%		40%

																				60.227%								49.91%		138%		96%



				原価

				Fanicon		47,166,670		58,324,727		63,358,496		83,555,778		113,265,766		194,161,860		204,600,742		217,165,151		222,989,582		283,925,574		326,682,550		350,848,951		293,581,419		348,930,430

				法人セールス		160,383,097		175,752,039		174,847,990		210,760,974		160,446,390		174,340,273		174,925,488		255,353,944		207,820,916		221,771,959		285,340,600		293,362,180		281,608,700		268,407,939



				売上総利益額

				Fanicon		16,186,053		21,111,057		24,469,124		20,828,071		52,311,885		94,561,135		105,968,456		118,189,410		134,117,273		157,893,241		220,160,330		225,809,703		241,072,765		257,368,809

				法人セールス		82,887,065		90,058,115		95,386,668		122,910,918		97,761,058		101,568,604		118,826,591		136,612,160		126,539,335		125,474,519		140,283,243		159,005,610		143,710,820		151,414,702



				Slide data（粗利）

				rounddown		2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1

				Fanicon		16		21		24		20		52		94		105		118		134		157		220		225		241		257

				法人セールス		82		90		95		122		97		101		118		136		126		125		140		159		143		151

																														384		408

				売上総利益率

				Fanicon		25.5%		26.6%		27.9%		20.0%		31.6%		32.8%		34.1%		35.2%		37.6%		35.7%		40.3%		39.2%		45.1%		42.4%

				法人セールス		34.1%		33.9%		35.3%		36.8%		37.9%		36.8%		40.5%		34.9%		37.8%		36.1%		33.0%		35.1%		33.8%		36.1%



				営業利益		2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1

				全社		(53)		(61)		(50)		(45)		(26)		(17)		0		(16)		(1)		(53)		(3)		(41)		(117)		-60



				資料用

						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q

				営業利益		(53)		(61)		(50)		(45)		(26)		(17)		0		(16)		(1)		(53)		(3)		(41)		(117)		(60)



						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q

				営業利益率		-17.3%		-17.7%		-14.0%		-10.3%		-6.1%		-3.0%		0.0%		-2.2%		-0.1%		-6.7%		-0.3%		-4.0%		-11.6%		-5.4%



				Slide data（売上）

				rounddown		2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1

				Fanicon		63		79		87		104		165		288		310		335		357		441		546		576		534		606

				法人セールス		243		265		270		333		258		275		293		391		334		347		425		452		425		419

														423		563		603		726		691		788		971		1,028		959		1,025

																																										diggleよりシステム関連費 カンレンヒ												21,823,582

				販管費																																						通信費 ツウシンヒ												541,028

						2019.Q1		2019.Q2		2019.Q3		2019.Q4		2020.Q1		2020.Q2		2020.Q3		2020.Q4		2021.Q1		2021.Q2		2021.Q3		2021.Q4		2022.Q1

				人件費関連		88,890,784		90,887,276		93,619,867		106,219,012		100,067,867		115,714,155		129,908,065		147,500,871		153,202,468		177,350,133		177,814,530		195,698,159		203,085,035		205,586,056

				広告宣伝費・販売促進費		15,688,734		25,907,744		23,165,376		13,498,332		13,904,965		17,796,031		24,342,500		36,298,419		21,994,031		39,203,751		42,281,618		43,567,529		151,787,344		9,381,431

				外注費・業務委託費		7,427,087		8,532,536		6,464,790		7,371,853		6,091,098		16,599,995		6,072,341		9,839,484		10,841,500		14,566,233		11,522,851		13,047,134		11,708,860		10,690,474

				通信費・システム関連費用		7,117,059		6,622,615		6,710,431		7,328,911		17,356,512		18,113,664		17,971,331		24,096,486		26,219,747		30,108,702		34,282,951		53,093,486		45,107,114		22,364,610

				オフィス関連		7,830,759		11,057,442		11,743,833		12,824,643		12,824,643		12,824,643		12,875,301		11,402,625		8,494,059		15,698,045		12,363,085		17,418,129		15,389,505		16,091,205

				減価償却		1,499,322		1,648,484		2,592,094		4,182,903		2,578,692		2,714,240		3,071,989		4,024,507		5,408,406		11,825,415		12,342,149		21,297,894		14,112,014		14,293,758

				その他		23,767,175		28,351,006		25,585,818		37,585,687		23,296,007		29,379,044		30,265,226		37,902,981		36,626,089		47,914,488		73,478,190		82,376,761		60,950,142

				合計		152,220,920		173,007,103		169,882,209		189,011,341		176,119,784		213,141,772		224,506,753		271,065,373		262,786,300		336,666,767		364,085,374		426,499,092		502,140,014

				for check		152,220,920		173,007,103		169,882,209		189,011,341		176,119,784		213,141,772		224,506,753		271,065,373		262,786,300		336,666,767		364,085,374		426,499,092		502,140,014		393,462,811

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				決算説明会資料用



				人件費関連		88,890,784		90,887,276		93,619,867		106,219,012		100,067,867		115,714,155		129,908,065		147,500,871		153,202,468		177,350,133		177,814,530		195,698,159		203,085,035		205,586,056

				広告宣伝費・販売促進費		15,688,734		25,907,744		23,165,376		13,498,332		13,904,965		17,796,031		24,342,500		36,298,419		21,994,031		39,203,751		42,281,618		43,567,529		151,787,344		9,381,431

				その他販管費		47,641,402		56,212,083		53,096,966		69,293,997		62,146,952		79,631,586		70,256,188		87,266,083		87,589,801		120,112,883		143,989,226		187,233,404		147,267,635		178,495,324

				合計		152,220,920		173,007,103		169,882,209		189,011,341		176,119,784		213,141,772		224,506,753		271,065,373		262,786,300		336,666,767		364,085,374		426,499,092		502,140,014		393,462,811



						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q

				人件費関連		88		90		93		106		100		115		129		147		153		177		177		195		203		205

				広告宣伝費・販売促進費		15		25		23		13		13		17		24		36		21		39		42		43		151		9

				その他販管費		47		56		53		69		62		79		70		87		87		120		143		187		147		178

				合計		152		173		169		189		176		213		224		271		262		336		364		426		502		393



						2019								2020								2021								2022

				HC		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q

				Fanicon エンジニア		9		9		8		8		7		8		9		10		14		15		15		16		20		19

				Fanicon CS		7		6		7		7		7		12		11		12		13		18		15		19		21		25

				Fanicon 営業他		8		8		11		12		12		12		17		17		16		16		21		22		18		20

				Fanicon		24		23		26		27		26		32		37		39		43		49		51		57		59		64

				法人セールス		14		17		16		17		16		22		23		26		26		26		24		24		24		31

				コーポレート、人事、取締役他		9		9		10		14		15		15		16		18		18		20		23		24		26		28

				TOTAL		47		49		52		58		57		69		76		83		87		95		98		105		109		123

																														"FTE スプシ参照”

































				事業別



						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				売上高		63		79		88		104		166		289		311		335		357		441		546		576		534

				グロス売上調整額																										50

				売上総利益率		25.5%		26.6%		27.9%		20.0%		31.6%		32.8%		34.1%		35.2%		37.6%		35.7%		40.3%		39.2%		45.1%





						FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

				法人セールス		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q

				売上高		243		266		270		334		258		276		294		392		334		347		425		452		425

				売上総利益率		34.1%		33.9%		35.3%		36.8%		37.9%		36.8%		40.5%		34.9%		37.8%		36.1%		33.0%		35.1%		33.8%













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売上高	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	









営業利益	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	営業利益	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	-53	-61	-50	-45	-26	-17	0	-16	-1	-53	-3	-41	-117	







売上高	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	グロス売上調整額	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	63.352722999999997	79.435783999999998	87.827619999999996	104.383849	165.577651	288.72299500000003	310.56919799999997	335.35456099999999	357	441	546	576	534	売上総利益率	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	50	









営業利益率	

FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







Fanicon	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2019	2020	2021	2022	63.352722999999997	79.435783999999998	87.827619999999996	104.383849	165.577651	288.72299500000003	310.56919799999997	335.35456099999999	357	441	546	576	534	626	グロス計上分	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2019	2020	2021	2022	50	80	Fanicon	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2019	2020	2021	2022	0.2554910386409121	0.26576255607926019	0.27860397446725754	0.19953346422395288	0.31593566332209894	0.32751508067447138	0.34120723073123305	0.35243119893037628	0.3755662237287492	0.35737102096930845	0.40260253548514702	0.39158296061919501	0.45089475068991514	0.42449139376208256	









法人セールス事業　売上高・売上総利益率推移



売上高	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2020	2021	2022	258.207448	275.90887700000002	293.75207899999998	391.96610399999997	334	347	425	452	425	399	売上総利益率	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2020	2021	2022	0.37861439999980173	0.36812372658818077	0.4045131915474886	0.34853054538613881	0.37845208759578303	0.36134137262581539	0.32959441842171422	0.35149631232	586209	0.33788907689917452	0.36066349742199827	











２０１９．１２

		月次推移：損益計算書_THECOOInc.（期間：2019年01月～2019年12月、表示単位：円）

				Jan-19		Feb-19		Mar-19		Q1		Apr-19		May-19		Jun-19		Q2		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Q3		Oct-19		Nov-19		Dec-19		Q4		期間累計

		売上高

		コンサル売上		14,654,824		17,055,058		6,344,519		38,054,401		17,479,939		14,646,163		14,553,619		46,679,721		15,565,320		13,508,916		18,975,757		48,049,993		17,490,317		17,484,219		20,986,515		55,961,051		188,745,166

		その他売上		0		0		0				1,401,800		0		0				0		462,060		0				0		0		713,231				2,577,091

		インフルエンサー売上		38,196,246		56,201,947		88,458,320		182,856,513		52,539,257		55,211,615		66,773,894		174,524,766		68,334,516		36,208,064		71,755,953		176,298,533		49,780,405		129,068,435		76,146,892		254,995,732		788,675,544

		iCON Suite売上		2,442,592		2,442,592		2,492,592		7,377,776		2,492,592		2,696,296		2,796,296		7,985,184		2,988,888		2,942,592		2,992,592		8,924,072		2,548,182		2,498,182		2,236,364		7,282,728		31,569,760

		VM売上		0		0		14,051,472		14,051,472		20,695,903		3,762,780		10,500,000		34,958,683		0		0		36,500,000		36,500,000		14,719,150		0		0		14,719,150		100,229,305

		ファニコン売上		17,179,654		22,561,591		23,611,478		63,352,723		32,477,286		21,898,505		25,059,993		79,435,784		28,561,276		27,516,064		31,750,280		87,827,620		35,305,164		32,906,824		36,171,861		104,383,849		334,999,976

		受託売上		400,000		400,000		130,000		930,000		0		260,000		0		260,000		0		0		0		0		0		0		0		0		1,190,000

		売上高 計		72,873,316		98,661,188		135,088,381		306,622,885		127,086,777		98,475,359		119,683,802		345,245,938		115,450,000		80,637,696		161,974,582		358,062,278		119,843,218		181,957,660		136,254,863		438,055,741		1,447,986,842

		売上原価								0								0								0								0

		売上原価		43,587,038		59,638,183		104,324,546		207,549,767		89,734,269		61,242,426		83,100,071		234,076,766		72,286,290		51,649,199		114,270,997		238,206,486		77,052,596		125,126,871		92,137,285		294,316,752		974,149,771

		期首商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期商品仕入		43,587,038		59,638,183		104,324,546		207,549,767		89,734,269		61,242,426		83,100,071		234,076,766		72,286,290		51,649,199		114,270,997		238,206,486		77,052,596		125,126,871		92,137,285		294,316,752		974,149,771

		支払手数料 ストライプ		39,865		56,846		66,275		162,986		76,976		125,929		155,766		358,671		188,496		218,669		304,198		711,363		349,748		425,197		506,000		1,280,945		2,513,965

		ファニコン仕入		8,150,583		10,050,351		10,694,575		28,895,509		14,537,264		10,105,106		11,945,699		36,588,069		13,295,737		13,145,045		15,374,323		41,815,105		17,377,413		15,740,951		27,715,363		60,833,727		168,132,410

		広告手数料(コンサル事業部仕入)		5,171,400		4,633,194		2,005,419		11,810,013		5,214,694		5,271,466		4,837,421		15,323,581		4,265,533		3,432,048		4,387,640		12,085,221		3,981,178		4,542,111		4,758,083		13,281,372		52,500,187

		VMイベント費用		0		0		19,175,041		19,175,041		25,300,450		3,135,650		12,325,000		40,761,100		0		0		36,725,100		36,725,100		12,897,477		0		(273,000)		12,624,477		109,285,718

		支払手数料 itune		3,232,864		4,272,259		4,385,169		11,890,292		6,093,431		3,801,114		4,123,553		14,018,098		4,810,406		4,398,438		4,662,816		13,871,660		4,990,510		3,864,502		6,210,878		15,065,890		54,845,940

		コンサル原価		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支払手数料 グーグル		1,715,926		2,184,299		2,317,658		6,217,883		3,248,951		1,856,552		2,254,386		7,359,889		2,362,142		2,196,871		2,401,355		6,960,368		2,739,377		2,129,007		1,506,832		6,375,216		26,913,356

		外注費（原価）セールス原価		25,276,400		38,441,234		65,680,409		129,398,043		35,262,503		36,946,609		47,458,246		119,667,358		47,363,976		28,258,128		50,415,565		126,037,669		34,716,893		98,425,103		51,767,457		184,909,453		560,012,523

		外注費【売原】		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(54,328)		(54,328)		(54,328)

		他勘定振替高(商)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		期末商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		商品売上原価		43,587,038		59,638,183		104,324,546		207,549,767		89,734,269		61,242,426		83,100,071		234,076,766		72,286,290		51,649,199		114,270,997		238,206,486		77,052,596		125,126,871		92,137,285		294,316,752		974,149,771

		売上総損益金額		29,286,278		39,023,005		30,763,835		99,073,118		37,352,508		37,232,933		36,583,731		111,169,172		43,163,710		28,988,497		47,703,585		119,855,792		42,790,622		56,830,789		44,117,578		143,738,989		473,837,071

