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2つのストック型ビジネスを
中核事業に位置付け

● コンテンツ配信
● テレマーケティングによる医療保険販売

第1期（～2003年9月期）
スポット型ビジネスを多角的に展開

第2期（2004年9月期～2006年9月期）
ストック型ビジネスへの転換
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10年あまりで国内最大のモバイル・コンテンツ企業に
　エムティーアイは、1996年8月に携帯電話販売およびデータ通信サービス

を提供する会社として設立されました。

　1997年からコンテンツ配信サービスを開始し、携帯電話の普及と技術進化

とともに、その時々のお客さまのニーズにあったサービスを提供してきました。

　そして現在、音楽から気象情報、道路交通情報、健康情報やデコレーション

メール、コミックなど多岐にわたるサービスを提供しています。

　2010年9月末の有料会員数は938万人に達しており、日本で最も多く利用

されているモバイル・コンテンツ企業です。

1996年から急速に普及し始めた携帯電話。1999年のｉモード®の登場により、メールの

送受信やウェブサイト閲覧ができるようになりました。今では、音楽、ゲーム、辞書、地図、電子

マネーなどさまざまなサービスが備わり、人々の生活に欠かせないものとなりました。

from the beginning

モバイルを軸にした事業を広範囲に展開

● 携帯電話の販売
● テレマーケティングによるADSL回線等の販売
● コンテンツ配信
● インターネット決済システム、ウェブサイトシステム運営等

エムティーアイは未来の携帯端末がもたらす
未来社会の実現に貢献していきます。

エムティーアイのミッション
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エンターテインメント系コンテンツ
デコレーションメール（デコメ®）サイト
『デコとも★DX』や、デコメ素材の中で
10代、20代を中心に最も人気のあるデコ
メ絵文字サイトのほか、携帯端末の画面
を飾るきせかえサイトや、コミック配信サ
イト、恋愛や風水に特化した占いサイト
など、多様なサイトを運営しています。

生活情報系コンテンツ
国内1位の女性向け健康情報サイト『ル
ナルナ』をはじめ、全国850ヶ所の天気を
1時間ごとに予報する気象情報サイトや、
渋滞情報がすぐわかる交通情報サイト、
人気スポットや地図がすぐに検索できる
おでかけ情報総合サイトなど、生活を便
利で快適にするさまざまなサイトを提供
しています。

音楽系コンテンツ
国内2位の携帯音楽配信サイト『music.
jp®』を運営しています。着うたフル®、着う
た®、着メロのほか、着信ボイスや歌詞、
音楽ニュースなども配信する総合音楽サ
イトです。最新ヒット曲から懐かしの名曲
まであらゆる楽曲を配信し、発売前の先
行配信や独占配信も人気です。

有料会員数の推移 （万人）



マーケティング力、品質管理力、開発力の
継続的強化により、進化する市場に対応

　エムティーアイの成長を支えてきたのは、「マーケティング力」、「品質管理力」、

「開発力」です。これらはエムティーアイが質の高いサービスを提供するため、独自

に培ってきたものです。

　スマートフォンの拡大や、LTE（次世代通信方式）などの高速通信技術により、 

モバイル・コンテンツ市場には新たな可能性が広がっています。

　エムティーアイは、今後もこれらの3つの力を総合的に強化し、それぞれのお客さま

のライフサイクルに応じた、真に求められるサービスを提供していきます。

　人々の生活がもっと豊かに、便利になるサービスの提供を通じて、お客さまの 

「一生のとも」となる存在であり続けることを目指しています。

これから携帯端末はどのように進化するのでしょうか。通信回線の高速化や記憶容量の拡大 

により、携帯でできることがますます増え、人々の生活により密着したアシスタントのような 

存在になっていくでしょう。

ニーズを的確に捉えた
コンテンツを生み出す

高品質なコンテンツを
効率的に生み出す

進化する携帯端末
技術に対応する

マーケティング力 品質管理力 開発力

エムティーアイのビジョン

お客さまの思いや期待を幅広く知り、

新しい技術を駆使した使いやすいサービスを、

満足してもらえる品質・品揃えで提供していく。

これまでの、そしてこれからのお客さまにも

新たに感動して使い続けてもらえる

『モバイル夢工場』となることを目指していきます。

お客さまの「一生のとも」となり、
お客さまの夢をどんどん創り出す

「モバイル夢工場」
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スマートフォン時代へと向かう
市場変化をチャンスに変えていく。

