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企業戦略企業戦略企業戦略企業戦略

「「「「オリコンオリコンオリコンオリコン」」」」ブランドブランドブランドブランドのもとのもとのもとのもと、、、、最強最強最強最強ののののエンタテインメントメディアエンタテインメントメディアエンタテインメントメディアエンタテインメントメディアをををを構築構築構築構築するするするする。。。。

エンタテインメントエンタテインメントエンタテインメントエンタテインメント・・・・ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト

10101010月月月月リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル時時時時のののの

サイトイメージサイトイメージサイトイメージサイトイメージ
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Ubiquitous 時代のコンテンツ配信
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日興コーディアル証券

三井住友（新橋）、みずほ（六本木）、東京三菱（六本木）、東京都民（本店）　　　　　　　　　　　

� 主幹事証券主幹事証券主幹事証券主幹事証券：：：：　　　　

� 主要取引銀行主要取引銀行主要取引銀行主要取引銀行：：：：

取締役（非常勤） 松尾　修吾（元・ｿﾆｰ・ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ社長,会長、元・ﾚｺｰﾄﾞ協会会長）

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長

兼兼兼兼　　　　CEO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小池小池小池小池　　　　恒恒恒恒
� 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　及及及及びびびび社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役 ：：：：

オリコン・エンタテインメント㈱、オリコン・モバイル㈱、オリコン・ワールドエージェンシー㈱、　　
オリコン・デジタル・ディストリビューション（株）、オリコン・サウンド・クリエイツ㈱、シネウェルカ
ム社、フランクリン・ミント（株）

�　　　　主主主主なななな連結連結連結連結子会社子会社子会社子会社：：：：

連結１６５名　�　　　　従業員数従業員数従業員数従業員数：：：：

音楽市場調査、音楽楽曲データベース、デジタルコンテンツ、雑誌・書籍出版　等�　　　　事業内容事業内容事業内容事業内容（（（（連結連結連結連結））））：：：：

1,066,222千円　�　　　　資本金資本金資本金資本金：：：：

オリコン株式会社　

（旧社名：オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社）

1999年10月1日

2000年11月6日　大阪証券取引所ヘラクレス市場　

�　　　　社社社社　　　　名名名名：：：：

�　　　　設設設設　　　　立立立立：：：：

�　　　　株式上場株式上場株式上場株式上場：：：：

会社概要会社概要会社概要会社概要　　　　　　　　（（（（2005年年年年6月月月月30日日日日現在現在現在現在））））
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株式情報株式情報株式情報株式情報　　　　　　　　 （（（（2005200520052005年年年年3333月月月月33331111日現在日現在日現在日現在））））

■■■■　　　　発行済株式数発行済株式数発行済株式数発行済株式数：：：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９７９７９７９，，，，７２５７２５７２５７２５株株株株　　　　

■■■■　　　　総議決権数総議決権数総議決権数総議決権数：：：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７７７７７７７，，，，６０４６０４６０４６０４個個個個　　　　　　　　

■■■■　　　　大株主大株主大株主大株主のののの状況状況状況状況：　：　：　：　

（（（（２００５２００５２００５２００５年年年年３３３３月月月月31313131日現在日現在日現在日現在））））

　　　　　　　　　　　　　　　　

３．３１大阪証券金融（株）

２．６８日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口）

０．９４ブルースター（株）

１．０５日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口）

１．５０ヤフー（株）

１．５０（株）角川ホールディングス

１．５０エヌ・ティ・ティレゾナント（株）

１．５８（株）ディーエイチシー

２．３８小池結実

２．６２小池秀効

３．８９小池尚子

１１．３３小池　恒

３３．２９（有）リトルポンド

持ち株比率（％）氏名または名称

（注）当社は自己株式2,115株（２．６５％）を保有しておりますが、当該株式には議決権がな

　　　いため、上記の表からは除外しております。

2005200520052005年年年年6666月月月月20202020日付日付日付日付をもってをもってをもってをもって普通株式普通株式普通株式普通株式1111株株株株をををを２２２２株株株株

とするとするとするとする株式分割株式分割株式分割株式分割をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

※※※※2005200520052005年年年年7777月月月月11111111日付日付日付日付ででででモルガンモルガンモルガンモルガン・・・・スタンレースタンレースタンレースタンレー・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン・・・・リミテッドリミテッドリミテッドリミテッドよりよりよりより大量保有報告書大量保有報告書大量保有報告書大量保有報告書のののの　　　　
　　　　提出提出提出提出がありましたがありましたがありましたがありました。（。（。（。（持持持持ちちちち株比率株比率株比率株比率：：：：5.625.625.625.62％）％）％）％）
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31,793