		販売管理費

		役員報酬		3,300,000		3,300,000		3,300,000				3,400,000		2,900,000		2,900,000				2,900,000		2,900,000		2,900,000				2,900,000		3,400,000		3,900,000				38,000,000

		給料手当		18,125,828		19,212,137		19,774,199				20,694,593		20,713,988		20,307,947				21,182,199		21,781,399		21,624,574				20,999,330		20,917,099		23,956,347				249,289,640

		雑給		667,350		788,441		911,097				498,289		474,701		694,934				1,019,966		988,940		886,157				842,005		670,882		716,878				9,159,640

		賞与		0		0		0				0		46,118		0				0		30,000		0				0		0		2,387,882				2,464,000

		法定福利費		3,784,595		3,364,632		3,432,645				3,450,109		3,588,292		5,396,980				3,280,072		3,791,303		3,565,405				4,339,321		3,615,659		7,274,592				48,883,605

		福利厚生費		64,446		74,954		159,164				56,598		170,694		1,427,671				314,690		183,210		338,152				96,600		233,429		170,297				3,289,905

		採用教育費		925,000		4,740,000		2,966,296				1,685,000		1,556,362		925,000				3,925,000		825,000		1,183,800				2,716,791		3,189,018		3,892,882				28,530,149

		外注費		2,138,316		2,099,565		3,189,206				2,599,593		1,752,222		4,180,721				1,882,780		2,316,780		2,265,230				1,249,090		2,028,636		4,094,127				29,796,266

		業務委託料		330,000		90,000		150,000				30,000		90,000		60,000				120,000		0		120,000				90,000		60,000		900,000				2,040,000

		荷造運賃		91,293		17,574		1,703				57,921		2,197		42,243				12,126		2,500		3,387				22,037		11,151		17,727				281,859

		広告宣伝費		0		350,000		0				5,591,000		4,245,838		4,745,835				1,845,835		3,055,835		2,745,833				2,167,034		2,546,669		1,845,831				29,139,710

		交際費		963,515		824,987		634,194				773,691		1,393,065		707,100				1,072,883		413,447		482,849				473,718		417,236		298,496				8,455,181

		会議費		132,099		152,396		520,627				348,001		447,467		298,938				464,023		529,850		346,460				325,286		436,834		604,339				4,606,320

		旅費交通費		1,064,579		1,164,426		1,721,754				1,501,177		1,543,089		1,490,610				2,663,187		1,684,125		1,957,999				1,457,084		1,621,869		1,337,319				19,207,218

		通信費		2,212,297		2,962,116		1,942,646				1,244,615		5,078,372		299,628				2,233,617		2,193,085		2,283,729				2,291,904		2,318,361		2,718,646				27,779,016

		販売促進費		3,216,351		5,331,704		6,790,679				5,436,315		2,922,875		2,965,881				3,553,854		4,731,651		7,232,368				1,906,816		1,282,264		3,749,718				49,120,476

		消耗品費		403,401		363,957		397,028				523,224		1,465,613		722,094				518,498		664,473		386,389				366,120		477,569		760,831				7,049,197

		修繕費		94,000		94,000		94,000				146,000		94,000		94,000				94,000		142,500		20,000				114,000		208,000		20,000				1,214,500

		水道光熱費		136,697		180,199		132,305				167,977		86,925		266,988				210,549		333,452		271,030				242,721		133,333		404,139				2,566,315

		新聞図書費		18,307		1,400		361,107				19,417		4,809		20,159				10,003		19,480		3,330				11,900		14,677		26,791				511,380

		諸会費		200,000		13,000		282,960				140,000		34,000		0				30,040		50,000		0				(800)		455		0				749,655

		支払手数料		3,832,457		1,916,897		2,274,137				1,888,263		2,400,097		4,756,347				2,268,041		2,331,720		2,623,635				4,787,438		3,052,655		7,436,391				39,568,078

		地代家賃		2,610,253		2,610,253		2,610,253				2,868,372		4,094,535		4,094,535				3,914,611		3,914,611		3,914,611				4,274,881		4,274,881		4,274,881				43,456,677

		リース料		19,400		19,400		19,400				19,400		19,400		19,400				58,200		38,800		38,800				38,800		38,800		38,800				368,600

		保険料		0		0		0				33,670		9,590		0				30,580		0		11,700				0		0		63,710				149,250

		租税公課		2,700		23,200		1,650				16,000		54,240		351,071				5,479		5,550		6,600				91,200		30,000		1,184,433				1,772,123

		支払報酬料		1,464,500		1,317,500		1,809,300				2,078,300		1,280,600		2,525,469				3,628,100		696,700		646,200				274,500		593,000		2,648,123				18,962,292

		減価償却費		259,774		259,774		259,774				259,774		334,354		334,356				596,803		446,839		495,119				469,483		557,091		936,334				5,209,475

		減価償却費（除去債務		240,000		240,000		240,000				240,000		240,000		240,000				333,333		480,000		240,000				240,000		240,000		1,739,995				4,713,328

		雑費		0		28,458		5,830				26,836		9,708		71,947				17,069		3,168		7,854				(1,697)		4,672		40,451				214,296

		研修費		0		30,093		10,186				193,338		11,111		9,259				33,685		9,260		1,667				0		6,800		95,645				401,044

		自社サービス利用料		107,615		114,043		138,901				124,195		175,025		160,048				164,619		146,431		185,380				154,685		142,449		152,419				1,765,810

		貸倒繰入額(販)		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		5,406,568				5,406,568

		セゾンカード		0		0		0				0		0		(453,013)				0		0		0				453,013		0		0				0

		販売管理費 計		46,404,773		51,685,106		54,131,041				56,111,668		57,239,287		59,656,148				58,383,842		54,710,109		56,788,258				53,393,260		52,523,489		83,094,592				684,121,573

		営業損益金額		(17,118,495)		(12,662,101)		(23,367,206)				(18,759,160)		(20,006,354)		(23,072,417)				(15,220,132)		(25,721,612)		(9,084,673)				(10,602,638)		4,307,300		(38,977,014)				(210,284,502)

		営業外収益		5,173		88,362		(40,664)				4,374		1,116		66,021				973,505		34,493		50				(625,794)		9,126		(410,428)				105,334

		受取利息		4		723		16				6		5		2				13,862		9,466		12				23		14		29				24,162

		雑収入		51		87,639		0				4,368		1,111		66,019				918,963		25,027		38				(625,817)		9,112		(405,339)				81,172

		為替差益		5,118		0		(40,680)				0		0		0				40,680		0		0				0		0		(5,118)				0

		営業外費用		103,380		40,045		0				43,189		221,354		22,966				234,531		9,840		320,559				464,316		0		204,236				1,664,416

		支払利息		78,653		40,045		0				43,189		68,036		16,876				193,851		0		317,559				225,427		0		310,849				1,294,485

		雑損失		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		12,839				12,839

		為替差損		24,727		0		0				0		153,318		6,090				40,680		9,840		3,000				238,889		0		(119,452)				357,092

