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事業目的事業目的事業目的事業目的

『『『『 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 』』』』

ELSAELSA WMWM

３３３３つのつのつのつのアドバンテージアドバンテージアドバンテージアドバンテージ

メディアブランドメディアブランドメディアブランドメディアブランド

メディアメディアメディアメディア展開力展開力展開力展開力
新新新新たなたなたなたなメディアメディアメディアメディアへもへもへもへも機敏機敏機敏機敏にににに展開展開展開展開

　　　　 　　　　・・・・WEBWEBWEBWEBでのでのでのでの動画動画動画動画・・・・音声番組音声番組音声番組音声番組（（（（日本日本日本日本とととと韓国韓国韓国韓国でででで展開展開展開展開））））

　　　　　　　　 ・・・・PodcastingPodcastingPodcastingPodcasting
　　　　 　　　　 ・・・・ViivViivViivViiv
　　　　　　　　　　　　 ・・・・携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話でのでのでのでの新規配信形式新規配信形式新規配信形式新規配信形式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 etc. etc. etc. etc. 

ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂ開発力開発力開発力開発力
（（（（ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂ制作制作制作制作・・・・配信配信配信配信にごにごにごにご協力協力協力協力いただいているいただいているいただいているいただいてい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、、、、順不同順不同順不同順不同））））

　　　　　　　　ｿﾆｰｿﾆｰｿﾆｰｿﾆｰ・・・・ﾐｭｰｼﾐｭｰｼﾐｭｰｼﾐｭｰｼﾞ゙゙゙ｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
　　　　　　　　東芝東芝東芝東芝EMIEMIEMIEMI
　　　　　　　　BMGBMGBMGBMG　　　　JAPANJAPANJAPANJAPAN
　　　　　　　　エイベックスエイベックスエイベックスエイベックス
　　　　　　　　ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｸﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｸﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｸﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｸﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
　　　　　　　　キングレコードキングレコードキングレコードキングレコード
　　　　　　　　ﾃｲﾁｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾃｲﾁｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾃｲﾁｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾃｲﾁｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
　　　　　　　　ｺﾛﾑﾋｺﾛﾑﾋｺﾛﾑﾋｺﾛﾑﾋﾞ゙゙゙ｱﾐｭｰｼｱﾐｭｰｼｱﾐｭｰｼｱﾐｭｰｼﾞ゙゙゙ｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
　　　　　　　　ﾌｫｰﾗｲﾌﾐｭｰｼﾌｫｰﾗｲﾌﾐｭｰｼﾌｫｰﾗｲﾌﾐｭｰｼﾌｫｰﾗｲﾌﾐｭｰｼﾞ゙゙゙ｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ
　　　　　　　　
　　　　　　　　

　　　　　　　　ポニーキャニオンポニーキャニオンポニーキャニオンポニーキャニオン
　　　　　　　　バップバップバップバップ
　　　　　　　　日本日本日本日本クラウンクラウンクラウンクラウン
　　　　　　　　徳間徳間徳間徳間ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬﾊｬﾊｬﾊｬﾊﾟ゚゚゚ﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ゙゙゙
　　　　　　　　ヤマハヤマハヤマハヤマハ音楽振興会音楽振興会音楽振興会音楽振興会
　　　　　　　　ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗｲｴｲﾄﾗｲｴｲﾄﾗｲｴｲﾄﾗｲｴｲﾄﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾚｺｰｽﾚｺｰｽﾚｺｰｽﾚｺｰｽﾞ゙゙゙
　　　　　　　　ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｰｲﾝｸｰｲﾝｸｰｲﾝｸｰｲﾝｸﾞ゙゙゙ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚
　　　　　　　　ドリーミュージックドリーミュージックドリーミュージックドリーミュージック
　　　　　　　　ﾛｰﾄﾛｰﾄﾛｰﾄﾛｰﾄﾞ゙゙゙ﾗﾝﾅｰﾗﾝﾅｰﾗﾝﾅｰﾗﾝﾅｰ・・・・ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬﾊｬﾊｬﾊｬﾊﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ
　　　　　　　　
　　　　　　　　