131,958

156,484

1,962,599

2,119,084

3,754,293

84,001

5,404,749

384,626

5,873,377

　前期通期　

4/1/04～3/31/05

0.5%

2.2%

2.7%

33.4%

36.1%

63.9%

1.4%

92.0%

6.6%

100%

(比率）

453.1%

374.8%

459.7%

94.7%

116.6%

91.0%

－

100.1%

123.5%

100.9%

対前年同
期増減率

0.6%8,4142.8%38,12438,12438,12438,124当期利益当期利益当期利益当期利益

0.7%9,011－－－－－ﾊﾟﾄﾘｽ･ﾌｧｰﾌﾞﾙ事業

2.3%31,2698.7%117,193117,193117,193117,193経常利益経常利益経常利益経常利益

2.3%

36.4%

38.7%

61.3%

93.1%

6.2%

100%

　　　
（比率）

10.6%

34.2%

44.8%

55.2%

92.4%

7.6%

100%

（比率）

31,000

486,538

517,539

818,103

1,243,525

83,106

1,335,642

前期第１四半期

4/1/04～6/30/04

142,520142,520142,520142,520

460,696460,696460,696460,696

603,216603,216603,216603,216

744,697744,697744,697744,697

1,245,3111,245,3111,245,3111,245,311

102,602   102,602   102,602   102,602   

1,347,9131,347,9131,347,9131,347,913

当期第当期第当期第当期第１１１１四半期四半期四半期四半期

4/1/05～～～～6/30/05

差引売上総利益差引売上総利益差引売上総利益差引売上総利益

営業利益営業利益営業利益営業利益

販管費販管費販管費販管費

売上原価売上原価売上原価売上原価

メディア事業

データベース事業

売上高売上高売上高売上高

（（（（単位単位単位単位：：：：千円千円千円千円））））

平成平成平成平成18181818年年年年３３３３月期第月期第月期第月期第１１１１四半期四半期四半期四半期　　　　連結連結連結連結P/LP/LP/LP/L　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（2005200520052005年年年年4444月月月月1111日日日日～～～～2005200520052005年年年年6666月月月月30303030日日日日））））　　　　

第第第第１１１１四半期四半期四半期四半期のののの業績業績業績業績にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼしたぼしたぼしたぼした大大大大きなきなきなきな要因要因要因要因　　　　

①音楽系の雑誌広告や携帯電話の着メロコンテンツなどの売上が減少した分を、ＷＥＢサイトの広告売上の増加がカバーし、
　前年同期並みとなった

②前期に生じた音楽配信プロジェクト立ち上げに伴う先行投資（サイトリニューアル費用など）が、当第１四半期期には発生し
　なかったため、利益が回復した。

③雑誌の印刷費やデザイン料などのコスト削減を積極的に行い、売上原価を抑えることができた。
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当第１四半期における業績は概ね計画通りに進捗しており、平成17年6月7日に
開示した通期の業績予想に修正はありませんが、業績予想を見直す必要が生じた
場合には、適時に見直し数値を開示する予定です。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な
不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

平成平成平成平成18181818年年年年3333月期業績予想月期業績予想月期業績予想月期業績予想

415　700　7,100　通　期

百万円百万円百万円

当期純利益経常利益売上高
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ユニークユーザーユニークユーザーユニークユーザーユニークユーザー、、、、ページビューページビューページビューページビューのののの推移目標推移目標推移目標推移目標

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

ユニークユーザー ページビュー

200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000

150,000,000150,000,000150,000,000150,000,000

100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000

50,000,00050,000,00050,000,00050,000,000 5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000

2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000

7,500,0007,500,0007,500,0007,500,000

ページビューページビューページビューページビュー

ユニークユーザーユニークユーザーユニークユーザーユニークユーザー

今期末今期末今期末今期末にににに700700700700万万万万ユニークユーザーユニークユーザーユニークユーザーユニークユーザー、、、、 2222億億億億ページビューページビューページビューページビューをををを目標目標目標目標とするとするとするとする
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収益収益収益収益のののの３３３３ステップステップステップステップととととコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの充実充実充実充実

音楽音楽音楽音楽

　　　　　　　　ランキングランキングランキングランキング情報情報情報情報

　　　　　　　　音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信　＋　　＋　　＋　　＋　ネットラジオネットラジオネットラジオネットラジオ

　　ＷＥＢ　　ＷＥＢ　　ＷＥＢ　　ＷＥＢ専門専門専門専門のののの音楽番組音楽番組音楽番組音楽番組「「「「ORICON TOP 20ORICON TOP 20ORICON TOP 20ORICON TOP 20」」」」

映画映画映画映画

　　ＶＯＤ　　ＶＯＤ　　ＶＯＤ　　ＶＯＤ

　　　　　　　　ハリウッドハリウッドハリウッドハリウッド情報情報情報情報

　　　　　　　　公開情報公開情報公開情報公開情報・・・・予告編予告編予告編予告編

ＴＶＴＶＴＶＴＶ
　　ＶＯＤ　　ＶＯＤ　　ＶＯＤ　　ＶＯＤ
　　　　　　　　電子番組表電子番組表電子番組表電子番組表

ＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳ ～　～　～　～　現在現在現在現在、、、、当社発信当社発信当社発信当社発信ののののニュースニュースニュースニュースががががYahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! トップページトップページトップページトップページのののの