代表取締役社長

Q.1 > フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行による
モバイル・コンテンツ市場の変化をどのように捉えていますか。

A.>フィーチャーフォンは、携帯キャリアが策定した仕様に沿って、端末

メーカーは端末開発、コンテンツプロバイダーはサービス提供を行う 

という携帯キャリアが中心のビジネス構造でした。スマートフォンでは、

OSをはじめ端末開発やコンテンツサービスの展開も、これまでと比 

べて携帯キャリアへの依存が低下し、パソコン向けビジネスに近いもの

に変化します。コンテンツ開発の自由度も高まり、ブラウザやアプリと

いった提供方法の幅も拡がることから、これまでにできなかったサービス

が可能になります。また、海外でのサービス提供の可能性も拡がります。

　スマートフォンでは、フィーチャーフォンからの移行による利用者の

拡大に加え、大画面やタッチパネルによる操作性、新サービスの登場 

などにより、コンテンツの利用頻度はこれまで以上に拡大するとともに、 

生活への密着度もさらに深まると考えています。

　当社のフィーチャーフォンのビジネスモデルは月額課金モデルで 

あるのに対し、スマートフォンでは、現時点で従量課金のアプリサー 

ビスが普及しており、決済方法も多様化しています。このためビジネス

モデルの変更が必要となる可能性が高く、当社にとってはリスクとなり

えます。しかし、スマートフォンのコンテンツ市場は、フィーチャーフォン

以上に大きな市場に成長すると見込まれる非常に魅力的な市場で 

あり、先行者メリットを享受することができれば、この変化により大きな

チャンスが得られる可能性があります。

Check！

フィーチャーフォンとスマートフォン

社長インタビュー

フィーチャーフォン
日本で主流になっているいわゆる

「携帯電話」のことで、通話に主眼を

置きながら、カメラや音楽再生といっ

た機能を搭載した多機能タイプの 

携帯端末のこと。

スマートフォン
音声通話や電子メール以外に、パソコンで

作成された各種書類ファイルの閲覧などの

機能も併せ持ち、パソコンと類似の使い方が

可能な携帯端末のこと。iPhoneやAndroid

携帯に代表される。
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Q.3 > スマートフォンサービスにおける成長戦略について 
教えてください。