　　　　　　　　ﾜｰﾅｰﾐｭｰｼﾜｰﾅｰﾐｭｰｼﾜｰﾅｰﾐｭｰｼﾜｰﾅｰﾐｭｰｼﾞ゙゙゙ｯｸｯｸｯｸｯｸ・・・・ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬﾊｬﾊｬﾊｬﾊﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ
　　　　　　　　アップフロントアップフロントアップフロントアップフロント
　　　　　　　　ｴﾙｴﾙｴﾙｴﾙ・・・・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨｰｨｰｨｰｨｰ・・・・ｱﾝﾄｱﾝﾄｱﾝﾄｱﾝﾄﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ｹｲｹｲｹｲｹｲ
　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・
　　　　　　　　
　　　　　　　　

→→→→多多多多くのくのくのくのﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾞ゙゙゙ﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙやややや有力有力有力有力ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛﾀﾛﾀﾛﾀﾛﾀﾞ゙゙゙ｸｼｮﾝｸｼｮﾝｸｼｮﾝｸｼｮﾝなどのなどのなどのなどのｺﾝﾃﾝﾂﾎﾙﾀｺﾝﾃﾝﾂﾎﾙﾀｺﾝﾃﾝﾂﾎﾙﾀｺﾝﾃﾝﾂﾎﾙﾀﾞ゙゙゙ｰーーーとのとのとのとの強強強強いいいい relationship relationship relationship relationship にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂ開発開発開発開発ができるができるができるができる

雑誌雑誌雑誌雑誌 携帯携帯携帯携帯

WEB

３３３３つのつのつのつのメディアメディアメディアメディアがががが連携連携連携連携してしてしてして相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果をあげられるをあげられるをあげられるをあげられる優位性優位性優位性優位性があるがあるがあるがある

（（（（約約約約500500500500万人万人万人万人））））

（（（（約約約約150150150150万人万人万人万人））））

日本ﾚｺｰﾄﾞ協会正会員社21社中20社に協力いただく
など、多くのﾚｺｰﾄﾞﾚｰﾍﾞﾙとの協力関係を構築
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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

↓↓↓↓
多多多多くのくのくのくのユーザーユーザーユーザーユーザーににににリーチリーチリーチリーチするするするする高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値メディアメディアメディアメディアとしてとしてとしてとして成長成長成長成長

「「「「メディアブランドメディアブランドメディアブランドメディアブランド」　「」　「」　「」　「メディアメディアメディアメディア展開力展開力展開力展開力」　「」　「」　「」　「コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ開発力開発力開発力開発力」」」」

広広広広　　　　告告告告 EEEE　　　　CCCC 権利権利権利権利ビジネスビジネスビジネスビジネス

１１１１．．．．WEBWEBWEBWEBﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾛｰﾄﾛｰﾄﾛｰﾄﾛｰﾄﾞ゙゙゙ｷｬｽﾃｨﾝｸｷｬｽﾃｨﾝｸｷｬｽﾃｨﾝｸｷｬｽﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙

２２２２．．．．バナーバナーバナーバナー広告広告広告広告

３３３３．．．．タイアップタイアップタイアップタイアップ企画企画企画企画

１１１１．．．．音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの拡充拡充拡充拡充

２２２２．．．．VODVODVODVOD（（（（有料有料有料有料））））のののの推進推進推進推進

３３３３．．．．ECECECECサイトサイトサイトサイトとのとのとのとの提携提携提携提携

　　　　　　　　　　　　→→→→ｱﾌｨﾘｴｲﾄﾋｱﾌｨﾘｴｲﾄﾋｱﾌｨﾘｴｲﾄﾋｱﾌｨﾘｴｲﾄﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾈｽﾈｽﾈｽ
　　　　　　　　　　　　　　　　へのへのへのへの進展進展進展進展

音楽音楽音楽音楽、、、、ｱﾆﾒｱﾆﾒｱﾆﾒｱﾆﾒ、、、、ﾏﾝｶﾏﾝｶﾏﾝｶﾏﾝｶﾞ゙゙゙、、、、小説小説小説小説

収益性収益性収益性収益性↑↑↑↑　　　　 　　　　成長性成長性成長性成長性↑↑↑↑

ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄﾞ゙゙゙

ﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｱｨｱｨｱｨｱ力力力力をををを活活活活かしたかしたかしたかしたﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾞ゙゙゙