		経常損益金額		(17,216,702)		(12,613,784)		(23,407,870)				(18,797,975)		(20,226,592)		(23,029,362)				(14,481,158)		(25,696,959)		(9,405,182)				(11,692,748)		4,316,426		(39,591,678)				(211,843,584)

		特別利益		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0

		特別損失		0		0		0				0		0		28,414,628				0		0		0				0		0		2,913,611				31,328,239

		減損損失		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		2,913,611				2,913,611

		抱合せ株式消滅損		0		0		0				0		0		28,414,628				0		0		0				0		0		0				28,414,628

		税引前当期純損益金額		(17,216,702)		(12,613,784)		(23,407,870)				(18,797,975)		(20,226,592)		(51,443,990)				(14,481,158)		(25,696,959)		(9,405,182)				(11,692,748)		4,316,426		(42,505,289)				(243,171,823)

		法人税等		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		530,000				530,000

		法人税等		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		530,000				530,000

		法人税等調整額		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		273,841				273,841

		法人税等調整額		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		273,841				273,841

		当期純損益金額		(17,216,702)		(12,613,784)		(23,407,870)				(18,797,975)		(20,226,592)		(51,443,990)				(14,481,158)		(25,696,959)		(9,405,182)				(11,692,748)		4,316,426		(43,309,130)				(243,975,664)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２０２０．１２

		月次推移：損益計算書_THECOOInc.（期間：2020年01月～2020年12月、表示単位：円）

				Jan-20		Feb-20		Mar-20		Q1		Apr-20		May-20		Jun-20		Q2		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Q3		Oct-20		Nov-20		Dec-20		Q4		期間累計

		売上高

		コンサル売上		22,827,182		24,164,656		28,540,860		75,532,698		16,379,227		17,338,061		16,508,027		50,225,315		17,445,075		19,158,837		22,990,476		59,594,388		22,817,333		21,452,911		20,640,158		64,910,402		250,262,803

		インフルエンサー売上		48,342,761		67,642,417		66,689,572		182,674,750		72,216,657		70,000,310		83,466,595		225,683,562		70,030,335		78,605,129		85,522,227		234,157,691		123,296,162		93,045,936		110,713,604		327,055,702		969,571,705

		ファニコン売上		45,896,918		51,785,889		67,894,844		165,577,651		88,304,237		106,181,687		94,237,071		288,722,995		97,200,239		113,477,090		99,891,869		310,569,198		106,176,120		90,632,608		138,545,833		335,354,561		1,100,224,405

		売上高 計		117,066,861		143,592,962		163,125,276		423,785,099		176,900,121		193,520,058		194,211,693		564,631,872		184,675,649		211,241,056		208,404,572		604,321,277		252,289,615		205,131,455		269,899,595		727,320,665		2,320,058,913

		売上原価

		売上原価		76,569,049		90,848,590		106,294,517		273,712,156		114,702,827		128,867,281		124,932,025		368,502,133		118,946,459		132,614,177		127,965,594		379,526,230		165,035,301		129,476,195		178,007,599		472,519,095		1,494,259,614

		期首商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期商品仕入		76,569,049		90,848,590		106,294,517		273,712,156		114,702,827		128,867,281		124,932,025		368,502,133		118,946,459		132,614,177		127,965,594		379,526,230		165,035,301		129,476,195		178,007,599		472,519,095		1,494,259,614

		支払手数料 ストライプ		564,659		644,618		779,928		1,989,205		1,196,694		1,359,834		1,420,517		3,977,045		1,552,811		1,695,128		1,845,433		5,093,372		1,895,527		1,993,066		2,247,576		6,136,169		17,195,791

		ファニコン仕入		22,514,119		25,892,109		32,026,885		80,433,113		41,488,376		50,078,160		44,558,009		136,124,545		47,325,602		53,415,691		47,733,221		148,474,514		51,927,105		44,839,827		62,421,747		159,188,679		524,220,851

		広告手数料(コンサル事業部仕入)		6,187,324		5,228,987		8,192,797		19,609,108		3,243,676		3,504,857		3,199,756		9,948,289		3,390,096		4,286,231		5,352,505		13,028,832		5,288,288		5,005,846		4,818,725		15,112,859		57,699,088

		支払手数料 itune		5,905,279		6,429,964		7,694,431		20,029,674		11,443,532		14,163,842		10,647,512		36,254,886		10,646,758		13,291,483		8,710,649		32,648,890		9,984,789		6,764,723		15,240,522		31,990,034		120,923,484

		支払手数料 グーグル		3,311,758		3,853,516		3,648,500		10,813,774		6,098,566		6,806,721		4,900,097		17,805,384		6,236,392		7,301,798		4,845,776		18,383,966		6,865,165		4,623,715		8,361,389		19,850,269		66,853,393

		外注費（原価）セールス原価		38,085,910		48,799,396		53,951,976		140,837,282		51,231,983		52,953,867		60,206,134		164,391,984		49,794,800		52,623,846		59,478,010		161,896,656		89,074,427		66,249,018		84,917,640		240,241,085		707,367,007

		他勘定振替高(商)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		期末商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		商品売上原価		76,569,049		90,848,590		106,294,517		273,712,156		114,702,827		128,867,281		124,932,025		368,502,133		118,946,459		132,614,177		127,965,594		379,526,230		165,035,301		129,476,195		178,007,599		472,519,095		1,494,259,614

		売上総損益金額		40,497,812		52,744,372		56,830,759		150,072,943		62,197,294		64,652,777		69,279,668		196,129,739		65,729,190		78,626,879		80,438,978		224,795,047		87,254,314		75,655,260		91,891,996		254,801,570		825,799,299

		販売管理費

		役員報酬		3,900,000		3,900,000		3,900,000				3,900,000		3,900,000		3,900,000				3,900,000		3,900,000		3,900,000				4,400,000		3,900,000		3,900,000				47,300,000

		役員賞与		260,370		0		0				0		0		100,000				0		0		0				0		0		0				360,370

		給料手当		23,396,828		22,930,879		23,736,676				27,299,083		26,730,533		26,810,093				27,012,813		27,762,070		30,492,390				33,853,387		35,256,020		34,355,287				339,636,059

		雑給		721,484		616,529		879,913				565,065		622,544		731,094				689,093		748,831		797,227				481,592		282,726		630,137				7,766,235

		賞与		0		0		0				0		0		600,000				0		0		0				0		0		0				600,000

		法定福利費		4,879,788		4,418,448		3,634,058				3,890,410		4,758,028		6,372,920				6,435,585		5,230,050		5,207,149				5,302,725		6,225,981		6,047,946				62,403,088

		福利厚生費		223,612		207,539		316,836				210,401		169,393		231,588				444,477		160,538		199,238				850,229		979,640		471,544				4,465,035

		採用教育費		614,363		614,363		916,181				3,210,790		654,345		1,057,868				957,868		6,632,868		5,437,868				6,017,868		1,747,749		2,798,040				30,660,171

		外注費		272,266		166,666		166,666				3,566,665		166,665		166,665				166,665		397,676		0				839,484		390,000		348,000				6,647,418

		業務委託料		957,750		1,427,750		3,100,000				5,100,000		3,800,000		3,800,000				800,000		2,468,000		2,240,000				3,812,000		2,100,000		2,350,000				31,955,500