「「「「トピックストピックストピックストピックス」」」」にににに毎週毎週毎週毎週1111本本本本～～～～3333本本本本ピックアップピックアップピックアップピックアップされているされているされているされている。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重点重点重点重点テーマテーマテーマテーマ：：：：ジャニーズジャニーズジャニーズジャニーズ情報情報情報情報、、、、ハリウッドセレブハリウッドセレブハリウッドセレブハリウッドセレブ情報情報情報情報、ＴＶ、ＴＶ、ＴＶ、ＴＶドラマドラマドラマドラマ情報情報情報情報、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓流情報韓流情報韓流情報韓流情報、、、、グラビアアイドルグラビアアイドルグラビアアイドルグラビアアイドル情報情報情報情報、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オリコンオリコンオリコンオリコン・・・・モニターモニターモニターモニター・・・・リサーチリサーチリサーチリサーチ情報情報情報情報

コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー

　　　　　　　　オリコンブログオリコンブログオリコンブログオリコンブログ

　　ＳＮＳ　　ＳＮＳ　　ＳＮＳ　　ＳＮＳ

10101010月月月月ののののサイトリニューアルイメージサイトリニューアルイメージサイトリニューアルイメージサイトリニューアルイメージ

事例事例事例事例

「「「「2222万人万人万人万人がががが選選選選んだんだんだんだ好好好好きなきなきなきなアーティストアーティストアーティストアーティストNo.1No.1No.1No.1はははは？」？」？」？」

「ＳＭＡＰ「ＳＭＡＰ「ＳＭＡＰ「ＳＭＡＰ主演主演主演主演ののののＣＭＣＭＣＭＣＭがががが好感度好感度好感度好感度Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．１１１１！」！」！」！」

「「「「20202020歳前後男性歳前後男性歳前後男性歳前後男性がががが最最最最もももも欲欲欲欲しいしいしいしいアイテムアイテムアイテムアイテムはははは？」？」？」？」

「「「「女性女性女性女性がががが好好好好きなきなきなきなＣＭＣＭＣＭＣＭソングソングソングソング1111位位位位はははは？」？」？」？」

WEBWEBWEBWEBのののの4444収益源収益源収益源収益源

●●●●広告広告広告広告売上売上売上売上

●●●●コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ配信配信配信配信

●●●●コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

●●●●EEEEコマースコマースコマースコマース((((ﾌﾗﾝｸﾘﾝﾌﾗﾝｸﾘﾝﾌﾗﾝｸﾘﾝﾌﾗﾝｸﾘﾝ････ﾐﾝﾄﾐﾝﾄﾐﾝﾄﾐﾝﾄ))))
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オリコンのチャートトピックス
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■コミュニティ強化と差別化（SNS、Blog）

• 今までの掲示板などの集団コミュニティから情報発信形の
SNS、Blogなどの“1人メディア”への移動。

• コミュニティのコンテンツがエンタテインメントとして成立。

• オリコンでは音楽を中心としたコミュニティの活性化とコミュ
ニティ内の検索やユーザトレッキング技術などを活用し、個
人に個性や趣味にフィットしたコミュニティサービスを提供い
たします。

韓国シネウェルカム社（www.cinewel.com）を通して韓国の優れたIT技
術、cywolrdなどの豊富なコミュニティサイトのノウハウや優秀な人材を

確保し、年内リリースを目標にコミュニティサイトを開発中であります。
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フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミント　　　　WEBWEBWEBWEB　　　　リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル

フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミントWEBWEBWEBWEBはははは、、、、9999月月月月27272727日日日日（（（（予定予定予定予定））））にににに大幅大幅大幅大幅リニューアルリニューアルリニューアルリニューアルをををを致致致致しますしますしますします。。。。

「「「「40404040代代代代～～～～50505050代代代代ののののビジネスエリートビジネスエリートビジネスエリートビジネスエリートのののの書斎書斎書斎書斎」」」」ををををコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトにににに世界観世界観世界観世界観をををを演出演出演出演出しししし、、、、

これまでこれまでこれまでこれまで訴求訴求訴求訴求していなかったしていなかったしていなかったしていなかったターゲットターゲットターゲットターゲット層層層層をををを開拓致開拓致開拓致開拓致しますしますしますします。。。。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信についてについてについてについて
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着着着着うたうたうたうた
®®®®のののの使使使使いいいい方方方方（ＯＭＲ（ＯＭＲ（ＯＭＲ（ＯＭＲ調査結果調査結果調査結果調査結果））））

Ｑ：「Ｑ：「Ｑ：「Ｑ：「あなたがあなたがあなたがあなたが着着着着うたうたうたうた
®®®®をををを聴聴聴聴くのはくのはくのはくのは、、、、どういうどういうどういうどういう時時時時ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答複数回答複数回答複数回答）」）」）」）」

対象対象対象対象：　：　：　：　1200120012001200名名名名（（（（男男男男／／／／女女女女 ：：：： １１１１／／／／１１１１，，，， 中高生中高生中高生中高生／／／／ 専門専門専門専門・・・・大学生大学生大学生大学生／／／／ 20202020代社会人代社会人代社会人代社会人／／／／ 30303030代代代代 ：：：： １１１１ ／／／／ １１１１ ／／／／ １１１１ ／／／／ １１１１））））