のののの運営運営運営運営・・・・管理管理管理管理
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今期今期今期今期のののの主主主主なななな成果成果成果成果

ORICON STYLE ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄがががが国内屈指国内屈指国内屈指国内屈指ののののｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎﾟ゚゚゚ｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄへへへへ成長成長成長成長

　　　　　　　　2006200620062006年年年年1111月度月度月度月度（（（（ネットレイティングスネットレイティングスネットレイティングスネットレイティングス社社社社サイトセンサスサイトセンサスサイトセンサスサイトセンサス調調調調べべべべ））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　月間月間月間月間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数数数数 ：：：： 412412412412万人万人万人万人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　月間月間月間月間ページビューページビューページビューページビュー　　　　　：　　　　　：　　　　　：　　　　　： 5000500050005000万万万万

WEBブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティングのののの開始開始開始開始

　　「　　「　　「　　「oricon TOP20」（」（」（」（映像番組映像番組映像番組映像番組）　　　　　　　　　　　　：　）　　　　　　　　　　　　：　）　　　　　　　　　　　　：　）　　　　　　　　　　　　：　月間月間月間月間４００４００４００４００万万万万ストリーミングストリーミングストリーミングストリーミング

　　「　　「　　「　　「 oricon TOP40　　　　ﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙＆＆＆＆ﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾞ゙゙゙」（」（」（」（音声番組音声番組音声番組音声番組）　：　）　：　）　：　）　：　月間月間月間月間７０７０７０７０万万万万ストリーミングストリーミングストリーミングストリーミング
　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→Podcasting 向向向向けにもけにもけにもけにも配信配信配信配信
　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→日本日本日本日本でででで最最最最もももも多多多多いいいい視聴者数視聴者数視聴者数視聴者数をををを持持持持つつつつWEB番組番組番組番組へへへへ拡大拡大拡大拡大

音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの本格的展開本格的展開本格的展開本格的展開

→→→→国内国内国内国内のののの大半大半大半大半ののののﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾚｺｰﾄﾞ゙゙゙ﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾚｰﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙにににに参加参加参加参加いただくいただくいただくいただく音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽへへへへ拡充拡充拡充拡充。。。。配信可能楽曲数配信可能楽曲数配信可能楽曲数配信可能楽曲数がががが約約約約６２６２６２６２万曲万曲万曲万曲とととと

なりなりなりなり、、、、国内最大規模国内最大規模国内最大規模国内最大規模のののの音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信サイトサイトサイトサイトへへへへ成長成長成長成長

→→→→Windows 形式以外形式以外形式以外形式以外にににに ATRAC 形式形式形式形式にもにもにもにも対応対応対応対応をををを開始開始開始開始

　　　　　　　　 　　　　 →→→→ Viivテクノロジテクノロジテクノロジテクノロジへのへのへのへの対応対応対応対応をををを開始開始開始開始

　　　　 →→→→月間月間月間月間ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード数数数数はははは約約約約９９９９万曲万曲万曲万曲でででで推移推移推移推移

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数数数数のののの推移推移推移推移

飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的なななな伸展伸展伸展伸展をををを継続継続継続継続
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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）、りそな（東京営業部）、

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　　　　CEOCEOCEOCEO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　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DD㈱、オリコン・モバイル㈱、オリコン・マーケティ
ング・プロモーション㈱、オリコン・ワールドエージェンシー㈱、CINEWELCOM CO.,LTD、
フランクリン・ミント㈱

�　　　　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20１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提供、携帯電話向けデジタルコンテンツ提供、
雑誌・書籍出版、インターネット向けコンテンツ配信、通信販売　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））））：：：：

1,071,456千円　�　　　　資本金資本金資本金資本金：：：：

オリコン株式会社　

（旧社名：株式会社おりこんダイレクトデジタル）

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：：：：

会社会社会社会社概要概要概要概要 （（（（2005200520052005年年年年12121212月月月月31313131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9999月月月月33330000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：：：：　　　　　　　　　　　　 　　　　１６０１６０１６０１６０，，，，１１０１１０１１０１１０株株株株　　　　