		人材派遣費		0		0		308,025				234,120		115,500		237,084				251,752		623,649		1,155,694				739,304		1,396,801		2,314,951				7,376,880

		荷造運賃		35,719		1,373		7,078				26,173		9,232		94,045				4,123		5,975		17,610				16,451		8,928		25,255				251,962

		広告宣伝費		213,104		2,009,831		495,831				255,831		1,460,000		727,279				1,791,671		1,017,723		4,204,771				4,005,000		2,535,355		1,967,637				20,684,033

		交際費		622,128		364,445		629,135				91,746		26,494		327,406				322,273		451,617		642,756				1,094,536		894,433		761,079				6,228,048

		会議費		193,260		299,949		311,582				28,329		27,570		108,067				162,006		176,674		211,682				298,550		393,947		248,655				2,460,271

		旅費交通費		1,355,071		1,172,114		1,116,680				936,849		966,024		1,043,905				986,056		1,085,299		1,199,532				1,428,478		1,263,811		1,365,630				13,919,449

		通信費		2,639,455		1,765,696		1,738,364				1,255,945		1,988,580		2,899,396				2,760,825		2,861,787		858,333				2,869,712		2,795,904		3,848,571				28,282,568

		販売促進費		1,080,338		2,710,171		7,395,690				7,804,145		3,815,647		3,733,129				4,678,645		4,954,266		7,695,424				3,731,849		12,207,728		11,850,850				71,657,882

		消耗品費		448,018		147,633		624,357				147,244		99,863		399,960				160,527		428,104		433,487				325,823		691,510		183,470				4,089,996

		事務用品費		50,852		82,765		62,730				23,738		9,753		21,664				24,154		4,703		21,354				20,095		30,602		3,336				355,746

		水道光熱費		194,579		297,627		203,624				143,533		60,355		166,905				178,328		210,160		209,976				126,974		69,860		150,495				2,012,416

		新聞図書費		21,281		39,535		89,132				31,465		25,192		54,717				58,170		60,306		23,411				30,541		23,860		68,240				525,850

		諸会費		16,674		45,129		66,658				116,666		74,866		155,666				16,666		16,666		16,666				16,666		16,666		66,666				625,655

		支払手数料		1,060,994		827,977		1,106,599				1,674,581		1,916,549		1,673,469				1,684,355		4,427,104		2,525,500				3,033,563		3,015,830		5,595,041				28,541,562

		地代家賃		4,274,881		4,274,881		4,274,881				4,274,881		4,274,881		4,274,881				4,274,881		4,304,784		4,295,636				4,295,636		4,295,636		2,811,353				49,927,212

		システム関連費		4,493,441		3,205,024		3,514,532				5,009,338		3,601,720		3,358,685				3,417,740		3,427,251		4,645,395				4,922,883		3,829,329		5,830,087				49,255,425

		ライセンス料		0		0		0				40,885		10,200		10,200				10,200		10,200		25,991				8,020		85,802		138,688				340,186

		リース料		38,800		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				457,834

		保険料		0		0		0				0		9,590		0				0		34,270		822,030				0		0		0				865,890

		租税公課		6,900		400		3,120				7,650		1,346,700		217,700				1,202,180		0		4,200				20,000		77,080		1,117,120				4,003,050

		支払報酬料		1,074,200		1,010,200		1,579,000				652,000		600,800		678,900				2,049,600		663,200		1,994,600				610,400		612,200		2,015,500				13,540,600

		IPO関連費		2,300,164		2,300,164		2,540,119				2,300,164		2,800,164		2,800,164				2,778,891		1,653,891		413,891				2,153,891		2,153,891		2,153,891				26,349,285

		減価償却費		441,516		489,927		239,751				426,551		426,551		453,640				463,281		463,281		737,929				720,002		754,321		844,421				6,461,171

		減価償却費（除去債務		469,166		469,166		469,166				469,166		469,166		469,166				469,166		469,166		469,166				469,166		469,166		(1,690,834)				3,469,992

		貸倒損失(販)		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		2,458,265				2,458,265

		雑費		2,727		0		9,928				282,912		41,873		100,918				0		0		0				0		210,000		0				648,358

		研修費		49,458		55,382		0				60,220		0		0				2,727		27,273		213,650				0		36,364		0				445,074

		自社サービス利用料		145,174		116,437		184,923				165,408		122,841		141,013				183,296		144,266		120,253				184,708		168,596		185,795				1,862,710

		貸倒繰入額(販)		0		0		0				0		0		5,805,730				0		0		0				0		0		136,706				5,942,436

		販売管理費 計		56,454,361		56,006,094		63,659,329				74,240,048		65,139,713		73,762,011				68,376,108		74,859,742		81,270,903				86,717,627		88,957,830		95,389,916				884,833,682

		営業損益金額		(15,956,549)		(3,261,722)		(6,828,570)				(12,042,754)		(486,936)		(4,482,343)				(2,646,918)		3,767,137		(831,925)				536,687		(13,302,570)		(3,497,920)				(59,034,383)

		営業外収益		18,556		52,886		233,302				290,895		18,530		196,692				5		1,662		86,533				7		7		102,841				1,001,916

		受取利息		15		6,260		7				6		0		0				0		1,655		0				0		0		161				8,104

		雑収入		18,541		18,533		233,295				290,889		18,530		196,692				5		7		86,533				7		7		102,680				965,719

		為替差益		0		28,093		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				28,093

		営業外費用		443,973		0		483,581				207,544		85,003		377,267				191,003		48,213		293,885				79,200		309,663		116,150				2,635,482

		支払利息		443,973		0		411,604				201,744		0		377,267				180,271		34,595		293,885				0		287,977		0				2,231,316

		為替差損		0		0		71,977				5,800		85,003		0				10,732		13,618		0				79,200		21,686		116,150				404,166

		経常損益金額		(16,381,966)		(3,208,836)		(7,078,849)				(11,959,403)		(553,409)		(4,662,918)				(2,837,916)		3,720,586		(1,039,277)				457,494		(13,612,226)		(3,511,229)				(60,667,949)

		特別利益		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0

		貸倒引当金戻入		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0

		特別損失		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		4,242,484				4,242,484

		固定資産除却損		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		4,242,484				4,242,484

		税引前当期純損益金額		(16,381,966)		(3,208,836)		(7,078,849)				(11,959,403)		(553,409)		(4,662,918)				(2,837,916)		3,720,586		(1,039,277)				457,494		(13,612,226)		(7,753,713)				(64,910,433)

		法人税等		0		0		132,500				0		0		132,500				0		0		132,500				0		0		1,892,500				2,290,000

		法人税・住民税及び事業税		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0

		法人税等		0		0		132,500				0		0		132,500				0		0		132,500				0		0		1,892,500				2,290,000

		法人税等調整額		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		(1,527,001)				(1,527,001)

		法人税等調整額		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		(1,527,001)				(1,527,001)

		当期純損益金額		(16,381,966)		(3,208,836)		(7,211,349)				(11,959,403)		(553,409)		(4,795,418)				(2,837,916)		3,720,586		(1,171,777)				457,494		(13,612,226)		(8,119,212)				(65,673,432)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２０２１．１２