調査方法調査方法調査方法調査方法：　：　：　：　インターネットインターネットインターネットインターネット調査調査調査調査

調査時期調査時期調査時期調査時期：　：　：　：　2005200520052005年年年年4444月月月月

調査結果調査結果調査結果調査結果：　：　：　：　着着着着うたうたうたうた
®®®®のののの利用有利用有利用有利用有りりりり ～～～～ 572572572572名名名名（（（（47.747.747.747.7％）％）％）％）

２２２２．．．．４４４４％％％％１４１４１４１４そのそのそのその他他他他

７７７７．．．．９９９９％％％％４５４５４５４５通学通学通学通学やややや通勤通勤通勤通勤などなどなどなど外外外外でででで移動移動移動移動しているしているしているしている時時時時にににに使用使用使用使用

１９１９１９１９．．．．９９９９％％％％１１４１１４１１４１１４知人知人知人知人・・・・友人友人友人友人とととと一緒一緒一緒一緒にいるにいるにいるにいる時時時時にににに楽楽楽楽しむしむしむしむ

３５３５３５３５．．．．００００％％％％２００２００２００２００起床時起床時起床時起床時のののの目覚目覚目覚目覚ましましましまし代代代代わりとしてわりとしてわりとしてわりとして使用使用使用使用

４４４４４４４４．．．．４４４４％％％％２５４２５４２５４２５４自宅自宅自宅自宅ででででリラックスリラックスリラックスリラックスしているしているしているしている時時時時にににに曲曲曲曲をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ

８１８１８１８１．．．．６６６６％％％％４６７４６７４６７４６７電話電話電話電話・・・・メールメールメールメール等等等等のののの着信時着信時着信時着信時にににに使用使用使用使用

比率比率比率比率件数件数件数件数
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音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの進展進展進展進展

音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信

携帯電話経由携帯電話経由携帯電話経由携帯電話経由 インターネットインターネットインターネットインターネット経由経由経由経由

メモリーメモリーメモリーメモリー：：：：現状程度現状程度現状程度現状程度

メモリーメモリーメモリーメモリー：：：：高容量化高容量化高容量化高容量化

○○○○「「「「蓄積蓄積蓄積蓄積→→→→上書上書上書上書きききき」」」」のののの消費型消費型消費型消費型

○○○○新譜中心新譜中心新譜中心新譜中心のののの配信配信配信配信

○○○○着着着着メロメロメロメロのののの一部一部一部一部はははは着着着着うたにうたにうたにうたにリプレイスリプレイスリプレイスリプレイスされるされるされるされる可能性可能性可能性可能性ありありありあり

○○○○ＣＤＣＤＣＤＣＤリッピングリッピングリッピングリッピングのののの増多増多増多増多（（（（なおなおなおなお、、、、パソコンパソコンパソコンパソコンからからからから転送転送転送転送されたされたされたされた楽楽楽楽

　　　　曲曲曲曲はははは基本的基本的基本的基本的にににに着信設定不可着信設定不可着信設定不可着信設定不可））））

○○○○着着着着うたはうたはうたはうたは携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの一機能一機能一機能一機能としてとしてとしてとして利用利用利用利用されるされるされるされる

○○○○ホームサーバーホームサーバーホームサーバーホームサーバーをををを中心中心中心中心としたとしたとしたとしたユビキタスユビキタスユビキタスユビキタス型配信型配信型配信型配信へへへへ移行移行移行移行

○○○○プロモーションビデオプロモーションビデオプロモーションビデオプロモーションビデオなどなどなどなど高容量高容量高容量高容量

　　　　　　　　コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの配信配信配信配信がががが可能可能可能可能

○○○○デバイスデバイスデバイスデバイスががががマルチメディアプレーマルチメディアプレーマルチメディアプレーマルチメディアプレー　　　　
　　　　ヤーヤーヤーヤー化化化化

○○○○高音質高音質高音質高音質コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ（（（（２４２４２４２４ビットサウビットサウビットサウビットサウ　　　　

　　　　ンドンドンドンドなどなどなどなど））））もももも配信可能配信可能配信可能配信可能

○○○○パソコンパソコンパソコンパソコンでのでのでのでの楽曲楽曲楽曲楽曲のののの管理管理管理管理がががが容易容易容易容易

親
和
性

親
和
性

親
和
性

親
和
性
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当社当社当社当社のののの音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信サービスサービスサービスサービスのののの現状現状現状現状

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード実績実績実績実績　：　　：　　：　　：　３３３３．．．．５５５５万曲万曲万曲万曲～～～～４４４４万曲万曲万曲万曲／／／／月月月月