■■■■　　　　総議決権数総議決権数総議決権数総議決権数：：：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５５１５５１５５１５５，，，，８６８８６８８６８８６８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９９９９月月月月3333００００日現在日現在日現在日現在））））

　　　　　　　　　　　　　　　　

２．５４大阪証券金融（株）

２．２５小池結実

０．９８ｻﾞﾁｪｰｽﾏﾝﾊｯﾀﾝﾊﾞﾝｸｴﾇｴｲﾛﾝﾄﾞﾝ

１．００ﾋﾞｰﾋﾞｰｴｲﾁﾙｸｽﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾌｧﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾓｰﾗｽｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ

１．３５（株）角川ホールディングス

１．３７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）

１．５７（株）ディーエイチシー

１．８８小池尚子

２．２４日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口）

２．６１小池秀効

１１．２９小池　恒

３３．１５（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４，２３０株（２．６４％）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株株株株とととと

するするする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。。。。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成18181818年年年年３３３３月期月期月期月期第第第第３３３３四半期業績四半期業績四半期業績四半期業績のののの概要概要概要概要
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－－－－－8.0%339,049339,049339,049339,049その他事業

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）

－

462.2%

414.5%

101.6%

126.2%

77.4%

－

85.8%

121.2%

95.0%

対前年同
期比

0.1%3,2647.2%302,258302,258302,258302,258当期利益当期利益当期利益当期利益

0.6%27,667－－－－－ﾊﾟﾄﾘｽ･ﾌｧｰﾌﾞﾙ事業

2.5%112,34812.3%519,243519,243519,243519,243経常利益経常利益経常利益経常利益

2.8%

33.2%

36.0%

64.0%

93.3%

6.1%

100%

（比率）

12.3%

35.5%

47.8%

52.2%

84.2%

7.8%

100%

（比率）

125,803

1,476,553

1,602,357

2,844,452

4,149,295

269,847

4,446,809

前第３四半期
4/1/04～12/31/04

521,475521,475521,475521,475

1,500,1031,500,1031,500,1031,500,103

2,021,5782,021,5782,021,5782,021,578

2,202,7792,202,7792,202,7792,202,779

3,558,1653,558,1653,558,1653,558,165

327,143327,143327,143327,143

4,224,3584,224,3584,224,3584,224,358

当第当第当第当第３３３３四半期四半期四半期四半期
4/1/05～～～～12/31/05

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３３３３四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12121212月月月月31313131日日日日））））　　　　

第第第第３３３３四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前期において連結子会社であった㈱ﾌﾛｰﾊﾞ、ﾊﾟﾄﾘｽ･ﾌｧｰﾌﾞﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱が連結除外となったことによる売上減があったものの、新たに連結子会社
　化したｼﾈｳｪﾙｶﾑ社（韓国）、ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾐﾝﾄ㈱ 等の売上が加わり、さらに「ORICON STYLE」サイトおよび音楽系雑誌の広告が伸びたこと等で売上　
　減を抑えられた。しかし、携帯電話向けｺﾝﾃﾝﾂ販売の売上が減少したこと、年間売上のﾋﾟｰｸとなるﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾐﾝﾄ㈱の10～12月期の販売が低迷　　
　したこと等によって、前期と比べ、グループ全体の売上増とはならなかった。

②前期では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等）が生じたが、これが当期には発生せず、また、雑誌の印刷
　費やデザイン料などのコスト削減によって売上原価を抑えることができたこと等が寄与し、大幅な増益となった。投資有価証券売却益を計上した
　ことも経常利益増の要因となった。
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第第第第３３３３四半期四半期四半期四半期売上売上売上売上高高高高のののの内訳内訳内訳内訳とととと前年同期前年同期前年同期前年同期からのからのからのからの変動要因変動要因変動要因変動要因