		月次推移：損益計算書_THECOOInc.（期間：2021年01月～2021年12月、表示単位：円）

				Jan-21		Feb-21		Mar-21		Q1		Apr-21		May-21		Jun-21		Q2		Jul-21		Aug-21		Sep-21		Q3		Oct-21		Nov-21		Dec-21		Q4		期間累計				中間累計 チュウカン ルイケイ

		売上高

		コンサル売上		23,996,758		23,623,658		26,425,306		74,045,722		23,978,691		22,201,412		21,045,558		67,225,661		23,008,386		22,761,960		26,410,466		72,180,812		28,848,428		16,864,214		16,749,026		62,461,668		275,913,863				141,271,383

		インフルエンサー売上		55,763,680		84,095,787		120,455,062		260,314,529		98,248,602		85,247,077		96,525,138		280,020,817		107,086,817		119,323,356		127,032,858		353,443,031		104,813,065		129,356,459		155,736,598		389,906,122		1,283,684,499				540,335,346

		ファニコン売上		107,515,670		116,816,930		132,774,255		357,106,855		139,642,525		142,726,444		159,449,846		441,818,815		195,422,812		180,839,918		170,580,150		546,842,880		195,070,801		180,312,903		201,274,950		576,658,654		1,922,427,204				798,925,670

		売上高 計		187,276,108		224,536,375		279,654,623		691,467,106		261,869,818		250,174,933		277,020,542		789,065,293		325,518,015		322,925,234		324,023,474		972,466,723		328,732,294		326,533,576		373,760,574		1,029,026,444		3,482,025,566				1,480,532,399

		売上原価								0								0								0								0						0

		売上原価		115,426,236		139,293,072		176,091,190		430,810,498		165,010,247		163,932,236		176,755,050		505,697,533		194,853,231		203,979,544		213,190,375		612,023,150		210,312,004		203,149,604		230,749,523		644,211,131		2,192,742,312				936,508,031

		期首商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		当期商品仕入		115,426,236		139,293,072		176,091,190		430,810,498		165,010,247		163,932,236		176,755,050		505,697,533		194,853,231		203,979,544		213,190,375		612,023,150		210,312,004		203,149,604		230,749,523		644,211,131		2,192,742,312				936,508,031

		支払手数料 ストライプ		2,298,013		2,401,763		2,638,796		7,338,572		3,415,471		3,617,786		4,166,517		11,199,774		3,974,557		4,251,728		4,232,978		12,459,263		4,852,764		4,700,763		5,489,045		15,042,572		46,040,181				18,538,346

		ファニコン仕入		53,790,822		57,226,727		59,556,771		170,574,320		72,457,976		75,379,013		82,135,196		229,972,185		92,693,440		94,581,092		92,442,307		279,716,839		107,454,871		96,368,232		90,439,783		294,262,886		974,526,230				400,546,505

		広告手数料(コンサル事業部仕入)		5,998,583		6,104,845		6,224,126		18,327,554		6,733,346		5,827,119		5,703,937		18,264,402		5,974,529		6,192,241		7,196,623		19,363,393		7,923,741		3,979,779		3,860,826		15,764,346		71,719,695				36,591,956

		支払手数料 itune		8,351,927		9,482,287		9,352,203		27,186,417		8,826,519		9,491,773		8,254,723		26,573,015		10,382,141		8,010,991		7,710,163		26,103,295		10,140,957		5,574,198		11,813,735		27,528,890		107,391,617				53,759,432

		支払手数料 グーグル		5,462,960		6,601,940		5,825,373		17,890,273		5,292,301		5,346,121		5,542,178		16,180,600		3,109,858		2,953,353		2,339,942		8,403,153		3,998,355		3,549,686		6,466,562		14,014,603		56,488,629				34,070,873

		外注費（原価）セールス原価		39,523,931		57,475,510		92,493,921		189,493,362		68,284,634		64,270,424		70,952,499		203,507,557		78,718,706		87,990,139		99,268,362		265,977,207		75,941,316		88,976,946		112,679,572		277,597,834		936,575,960				393,000,919

		他勘定振替高(商)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		期末商品棚卸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		商品売上原価		115,426,236		139,293,072		176,091,190		430,810,498		165,010,247		163,932,236		176,755,050		505,697,533		194,853,231		203,979,544		213,190,375		612,023,150		210,312,004		203,149,604		230,749,523		644,211,131		2,192,742,312				936,508,031

		売上総損益金額		71,849,872		85,243,303		103,563,433		260,656,608		96,859,571		86,242,697		100,265,492		283,367,760		130,664,784		118,945,690		110,833,099		360,443,573		118,420,290		123,383,972		143,011,051		384,815,313		1,289,283,254				544,024,368

		販売管理費																																						0

		役員報酬		3,900,000		3,900,000		5,400,000				5,630,000		5,630,000		5,630,000				5,630,000		6,330,000		6,330,000				6,330,000		6,330,000		6,330,000				67,370,000				0

		役員賞与		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		106,700				106,700				0

		給料手当		34,956,586		36,358,862		37,474,193				41,263,123		39,299,414		39,302,543				41,354,679		40,961,978		42,233,750				44,649,207		44,396,032		45,774,349				488,024,716				0

		雑給		581,422		850,231		1,162,977				839,553		712,171		861,863				748,037		776,601		811,236				743,976		730,499		750,164				9,568,730				0

		賞与		0		0		0				0		0		0				0		0		200,000				0		0		0				200,000				0

		法定福利費		5,956,992		5,788,002		6,190,561				6,444,633		7,080,091		6,383,129				6,976,607		7,178,879		7,319,993				7,650,529		7,660,814		8,236,834				82,867,064				0

		福利厚生費		388,754		316,361		173,528				236,499		357,276		266,561				389,526		339,166		500,801				642,070		731,030		487,218				4,828,790				0

		採用教育費		1,638,033		3,463,033		4,702,933				11,172,933		1,042,933		5,197,411				3,611,502		3,718,842		2,402,933				6,248,026		4,877,933		3,022,778				51,099,290				0

		外注費		0		1,894,000		1,397,500				5,010,105		478,063		1,093,065				376,000		1,471,000		1,956,200				579,000		692,000		4,644,264				19,591,197				0

		業務委託料		2,350,000		2,600,000		2,600,000				2,300,000		2,600,000		3,085,000				3,650,000		710,000		3,359,651				2,080,000		2,050,000		3,001,870				30,386,521				0

		人材派遣費		1,080,938		1,052,963		1,022,312				1,058,837		1,041,052		1,538,116				1,124,392		1,130,451		1,129,769				260,221		241,831		229,111				10,909,993				0

		荷造運賃		12,067		11,512		17,733				4,689		8,283		10,542				16,360		34,753		23,406				9,568		11,013		88,124				248,050				0

		広告宣伝費		199,000		346,532		617,887				420,000		2,258,792		874,860				380,000		1,935,337		2,544,312				630,000		516,697		1,069,318				11,792,735				0

		交際費		785,092		235,737		474,659				739,427		344,908		329,137				574,647		292,092		334,608				968,375		866,004		2,818,390				8,763,076				0