配信楽曲数配信楽曲数配信楽曲数配信楽曲数　：　　：　　：　　：　約約約約１１１１１１１１万曲万曲万曲万曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当社子会社当社子会社当社子会社当社子会社によるによるによるによるスペインスペインスペインスペイン・・・・マドリッドマドリッドマドリッドマドリッドでのでのでのでの音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信サービスサービスサービスサービスででででラインナップラインナップラインナップラインナップしているしているしているしている　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７７７万曲万曲万曲万曲ののののヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ系楽曲系楽曲系楽曲系楽曲がががが９９９９月月月月にににに加加加加わりわりわりわり、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、新新新新たなたなたなたな国内国内国内国内レーベルレーベルレーベルレーベルからのからのからのからの楽曲楽曲楽曲楽曲　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もももも加加加加わることでわることでわることでわることで、、、、９９９９月末時点月末時点月末時点月末時点ではではではでは２０２０２０２０万曲万曲万曲万曲をををを超超超超えるえるえるえる予定予定予定予定。。。。

課題課題課題課題　　　　：　：　：　：　①①①①不十分不十分不十分不十分なななな楽曲楽曲楽曲楽曲ラインナップラインナップラインナップラインナップ（（（（オリコンランキングオリコンランキングオリコンランキングオリコンランキングとのとのとのとの連動連動連動連動するというするというするというするというコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトをををを活活活活かすかすかすかす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラインナップラインナップラインナップラインナップになっていないになっていないになっていないになっていない。）。）。）。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→レーベルゲートレーベルゲートレーベルゲートレーベルゲートとのとのとのとの提携提携提携提携によりによりによりにより、、、、楽曲楽曲楽曲楽曲ラインナップラインナップラインナップラインナップのののの格段格段格段格段のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②②②②価格価格価格価格　　　　→→→→　　　　8888月月月月4444日日日日にににに一部一部一部一部レーベルレーベルレーベルレーベルのののの楽曲楽曲楽曲楽曲のののの料金改定料金改定料金改定料金改定（（（（値下値下値下値下げげげげ））））をををを実施実施実施実施。。。。
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音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトをををを推進推進推進推進させるためのさせるためのさせるためのさせるための施策施策施策施策

（（（（株株株株））））レーベルゲートレーベルゲートレーベルゲートレーベルゲートとととと音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信サービスサービスサービスサービスでででで業務提携業務提携業務提携業務提携することについてすることについてすることについてすることについて基本合意基本合意基本合意基本合意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年８８８８月月月月１８１８１８１８日付日付日付日付けけけけ））））

国内国内国内国内レコードレコードレコードレコード会社会社会社会社のののの共同出資共同出資共同出資共同出資によりによりによりにより設立設立設立設立されたされたされたされた（（（（株株株株））））レーベルゲートレーベルゲートレーベルゲートレーベルゲートとととと提携提携提携提携しししし、、、、同社同社同社同社のののの運営運営運営運営するするするする

「Ｍｏｒａ」「Ｍｏｒａ」「Ｍｏｒａ」「Ｍｏｒａ」にににに参加参加参加参加しているしているしているしている各各各各レコードレコードレコードレコード会社会社会社会社とのとのとのとの協議協議協議協議によってによってによってによって「「「「ORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLE」」」」サイトサイトサイトサイトにおけるにおけるにおけるにおける楽楽楽楽

曲曲曲曲ラインナップラインナップラインナップラインナップがががが格段格段格段格段にににに充実充実充実充実しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、デジタルデジタルデジタルデジタル・・・・オーディオオーディオオーディオオーディオ・・・・プレーヤープレーヤープレーヤープレーヤー市場市場市場市場でででで人気人気人気人気をををを博博博博

しているしているしているしているソニーソニーソニーソニー製製製製のののの「「「「ウォークマンウォークマンウォークマンウォークマン」」」」などのなどのなどのなどのＡＴＲＡＣＡＴＲＡＣＡＴＲＡＣＡＴＲＡＣ形式形式形式形式にににに対応対応対応対応したしたしたしたプレーヤープレーヤープレーヤープレーヤーをををを持持持持つつつつユーザーユーザーユーザーユーザー

にににに対対対対してもしてもしてもしてもサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供することがすることがすることがすることが可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。

オリコンオリコンオリコンオリコンはははは「「「「ORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLE」」」」サイトサイトサイトサイト内内内内でででで決済決済決済決済するところまでをするところまでをするところまでをするところまでを受受受受けけけけ持持持持ちちちち、、、、楽曲配信楽曲配信楽曲配信楽曲配信はははは「Ｍｏｒａ」「Ｍｏｒａ」「Ｍｏｒａ」「Ｍｏｒａ」

ののののサーバーサーバーサーバーサーバーにてにてにてにて行行行行われますわれますわれますわれます。。。。

技術的技術的技術的技術的なななな検証検証検証検証をををを経経経経てててて、、、、2005200520052005年年年年12121212月月月月よりよりよりより新新新新サービスサービスサービスサービスをををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。

今後今後今後今後もももも音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトをををを更更更更にににに拡大拡大拡大拡大させていくためさせていくためさせていくためさせていくため、、、、様様様様々々々々なななな施策施策施策施策をををを講講講講じてじてじてじて参参参参りますりますりますります。。。。
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デジタルポータブルプレーヤーデジタルポータブルプレーヤーデジタルポータブルプレーヤーデジタルポータブルプレーヤーののののメーカーメーカーメーカーメーカー別別別別シェアシェアシェアシェア