メディアメディアメディアメディア事業事業事業事業　　　　３５３５３５３５．．．．５５５５億円億円億円億円（（（（８４８４８４８４．．．．２２２２％）％）％）％）

　　　　　　　　　　　　携帯電話事業携帯電話事業携帯電話事業携帯電話事業　　　　

　　　　１６１６１６１６．．．．６６６６億円億円億円億円（（（（３９３９３９３９．．．．３３３３％）％）％）％）

　　　　　　　　　　　　雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・書籍書籍書籍書籍

１０１０１０１０．．．．９９９９億円億円億円億円（（（（２５２５２５２５．．．．８８８８％）％）％）％）

　　ＷＥＢ　　　ＷＥＢ　　　ＷＥＢ　　　ＷＥＢ　・・・・

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ事業事業事業事業

　　　　　　　　８８８８．．．．００００億円億円億円億円

　（　（　（　（１９１９１９１９．．．．００００％）％）％）％）

データベースデータベースデータベースデータベース事業事業事業事業　　　　３３３３．．．．２２２２億円億円億円億円（（（（７７７７．．．．８８８８％）％）％）％）

そのそのそのその他事業他事業他事業他事業　　　　３３３３．．．．３３３３億円億円億円億円（（（（８８８８．．．．００００％）％）％）％）

前年同期前年同期前年同期前年同期からのからのからのからの大大大大きなきなきなきな変動要因変動要因変動要因変動要因

　（　（　（　（株株株株））））フローバフローバフローバフローバのののの連結解除連結解除連結解除連結解除　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　－１２１２１２１２．．．．００００億円億円億円億円

　　　　携帯電話事業携帯電話事業携帯電話事業携帯電話事業　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　－２２２２．．．．２２２２億円億円億円億円

　ＷＥＢ　ＷＥＢ　ＷＥＢ　ＷＥＢ・・・・コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ事業事業事業事業のののの本格化本格化本格化本格化　　　＋　　　＋　　　＋　　　＋７７７７．．．．７７７７億円億円億円億円

　　　　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㈱　　　　　　　　　　＋㈱　　　　　　　　　　＋㈱　　　　　　　　　　＋㈱　　　　　　　　　　＋３３３３．．．．３３３３億円億円億円億円



10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成18181818年年年年３３３３月期通期連結月期通期連結月期通期連結月期通期連結業績予想業績予想業績予想業績予想についてについてについてについて
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通期連結業績予想通期連結業績予想通期連結業績予想通期連結業績予想のののの修正修正修正修正についてについてについてについて

・経常利益減、遊休資産売却損および投資有価証券評価

　損の影響
△△△△20.520.520.520.5330330330330415415415415当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

・上記売上高減少による影響△△△△11.411.411.411.4620620620620700700700700経常利益経常利益経常利益経常利益

・ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾐﾝﾄ㈱のｸﾘｽﾏｽｼｰｽﾞﾝにおける売上未達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,500百万円→650万円）

・ｼﾈｳｪﾙｶﾑ社の売上未達（600百万円→420百万円）

・携帯電話向けｺﾝﾃﾝﾂ販売の売上減少の拡大

　　　　　　　　　　　　　　（150百万円の減→300百万円の減）

・２出版物の発行が来期に延期（90百万円減）

△△△△19.719.719.719.75,7005,7005,7005,7007,1007,1007,1007,100売上高売上高売上高売上高

増減率

（％）
金額

修正の主な要因

今回修正予想数値前回予想

数値

（平成17年

　６月７日　

　　発表）
（単位：百万円）

上記の業績予想等は、現時点で入手可能な情報に基づいて算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって

異なる結果となる可能性があります。
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売上高売上高売上高売上高

（（（（百万円百万円百万円百万円））））

経常利益経常利益経常利益経常利益

（（（（百万円百万円百万円百万円））））

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

（（（（百万百万百万百万円円円円））））

業績業績業績業績のののの推移推移推移推移とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし

来期来期来期来期のののの成長成長成長成長ポイントポイントポイントポイント

●●●●WEBWEBWEBWEB広告売上広告売上広告売上広告売上のののの拡大拡大拡大拡大

　　　　　　　　　　　　・・・・WEBWEBWEBWEBブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティング

　　　　　　　　　　　　・・・・バナーバナーバナーバナー広告広告広告広告

　　　　　　　　　　　　・・・・タイアップタイアップタイアップタイアップ企画企画企画企画

●●●●ECECECEC

　　　　　　　　　　　　・・・・音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの拡充拡充拡充拡充

　　　　　　　　　　　　・・・・VODVODVODVOD（（（（有料有料有料有料））））

　　　　　　　　　　　　・・・・ECECECECサイトサイトサイトサイトとのとのとのとの提携提携提携提携

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→ｱﾌｨﾘｴｲﾄﾋｱﾌｨﾘｴｲﾄﾋｱﾌｨﾘｴｲﾄﾋｱﾌｨﾘｴｲﾄﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾈｽﾈｽﾈｽへのへのへのへの進展進展進展進展