		会議費		176,133		96,522		310,681				559,780		116,997		163,634				285,662		178,406		126,753				432,603		625,321		705,836				3,778,328				0

		旅費交通費		1,320,738		1,244,399		1,453,509				1,519,777		1,320,211		1,436,800				1,385,252		1,410,332		1,579,538				1,654,851		1,699,276		2,110,649				18,135,332				0

		通信費		4,055,606		4,471,279		5,544,072				3,792,273		5,142,750		6,298,598				7,444,051		6,785,245		6,974,591				8,357,943		10,193,936		14,875,398				83,935,742				0

		販売促進費		6,761,162		5,902,395		8,167,055				9,041,163		18,496,210		8,112,726				5,644,476		15,933,773		15,843,720				7,046,331		9,976,099		24,329,084				135,254,194				0

		消耗品費		69,681		515,114		485,942				179,006		744,595		406,597				753,492		131,536		1,196,530				619,944		619,224		5,007,934				10,729,595				0

		事務用品費		40,096		98,162		30,153				93,518		41,109		59,610				41,524		77,311		114,997				145,251		186,375		247,139				1,175,245				0

		水道光熱費		118,157		159,548		311,154				79,747		192,070		377,040				124,025		354,055		379,556				337,965		305,034		346,304				3,084,655				0

		新聞図書費		71,503		65,248		87,872				29,967		41,123		76,309				92,431		55,734		67,164				46,508		65,398		99,686				798,943				0

		諸会費		0		248,000		60,000				355,455		54,800		(18,100)				0		0		4,000				0		150,000		0				854,155				0

		支払手数料		2,732,265		2,661,130		4,314,955				7,597,209		5,095,177		6,607,637				17,437,238		15,870,973		9,681,860				4,945,650		8,424,195		7,283,161				92,651,450				0

		地代家賃		2,811,353		2,811,353		2,871,353				2,811,353		4,725,753		8,160,939				4,067,695		4,147,695		4,147,695				4,147,695		4,183,595		9,086,839				53,973,318				0

		システム関連費		3,648,992		4,185,769		4,314,029				4,411,937		5,497,263		4,965,881				4,418,173		4,049,677		4,611,214				5,167,250		5,582,216		8,916,743				59,769,144				0

		賃借料		0		0		0				0		0		0				0		141,000		0				0		0		53,600				194,600				0

		ライセンス料		12,510		514,467		42,546				863,604		468,496		263,445				273,124		371,866		440,998				541,334		1,272,738		751,384				5,816,512				0

		リース料		38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				38,094		38,094		38,094				457,128				0

		保険料		0		0		0				0		9,900		0				0		0		0				341,090		0		1,051,560				1,402,550				0

		租税公課		11,850		113,200		253,650				600		54,360		5,500				247,200		24,800		26,300				27,800		600		22,434,320				23,200,180				0

		支払報酬料		1,087,600		612,800		1,875,500				619,400		619,400		1,683,100				831,800		731,800		872,400				1,105,400		676,600		647,800				11,363,600				0

		IPO関連費		2,153,891		2,153,891		2,153,891				2,153,891		2,713,891		4,873,891				2,353,891		2,370,126		7,042,373				3,107,936		3,277,489		1,905,473				36,260,634				0

		寄付金		0		0		40,000				0		0		0				0		0		0				0		0		0				40,000				0

		減価償却費		492,304		525,635		4,030,467				3,986,641		3,986,641		4,022,825				4,034,244		4,052,198		4,113,726				4,142,249		4,167,687		12,845,977				50,400,594				0

		減価償却費（除去債務		0		0		360,000				360,000		47,327		(578,019)				47,327		47,327		47,327				47,327		47,327		47,327				473,270				0

		資産除去費用		(82,000)		0		833,345				0		0		83,335				0		0		0				0		0		(8,200)				826,480				0

		利息費用		0		0		0				0		2,650		7,691				2,651		2,652		2,567				2,654		2,659		2,565				26,089				0

		貸倒損失(販)		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0		10,846,842				10,846,842				0

		雑費		2,280		0		71,000				0		0		0				0		0		4,727				0		0		0				78,007				0

		研修費		0		0		1,858,000				18,000		481,045		0				101,000		0		10,000				600,000		242,455		931,745				4,242,245				0

		自社サービス利用料		183,192		106,133		196,886				199,514		140,110		171,019				227,796		149,773		146,216				176,931		160,971		219,916				2,078,457				0

		貸倒繰入額(販)		0		0		953,200				0		0		162,305				0		0		980,001				0		0		(9,662,124)				(7,566,618)				0

		販売管理費 計		77,554,291		83,340,372		101,891,637		262,786,300		113,830,728		110,882,955		111,953,084		336,666,767		114,682,896		121,803,472		127,599,006				113,823,778		121,001,142		191,674,172				1,390,037,533				599,453,067

		営業損益金額		(5,704,419)		1,902,931		1,671,796		(2,129,692)		(16,971,157)		(24,640,258)		(11,687,592)		(53,299,007)		15,981,888		(2,857,782)		(16,765,907)				4,596,512		2,382,830		(48,663,121)				(100,754,279)				(55,428,699)

		営業外収益		25		3,428		61,848		65,301		9		6		56,102				47,973		2,792		15,626				53,349		256,285		(42,976)				454,467				65,301

		受取利息		0		3,409		0		3,409		0		0		0				0		2,789		0				0		0		1,104				7,302				3,409

		雑収入		25		19		61,848		61,892		9		6		56,102				3		3		15,626				0		191,334		(49,295)				275,680				61,892

		為替差益		0		0		0		0		0		0		0				47,970		0		0				53,349		64,951		5,215				171,485				0

		営業外費用		186,883		136,107		133,955		456,945		245,529		124,731		13,150				133,284		260,321		109,697				0		214,701		17,831,950				19,390,308				456,945

		支払利息		138,951		136,107		133,955		409,013		240,289		124,731		13,150				104,804		235,240		109,697				0		214,701		0				1,451,625				409,013

		上場関連費用（営業外費用）		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0				0		0		17,829,780				17,829,780				0

		為替差損		47,932		0		0		47,932		5,240		0		0				28,480		25,081		0				0		0		2,170				108,903				47,932

		経常損益金額		(5,891,277)		1,770,252		1,599,689		(2,521,336)		(17,216,677)		(24,764,983)		(11,644,640)		(53,626,300)		15,896,577		(3,115,311)		(16,859,978)				4,649,861		2,424,414		(66,538,047)				(119,690,120)				(56,147,636)

		特別利益		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1,000				0		0		0				1,000				0

		新株予約権戻入益		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1,000				0		0		0				1,000				0

		特別損失		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0				0

		固定資産除却損		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0				0		0		0				0				0

		税引前当期純損益金額		(5,891,277)		1,770,252		1,599,689		(2,521,336)		(17,216,677)		(24,764,983)		(11,644,640)		(53,626,300)		15,896,577		(3,115,311)		(16,858,978)				4,649,861		2,424,414		(66,538,047)				(119,689,120)				(56,147,636)

		法人税等		0		48,336		0		48,336		0		0		0				9,200		6		1,717,500				0		0		856,558				2,631,600				48,336