アップルアップルアップルアップル

32.2%32.2%32.2%32.2%
そのそのそのその他他他他

43.8%43.8%43.8%43.8%

ＲＩＯＲＩＯＲＩＯＲＩＯ

12.2%12.2%12.2%12.2%
iRiveriRiveriRiveriRiver

11.5%11.5%11.5%11.5%

（（（（日経調日経調日経調日経調べべべべ））））

2004200420042004年年年年1111月月月月～～～～12121212月月月月
（（（（約約約約140140140140万台万台万台万台、、、、対前年比対前年比対前年比対前年比75%75%75%75%増増増増））））

2005200520052005年年年年7777月月月月

そのそのそのその他他他他

25.9%25.9%25.9%25.9%

iRiveriRiveriRiveriRiver

8.6%8.6%8.6%8.6%

ＲＩＯＲＩＯＲＩＯＲＩＯ

11.1%11.1%11.1%11.1%

アップルアップルアップルアップル

35.0%35.0%35.0%35.0%

ソニーソニーソニーソニー

19.5%19.5%19.5%19.5%

（（（（BCN 7BCN 7BCN 7BCN 7月月間集計月月間集計月月間集計月月間集計））））
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レンタルマーケットレンタルマーケットレンタルマーケットレンタルマーケット　　　　≒≒≒≒　　　　コピーマーケットコピーマーケットコピーマーケットコピーマーケット 充分充分充分充分なななな対価対価対価対価がががが支支支支

払払払払われていないわれていないわれていないわれていない

音楽音楽音楽音楽ソフトソフトソフトソフトがががが氾濫氾濫氾濫氾濫

しているしているしているしている可能性可能性可能性可能性

＋＋＋＋

中古中古中古中古マーケットマーケットマーケットマーケット

音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信などなどなどなど正式正式正式正式なななな対価対価対価対価のののの支払支払支払支払われるわれるわれるわれるディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューションをををを推進推進推進推進

させることがさせることがさせることがさせることが音楽音楽音楽音楽マーケットマーケットマーケットマーケット全体全体全体全体のののの拡大拡大拡大拡大にににに不可欠不可欠不可欠不可欠

○○○○コピーコピーコピーコピーにににに要要要要するするするする時間時間時間時間がががが飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに短縮短縮短縮短縮したしたしたした（（（（等倍速等倍速等倍速等倍速→→→→瞬時瞬時瞬時瞬時）。）。）。）。

○○○○記録記録記録記録メディアメディアメディアメディアがががが安安安安くなったくなったくなったくなった。。。。

○○○○楽曲転送時楽曲転送時楽曲転送時楽曲転送時のののの操作性操作性操作性操作性がががが向上向上向上向上したしたしたした。。。。

音楽音楽音楽音楽ＣＤＣＤＣＤＣＤののののコピーコピーコピーコピーがががが

容易容易容易容易にににに

「「「「オーディオディスクオーディオディスクオーディオディスクオーディオディスク」」」」マーケットマーケットマーケットマーケット縮小縮小縮小縮小のののの““““根根根根っこっこっこっこ””””
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音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信とととと着着着着うたのうたのうたのうたの関係図関係図関係図関係図

レンタルレンタルレンタルレンタル、、、、中古中古中古中古→→→→コピーコピーコピーコピー

マーケットマーケットマーケットマーケット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信マーケットマーケットマーケットマーケット

（（（（ポータブルプレイヤーポータブルプレイヤーポータブルプレイヤーポータブルプレイヤー））））

着信着信着信着信メロディーメロディーメロディーメロディー

マーケットマーケットマーケットマーケット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
着着着着うたうたうたうたマーケットマーケットマーケットマーケット

（（（（携帯電話端末携帯電話端末携帯電話端末携帯電話端末））））

音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信マーケットマーケットマーケットマーケットがががが

レンタルレンタルレンタルレンタル､､､､中古中古中古中古ををををリプレイスリプレイスリプレイスリプレイス

着着着着うたうたうたうたマーケットマーケットマーケットマーケットがががが

着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディををををリプレイスリプレイスリプレイスリプレイス

音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信　　　　　　　　

マーケットマーケットマーケットマーケット　　　　　　　　

着着着着うたうたうたうた

マーケットマーケットマーケットマーケット

音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信マーケットマーケットマーケットマーケットがががが

レンタルレンタルレンタルレンタル､､､､中古中古中古中古ををををリプレイスリプレイスリプレイスリプレイス

１０００１０００１０００１０００億市場億市場億市場億市場 １０００１０００１０００１０００億市場億市場億市場億市場

着着着着うたうたうたうたフルマーケットフルマーケットフルマーケットフルマーケットはははは

ここにここにここにここに位置位置位置位置づくづくづくづく



24

当社当社当社当社WEBWEBWEBWEBユーザーユーザーユーザーユーザーとととと携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ユーザーユーザーユーザーユーザー