●●●●フランクリンフランクリンフランクリンフランクリン・・・・ミントミントミントミント㈱㈱㈱㈱のののの販売販売販売販売のののの回復回復回復回復

●●●●権利権利権利権利ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾈｽﾈｽﾈｽへのへのへのへの本格的進出本格的進出本格的進出本格的進出

●●●●ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄﾞ゙゙゙のののの運営運営運営運営・・・・管理管理管理管理

来期来期来期来期のののの業績予想業績予想業績予想業績予想はははは、、、、当期決算発表時当期決算発表時当期決算発表時当期決算発表時

にににに正式公表予定正式公表予定正式公表予定正式公表予定
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　　　　WEBWEBWEBWEBコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ事業事業事業事業のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの戦略戦略戦略戦略についてについてについてについて
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2006200620062006年年年年1111月度月度月度月度

月間月間月間月間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数数数数　：　：　：　： 412412412412万人万人万人万人

月間月間月間月間ページビューページビューページビューページビュー　　　　　　　　　　　　　　　　 　：　：　：　： 5,0005,0005,0005,000万万万万

（（（（ネットレイティングスネットレイティングスネットレイティングスネットレイティングス社社社社サイトセンサスサイトセンサスサイトセンサスサイトセンサス調調調調べべべべ））））

2005200520052005年年年年10101010月月月月 2005200520052005年年年年12121212月月月月 2006200620062006年年年年2222月月月月

ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄ全面全面全面全面ﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙﾘﾆｭｰｱﾙ

WEBWEBWEBWEBﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾛｰﾄﾛｰﾄﾛｰﾄﾛｰﾄﾞ゙゙゙ｷｬｽﾃｨﾝｷｬｽﾃｨﾝｷｬｽﾃｨﾝｷｬｽﾃｨﾝ
　　　　　　　　ｸｸｸｸﾞ゙゙゙開始開始開始開始

ｱｰﾃｨｽﾄｱｰﾃｨｽﾄｱｰﾃｨｽﾄｱｰﾃｨｽﾄ情報情報情報情報ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙、、、、
ﾆｭｰｽｺﾝﾃﾝﾂﾆｭｰｽｺﾝﾃﾝﾂﾆｭｰｽｺﾝﾃﾝﾂﾆｭｰｽｺﾝﾃﾝﾂのののの充実充実充実充実

ATRACATRACATRACATRAC 対 応 音 楽対 応 音 楽対 応 音 楽対 応 音 楽

配信配信配信配信サービスサービスサービスサービス開始開始開始開始

ｱﾆﾒｱﾆﾒｱﾆﾒｱﾆﾒ、、、、ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰﾑｺﾝﾃﾝﾂｰﾑｺﾝﾃﾝﾂｰﾑｺﾝﾃﾝﾂｰﾑｺﾝﾃﾝﾂ
のののの追加追加追加追加

ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛﾓｰｼｮﾝﾛﾓｰｼｮﾝﾛﾓｰｼｮﾝﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｵｵｵｵ

配信配信配信配信のののの充実充実充実充実

ﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸ ﾞ゙゙゙ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂ

のののの拡充拡充拡充拡充

広告広告広告広告ｽﾍｽﾍｽﾍｽﾍﾟ゚゚゚ｰｽｰｽｰｽｰｽのののの改改改改

良良良良

ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂをををを継続的継続的継続的継続的にににに

改良改良改良改良・・・・拡充拡充拡充拡充しししし、、、、国内国内国内国内

屈指屈指屈指屈指のののの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

系系系系ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄとしてとしてとしてとして成長成長成長成長をををを