		法人税・住民税及び事業税		0		0		0		0		0		0		0				9,200		0		0				0		0		(9,200)				0				0

		法人税等		0		48,336		0		48,336		0		0		0				0		6		1,717,500				0		0		865,758				2,631,600				48,336

		法人税等調整額		0		0		124,524		124,524		0		0		2,756,704				0		0		(49,111)				0		0		(15,952,585)				(13,120,468)				124,524

		法人税等調整額		0		0		124,524		124,524		0		0		2,756,704				0		0		(49,111)				0		0		(15,952,585)				(13,120,468)				124,524

		当期純損益金額		(5,891,277)		1,721,916		1,475,165		(2,694,196)		(17,216,677)		(24,764,983)		(14,401,344)				15,887,377		(3,115,317)		(18,527,367)				4,649,861		2,424,414		(51,442,020)				(109,200,252)				(2,694,196)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2022.12

		月次推移：損益計算書_THECOOInc.（期間：2022年01月～2022年12月、表示単位：円）

				Jan-22		Feb-22		Mar-22		Q1

		売上高

		ファニコン売上		179,551,195		175,478,830		182,376,722		537,406,747

		インフルエンサー売上		87,230,729		120,652,636		159,529,260		367,412,625

		オンライン広告売上		18,003,374		20,286,709		19,616,812		57,906,895

		売上高 計		284,785,298		316,418,175		361,522,794		962,726,267

		売上原価

		売上原価		170,500,392		192,091,356		212,598,371		575,190,119

		期首商品棚卸		0		0		0		0

		当期商品仕入		170,500,392		192,091,356		212,598,371		575,190,119

		ファニコン原価【分配金】		85,701,889		88,376,753		73,593,652		247,672,294

		決済PF手数料【Stripe】		5,234,775		5,522,924		5,071,739		15,829,438

		決済PF手数料【Apple】		6,592,657		6,864,427		9,710,608		23,167,692

		決済PF手数料【Google】		2,305,095		2,190,332		2,416,568		6,911,995

		インフルエンサーセールス原価		66,259,057		84,555,307		117,308,555		268,122,919

		オンライン広告原価【代理店手数料】		4,406,919		4,581,613		4,497,249		13,485,781

		他勘定振替高(商)		0		0		0		0

		期末商品棚卸		0		0		0		0

		商品売上原価		170,500,392		192,091,356		212,598,371		575,190,119

		売上総損益金額		114,284,906		124,326,819		148,924,423		387,536,148

		販売管理費								0

		役員報酬		6,330,000		6,330,000		6,330,000		18,990,000

		役員賞与		407,410		0		0		407,410

		給料手当		46,619,112		46,569,183		47,782,141		140,970,436

		雑給		817,798		858,116		670,002		2,345,916

		法定福利費		8,092,871		7,900,235		8,252,685		24,245,791

		福利厚生費		148,656		520,887		362,422		1,031,965

		外注費		359,000		2,408,960		2,190,900		4,958,860

		人材派遣費		300,271		275,521		266,581		842,373

		業務委託料		2,250,000		2,250,000		2,250,000		6,750,000

		広告宣伝費		230,000		707,955		3,404,800		4,342,755

		荷造運賃		18,265		50,541		45,799		114,605

		交際費		559,516		412,181		677,501		1,649,198

		会議費		381,239		329,071		709,454		1,419,764

		旅費交通費		1,725,839		2,158,603		2,125,595		6,010,037

		通信費		9,068,459		9,236,344		10,654,493		28,959,296

		販売促進費		13,427,965		14,792,103		109,546,339		137,766,407

		消耗品費		178,221		382,355		1,138,948		1,699,524

		事務用品費		201,484		277,013		172,057		650,554

		水道光熱費		289,241		213,310		281,648		784,199

		新聞図書費		173,946		96,595		57,445		327,986

		諸会費		223,000		0		10,000		233,000

		支払手数料		8,943,794		7,833,172		6,513,734		23,290,700

		システム関連費		4,910,961		5,525,423		5,711,434		16,147,818

		地代家賃		5,129,835		5,129,835		5,129,835		15,389,505

		ライセンス料		358,493		430,466		759,178		1,548,137

		賃借料		53,360		27,600		1,455		82,415

		リース料		38,094		38,094		38,094		114,282

		採用関連費		1,567,247		7,895,635		5,630,635		15,093,517

		上場関連費		5,060,633		3,270,345		5,151,653		13,482,631

		保険料		76,670		0		0		76,670

		租税公課		900		58,900		3,960,925		4,020,725

		支払報酬料		1,224,600		1,035,100		2,331,190		4,590,890

		研究開発費		256,800		7,673		0		264,473

		減価償却費		4,644,259		4,644,259		4,681,508		13,970,026

		減価償却費（除去債務		47,327		47,334		47,327		141,988

		利息費用		2,656		2,400		2,658		7,714

		雑費		364		0		0		364

		研修費		16,364		72,733		0		89,097

		自社サービス利用料		163,034		141,374		234,547		538,955

		貸倒繰入額(販)		0		0		(602,376)		(602,376)

		販売管理費 計		124,297,684		131,929,316		236,520,607		492,747,607

		営業損益金額		(10,012,778)		(7,602,497)		(87,596,184)		(105,211,459)

		営業外収益		24		7,967		18,584		26,575

		受取利息		0		6,080		0		6,080

		雑収入		2		3		7,988		7,993

		為替差益		22		1,884		10,596		12,502

		営業外費用		206,798		114,142		71,685		392,625

		支払利息		206,798		89,538		96,289		392,625

		上場関連費用（営業外費用）		0		24,604		(24,604)		0

		経常損益金額		(10,219,552)		(7,708,672)		(87,649,285)		(105,577,509)

		特別利益		0		0		0		0

		特別損失		0		0		0		0

		税引前当期純損益金額		(10,219,552)		(7,708,672)		(87,649,285)		(105,577,509)

		法人税等		0		930		675,000		675,930

		法人税等		0		930		675,000		675,930

		法人税等調整額		0		0		325,845		325,845

		法人税等調整額		0		0		325,845		325,845

		当期純損益金額		(10,219,552)		(7,709,602)		(88,650,130)		(106,579,284)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































インフルエンサーセールス



				FY2019								FY2020								FY2021								FY2022

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				175		159		165		176		118		129		147		177		139		157		189		216		159
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（C）THECOO,Inc. All Rights Reserved.

本資料の取り扱いについて
本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点の情報に基づいて作
成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。このような将来予想に関する記述には、必ずしも既
知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的また
は黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

これらの記述に記載された結果と大きく異なる可能性のある要因には、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開する業界
の動向などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

また、本資料に記載されている内容につきましては、最新の注意を払っておりますが、その妥当性、正確性、有用性について保証するもの
ではないことをご了承ください。

本資料は、情報提供のみを目的として作成しています。本資料は、日本、米国、その他の地域における有価証券の販売の勧誘や購入の勧誘
を目的としたものではありません。

ディスクレーマー

お問い合せ先
コーポレート本部 IRチーム
E-mail：ir_thecoo@thecoo.co.jp
IR情報：https://thecoo.co.jp/ir/
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