当社携帯電話ユーザー

（（（（180180180180万人万人万人万人））））

当社WEBユーザー

（（（（180180180180万人万人万人万人））））

当社当社当社当社ののののユニークユーザーユニークユーザーユニークユーザーユニークユーザーはははは、、、、WEBWEBWEBWEB、、、、携帯携帯携帯携帯、、、、各各各各180180180180万人万人万人万人。。。。

これをこれをこれをこれを循環循環循環循環させることでさせることでさせることでさせることで、、、、約約約約300300300300万人万人万人万人ののののロイヤルユーザーロイヤルユーザーロイヤルユーザーロイヤルユーザーをををを

ベースベースベースベースとしたとしたとしたとしたビジネスビジネスビジネスビジネス展開展開展開展開がががが可能可能可能可能

・・・・着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディ

・・・・着着着着うたうたうたうた

・・・・着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル

・・・・着信着信着信着信メロディメロディメロディメロディ

・・・・着着着着うたうたうたうた

・・・・着着着着うたうたうたうたフルフルフルフル

・・・・音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信

・・・・ＶＯＤＶＯＤＶＯＤＶＯＤ

・・・・ＳＮＳ　ＳＮＳ　ＳＮＳ　ＳＮＳ　ほかほかほかほか

・・・・音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信

・・・・ＶＯＤＶＯＤＶＯＤＶＯＤ

・・・・ＳＮＳ　ＳＮＳ　ＳＮＳ　ＳＮＳ　ほかほかほかほか



25

当社当社当社当社のののの音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの特徴特徴特徴特徴

　　　　①①①①約約約約40年年年年にわたってにわたってにわたってにわたって蓄積蓄積蓄積蓄積しているしているしているしている「「「「オリコンランキングオリコンランキングオリコンランキングオリコンランキング」」」」をををを活用活用活用活用することですることですることですることで、、、、

　　　　　　　　　　　　・・・・ありとあらゆるありとあらゆるありとあらゆるありとあらゆるサイトサイトサイトサイトににににダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードののののポータルポータルポータルポータルをををを設設設設けることができるけることができるけることができるけることができる。（。（。（。（レコードレーベルレコードレーベルレコードレーベルレコードレーベルのののの許諾要許諾要許諾要許諾要））））

　　　　　　　　　　　　・・・・誰誰誰誰にもにもにもにも分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすいレコメンデーションレコメンデーションレコメンデーションレコメンデーションができるができるができるができる。。。。

　　　　　　　　　　　　・・・・新聞社系新聞社系新聞社系新聞社系サイトサイトサイトサイトとのとのとのとの連携連携連携連携がががが可能可能可能可能となりとなりとなりとなり、、、、アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ記事記事記事記事とととと連動連動連動連動したしたしたした旧譜旧譜旧譜旧譜のののの活性化活性化活性化活性化ととととエルダーエルダーエルダーエルダー層層層層のののの開拓開拓開拓開拓
　　　　　　　　　　　　　　　　ができるができるができるができる。。。。

　　　　②②②②「「「「オリコンランキングオリコンランキングオリコンランキングオリコンランキング」」」」をををを永年永年永年永年にわたってにわたってにわたってにわたって出出出出していることによってしていることによってしていることによってしていることによってレコードレーベルレコードレーベルレコードレーベルレコードレーベル等等等等とのとのとのとの関係関係関係関係がががが構築構築構築構築されされされされ　　　　

　　　　　　　　　　　　ておりておりておりており、、、、音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信にににに係係係係わるわるわるわる様様様様々々々々なななな交渉交渉交渉交渉をををを円滑円滑円滑円滑にににに進進進進めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。

　　　　③③③③ＷＭＡＷＭＡＷＭＡＷＭＡにもにもにもにもＡＴＲＡＣＡＴＲＡＣＡＴＲＡＣＡＴＲＡＣにもにもにもにも両方対応両方対応両方対応両方対応できるようになるできるようになるできるようになるできるようになる。。。。

　　　　④④④④携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ととととＷＥＢＷＥＢＷＥＢＷＥＢとのとのとのとのメディアメディアメディアメディア融合融合融合融合によってによってによってによってマルチミュージックダウンロードサイトマルチミュージックダウンロードサイトマルチミュージックダウンロードサイトマルチミュージックダウンロードサイトへへへへ進化進化進化進化できるできるできるできる。。。。

オリコンオリコンオリコンオリコンがががが音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信をををを推進推進推進推進するするするする目的目的目的目的

音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信というというというという正式正式正式正式なななな対価対価対価対価のののの支払支払支払支払われるわれるわれるわれるディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューションをををを推進推進推進推進させることでさせることでさせることでさせることで、、、、

充分充分充分充分なななな対価対価対価対価のののの支払支払支払支払われないわれないわれないわれないマーケットマーケットマーケットマーケットををををリプレイスリプレイスリプレイスリプレイスしししし、、、、