持続持続持続持続

飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的なななな成長成長成長成長をををを続続続続けるけるけるける「「「「ORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLEORICON STYLE」」」」サイトサイトサイトサイト

1111年間年間年間年間でででで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
がががが2.72.72.72.7倍倍倍倍にににに拡大拡大拡大拡大（（（（2222年前年前年前年前とととと比比比比

べればべればべればべれば約約約約１０１０１０１０倍倍倍倍にににに拡大拡大拡大拡大））））

２２２２月月月月はははは、、、、月間月間月間月間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数数数数がががが

５００５００５００５００万人万人万人万人をををを越越越越えるえるえるえるペースペースペースペースでででで進行中進行中進行中進行中
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今後今後今後今後のののの「「「「ORICON STYLE」」」」サイトサイトサイトサイト規模予測規模予測規模予測規模予測

UU

2006年年年年1月月月月 2006年年年年6月月月月 2006年年年年9月月月月2005年年年年10月月月月 2006年年年年3月月月月

1人当人当人当人当たりたりたりたりPV

28.6

7,000,000

200,000,000

2006年年年年6月月月月

18.2

5,500,000

100,000,000

2006年年年年3月月月月

12.11人人人人あたりあたりあたりあたりﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｭｰｭｰｭｰｭｰ

4,120,000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

50,000,000

2006年年年年1月月月月

ページビューページビューページビューページビュー

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からのからのからのからの誘導誘導誘導誘導を引き続き実施

継続的なUUの増加を図ります

3月中旬より各記事にブログ機能を設置

記事毎記事毎記事毎記事毎でのでのでのでのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション活性化活性化活性化活性化を図り、

サイト内回遊の活性化を図ります

サイト内相互の関連リンク/アーティスト

ページの強化等により、一人当たりPVの

増加を図ります

ﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾕﾆｰｸﾕｰｻﾞ゙゙゙ｰーーーのののの継続的継続的継続的継続的なななな増加増加増加増加を図り、記事間連携記事間連携記事間連携記事間連携／／／／コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ機能機能機能機能のののの強化強化強化強化を実施

　→１人あたりﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰの増加を図り、2006年6月に現在の約４倍の２２２２億億億億PVPVPVPVのののの達成達成達成達成を目指します
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WEBブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティング

配信用番組にご協力いただいている
主なレコードレーベル

40年にわたってレコードレーベルなどと良好な関係

を構築・持続してきたことが奏功し、多くの会社に

ご協力いただいたことで、オリコンランキングに

チャートインする大半の楽曲がストリーミング配信

可能となりました。

　　　→オリコンだからこそ実現できたWEB番組

●PV

●アーティスト
　インタビュー

●音源

ソニー・ミュージックエンタテインメント

東芝ＥＭＩ

ＢＭＧ　ＪＡＰＡＮ

エイベックス

ビクターエンタテインメント

キングレコード

日本クラウン

コロムビアミュージックエンタテインメント

ワーナーミュージック・ジャパン

ビーインググループ

フォーライフミュージックエンタテイメント

テイチクエンタテインメント

ヤマハ音楽振興会

ポニーキャニオン

徳間ジャパンコミュニケーションズ

ドリーミュージック

プライエイド・レコーズ
　　　　　・
　　　　　・
　　　　　・

「「「「oriconoriconoriconoricon TOP20TOP20TOP20TOP20」」」」

最新のオリコンチャートベスト20を5分でチェッ
クできるWEB専用音楽映像番組（毎週水
曜更新）
　　　　　現在、４００万ストリーミング／月
　　　　　　　　　　　↓
本年６月、６００万ストリーミング／月を想定

「「「「oricon TOP40 ﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾗﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙＆＆＆＆ﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾄﾚﾝﾄﾞ゙゙゙」」」」

　　　　オリコンの最新チャートのみならず、映画、

　　DVD、本など様々な最新ヒットシーンを　
　　紹介する音声番組（毎週水曜日更新）
　　　　　　現在、約1５万ストリーミング／週
　　　　　　　　　　　　 ↓
　 本年６月、１００万ストリーミング／月を想定

「「「「（（（（番組名番組名番組名番組名：：：：未決定未決定未決定未決定））））」」」」

かつて深夜番組パーソナリティーだった
有力アーティストによる音声番組

→現在、企画進行中

訴求力があり更新性の高い番組を
選りすぐって順次、ラインナップ

携帯電話

一般PC

Viivプラットホーム

Podcasting

・携帯電話帯域での　　
　データ通信経由

・モバイル放送経由

・無線LAN経由４４４４月月月月よりよりよりより番組提供番組提供番組提供番組提供スポンサースポンサースポンサースポンサーがががが入入入入りますりますりますります

日本ﾚｺｰﾄﾞ協会正会員社21社中
20社に協力いただくなど、多くの
ﾚｺｰﾄﾞﾚｰﾍﾞﾙとの協力関係を構築
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メディアブランドメディアブランドメディアブランドメディアブランド

ELSAELSA WMWM

メディアブランドメディアブランドメディアブランドメディアブランドのののの強化強化強化強化

●●●●WEBWEBWEBWEBブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティングブロードキャスティング

　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１ストリーミングストリーミングストリーミングストリーミング　　　　→→→→　　　　５５５５円円円円

●●●●バナーバナーバナーバナー広告広告広告広告

　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１impression  impression  impression  impression  →→→→　　　　２２２２～～～～３３３３円円円円

●●●●タイアップタイアップタイアップタイアップ企画広告企画広告企画広告企画広告　　　　→→→→　　　　拡大拡大拡大拡大

メディアメディアメディアメディア力力力力がががが広告広告広告広告クライアントクライアントクライアントクライアント・・・・広告広告広告広告

代理店代理店代理店代理店にににに認識認識認識認識されるまでされるまでされるまでされるまで数数数数ヶヶヶヶ月月月月ののののタイタイタイタイ

ムラグムラグムラグムラグがががが必要必要必要必要
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ブランドブランドブランドブランド展開展開展開展開

ELSAELSA WMWM
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音楽配信音楽配信音楽配信音楽配信のののの今後今後今後今後のののの展開展開展開展開

ブログブログブログブログ

SNSSNSSNSSNS

ﾏｲﾏｲﾏｲﾏｲ・・・・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

　　　　楽曲楽曲楽曲楽曲ののののﾚｺﾒﾝﾄﾚｺﾒﾝﾄﾚｺﾒﾝﾄﾚｺﾒﾝﾄﾞ゙゙゙

　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

　　　　　　　　ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄﾞ゙゙゙

　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

　　　　　　　　ｱﾌｨﾘｴｲﾄｱﾌｨﾘｴｲﾄｱﾌｨﾘｴｲﾄｱﾌｨﾘｴｲﾄ

ORICON STYLE

音楽音楽音楽音楽ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄﾞ゙゙゙ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙

ORICON STYLE

ブログﾍブログﾍブログﾍブログﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙
SNSSNSSNSSNS

外部外部外部外部のののの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系系系系サイトサイトサイトサイト 自社自社自社自社サイトサイトサイトサイト内内内内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系系系系ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙

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系系系系サイトサイトサイトサイトとととと連携連携連携連携したしたしたしたアフィリエイトモデルアフィリエイトモデルアフィリエイトモデルアフィリエイトモデルをををを構築構築構築構築しししし、、、、楽曲楽曲楽曲楽曲ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードをををを推進推進推進推進させるさせるさせるさせる

　　　　楽曲楽曲楽曲楽曲ののののﾚｺﾒﾝﾄﾚｺﾒﾝﾄﾚｺﾒﾝﾄﾚｺﾒﾝﾄﾞ゙゙゙

　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

　　　　　　　　 ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄｳﾝﾛｰﾄﾞ゙゙゙

　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

　　　　　　　　ｱﾌｨﾘｴｲﾄｱﾌｨﾘｴｲﾄｱﾌｨﾘｴｲﾄｱﾌｨﾘｴｲﾄ
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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ｺﾝﾃﾝﾂｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｺﾝﾃﾝﾂｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｺﾝﾃﾝﾂｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｺﾝﾃﾝﾂ・・・・ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄｰﾀﾙｻｲﾄ）））） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　　　　　　　　　　　　　　　　