音楽産業全体音楽産業全体音楽産業全体音楽産業全体のののの再拡大再拡大再拡大再拡大にににに寄与寄与寄与寄与するするするする。。。。
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マルチミュージックダウンロードサイトのイメージ
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スペインでの音楽配信

【8月21日号　記事内容】
スペイン唯一の独立系サイトで、
日本の”巨人”オリコンのサポート
を受けている。　全てスペイン語。
　特筆すべきは、他のスペインの
音楽配信サイトに音楽を供給し
ているOD2と無関係であること。
　OD２　には抜けているコンテン
ツが多いし、画一的だ。　mu4us　
には他では見つからない音楽も
沢山ある。

オリコンオリコンオリコンオリコンがががが出資出資出資出資しているしているしているしているスペインスペインスペインスペインののののウェブウェブウェブウェブ・・・・ストストストスト

アーアーアーアー・・・・ミュージックミュージックミュージックミュージック・・・・フォーフォーフォーフォー・・・・アスアスアスアスががががスペインスペインスペインスペインのののの人人人人

気雑誌気雑誌気雑誌気雑誌「「「「SIE7E（（（（シエテシエテシエテシエテ）」）」）」）」でででで音楽音楽音楽音楽サイトランキンサイトランキンサイトランキンサイトランキン

ググググでででで iTunes Music Store をををを抜抜抜抜きききき、「、「、「、「Web of the 

week」」」」のののの1位位位位となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

サービスサービスサービスサービス開始時開始時開始時開始時ははははスペインスペインスペインスペイン国内国内国内国内のみをのみをのみをのみを対象対象対象対象にににに

していますがしていますがしていますがしていますが、、、、今後各今後各今後各今後各レーベルレーベルレーベルレーベルのののの許諾許諾許諾許諾をををを得得得得てててて9

月以後月以後月以後月以後、、、、ブラジルブラジルブラジルブラジルをををを除除除除くくくく南南南南アメリカアメリカアメリカアメリカ各国各国各国各国ややややメキシメキシメキシメキシ

ココココなどなどなどなどスペインスペインスペインスペイン語圏語圏語圏語圏ををををカバーカバーカバーカバーするするするするサービスサービスサービスサービスへへへへ拡拡拡拡

大大大大させさせさせさせ、、、、音楽音楽音楽音楽ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトをををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。
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通信通信通信通信とととと放送放送放送放送のののの融合融合融合融合についてについてについてについて

・・・・ポットポットポットポット・・・・キャスティングキャスティングキャスティングキャスティング

　　（　　（　　（　　（iTunesiTunesiTunesiTunes Music StoreMusic StoreMusic StoreMusic Store））））

・・・・ミュージックミュージックミュージックミュージック　　　　サウンドステーションサウンドステーションサウンドステーションサウンドステーション

　　（　　（　　（　　（YahooYahooYahooYahoo！）！）！）！）

・・・・ポットポットポットポット・・・・キャスティングキャスティングキャスティングキャスティング

　　（　　（　　（　　（iTunesiTunesiTunesiTunes Music StoreMusic StoreMusic StoreMusic Store））））

・・・・ミュージックミュージックミュージックミュージック　　　　サウンドステーションサウンドステーションサウンドステーションサウンドステーション

　　（　　（　　（　　（YahooYahooYahooYahoo！）！）！）！）

■■■■メディアメディアメディアメディア

　　　　→→→→圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的ににににラジオラジオラジオラジオにににに優位性優位性優位性優位性

■■■■ユーザーユーザーユーザーユーザー

　　　　→→→→ＰＣＰＣＰＣＰＣ利用時利用時利用時利用時にはにはにはには、、、、

　　　　　　　　リッピングリッピングリッピングリッピングしたしたしたしたCDCDCDCDをををを聴聴聴聴くくくく

■■■■メディアメディアメディアメディア

　　　　→→→→圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的ににににラジオラジオラジオラジオにににに優位性優位性優位性優位性

■■■■ユーザーユーザーユーザーユーザー

　　　　→→→→ＰＣＰＣＰＣＰＣ利用時利用時利用時利用時にはにはにはには、、、、

　　　　　　　　リッピングリッピングリッピングリッピングしたしたしたしたCDCDCDCDをををを聴聴聴聴くくくく

当社当社当社当社としてはとしてはとしてはとしては、、、、あくまであくまであくまであくまでWEBWEBWEBWEBにおいてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、

　　　　映像付映像付映像付映像付ききききコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツにににに優位性優位性優位性優位性があるとがあるとがあるとがあると考考考考えますえますえますえます。。。。

　　　　　　　　→→→→「「「「ORICON ORICON ORICON ORICON TOP20TOP20TOP20TOP20」」」」をさらにをさらにをさらにをさらに推進推進推進推進させてさせてさせてさせて参参参参りますりますりますります
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この資料に掲載されている今後の戦略・見通し等に関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理

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

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

の見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 

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

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

れるようお願いいたします。 

オリコンオリコンオリコンオリコン株式会社株式会社株式会社株式会社

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

Oricon Style（（（（ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ用用用用ﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙）））） 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.oricon.co.jp/

　　　　　　　　　　　　　　　　