A.>2010年7月からフィーチャーフォンでの主力サイトである音楽系 

サイト「music.jp®」、女性向け健康情報サイト「ルナルナ」、気象情報サ

イト「ソラダスお天気予報」を皮切りに、スマートフォン向けサービスを

スタートさせました。既存サービスのスマートフォン対応を早急に 

進め、現在当社のサービスをご利用いただいている900万人を超える

お客さまが、スマートフォンに買い換えても引き続き当社のサービスを

ご利用いただける環境を整えています。また、スマートフォン向けに 

独自の会員認証・決済システム「mopita（モピタ）」を開発し、自社の

サービスに導入しています。

　国内で圧倒的№1のシェアを誇る「ルナルナ」は、その知名度と、基礎

体温データなどフィーチャーフォンで蓄積したデータをスマートフォン

にもそのまま引き継げることから、スマートフォン移行後の利用も順調に

進んでいます。「music.jp®」も、国内では主力級の知名度とブランド力

を有しています。「ルナルナ」や「music.jp®」ではフィーチャーフォンで

築いた優位性を生かしながら、スマートフォン独自の利用動向に対応

することで、スマートフォンにおいても盤石な地位を築くことは可能と 

考えています。

　決済面では、フィーチャーフォンと同様に携帯キャリア経由による 

決済も整備が進み、今後スマートフォンでも有料サービスを利用しやす

い環境になると考えられます。当社サービスでは、キャリア決済への 

対応に加え、自社の決済システムである「mopita」の活用により、カード

決済のみならず、比較的少額であるモバイル・コンテンツの利用料金に

適したポイント利用など決済方法の多様化を進め、お客さまの利便性

の向上を図っています。

Q.2 > 900万人規模の有料会員数を抱えるエムティーアイの
フィーチャーフォンのコンテンツ事業については、どのように 
考えていますか。

A.>現在1億を超えるフィーチャーフォン利用者のスマートフォンへの

移行は確実に進むものの、今後数年をかけて進むと考えています。 

また、直近のフィーチャーフォンでのモバイル・コンテンツ市場は、 

生活情報、エンターテインメント系を中心に拡大傾向にあることから、

当社のフィーチャーフォン向けコンテンツ事業は短期的には健康情報

を中心に有料会員数を拡大することが可能と考えています。

　このため2011年9月期は、スマートフォン市場への対応を進めると

ともに、フィーチャーフォンのコンテンツ事業においても費用対効果を

重視し、効率の高いプロモーション投資による有料会員数の拡大を 

図ります。

　また、これと並行して収益力の強化にも取り組みます。現在の有望

分野およびスマートフォンが本格的拡大を迎える将来に積極的な 

投資ができるよう、投資余力を高め、体力強化を図っていきます。
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■ その他
■ アバター、アイテム課金
■ 電子書籍
■ 天気、ニュース、交通情報、占い
■ デコレーションメール、きせかえ
■  生活情報市場 
（辞書、学習、健康情報など）
■ 着うた®、着メロ、着うたフル®

モバイル・コンテンツ市場の推移
（億円）

出所：モバイル・コンテンツ・フォーラム
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収益力の強化

フィーチャーフォン 
サービスの有料会員数拡大

拡大するスマートフォン
市場への対応



　また、スマートフォンサービスでは、開発投資、プロモーション投資 

などのほか、これまでにない新たなサービス展開を図るために、協業 

メリットを生かせる事業パートナーとの業務提携や資本提携などによる

連携も重要になると考えています。この一環として当社は、2010年11月

にJibe Mobile株式会社を、同12月には株式会社リッスンジャパンを 

それぞれ子会社化しました。

　スマートフォン市場は過渡期であり、お客さまの利用動向がまだ 

定まらない中では、他社にない当社独自の優位性を発揮するとともに、 

音楽系を中心としたフィーチャーフォンの公式コンテンツ事業で築き 

あげた収益による投資余力を十分生かし、さまざまな可能性に布石を

投じていきます。そしてお客さまがサービスをより利用しやすい環境 

整備を進め、利用状況を検証しながら、新たな市場でサービスの創出

を図っていきます。

Q.4 > 最後に、変化を迎えるモバイル・コンテンツ市場において
持続的に成長を続けるため、注力することは何でしょうか。

A.>当社が注力することは、お客さまのニーズを的確に捉える「マー 

ケティング力」、ニーズを実際のサービスに反映するため、高品質な 

コンテンツを効率的に生み出す「品質管理力」、進化する携帯端末技術

に対応する「開発力」の3つの力の継続的な強化です。

　お客さまのニーズは、スマートフォンへの移行とともに大きく変化し、

多様化していきます。このニーズを的確に捉えるとともに、新たな技術

に対応しながら高い品質を追求していきます。スマートフォンでのコン

テンツ市場においても、お客さまにずっと使い続けていただける、新た

に感動していただけるサービスを提供し、今後も持続的な成長を実現

していきます。
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持続的成長に向けた新たな取り組み



※ ソーシャルサービス 
ウェブサイト上で社会的なコミュニケーションネット
ワークを構築できるサービスメディアのこと。

Jibe Mobile株式会社

設立 ： 2010年6月4日

代表者 ： 辻徳雄

資本金 ： 260百万円

当社出資比率 ： 84.6％ 
2010年11月、Jibe Mobileの第三者割当
増資引受けにより連結子会社化

2010年12月、既存株主からの株式譲受
け等により出資比率拡大

事業内容 ：  
ソーシャル電話帳アプリ「jibe」の提供

「jibe」を用いた当社の展開

　まずは、ソーシャルサービスやチャットサービス、情報サービスなど「jibe」との連携 

サービス数のさらなる拡大を図るともに、「jibe」の利用者数の拡大を推進していきます。

「jibe」は2010年11月に発売されたauのAndroidスマートフォンIS03に標準搭載 

され、今後もauから発売される複数の機種に搭載が予定されています。スマートフォンの

普及が拡大する中で、新端末への標準搭載を積極的に進め、より多くのお客さまへの 

認知向上と利用拡大を図り、その価値を高めていきます。

　また、「jibe」と当社のサービスの連携を推進し、「jibe」を当社のスマートフォンサービス

の新たな入会導線として機能させていきます。

　将来的には、ソーシャル電話帳によるプラットフォーム対応を進めるとともに、行動履歴

を活用したマーケティングビジネスなどによりマネタイズ化に取り組む方針です。

とは...

１９のネット・コミュニケーションが１つのアプリに融合
●  国内外の主要ソーシャルサービス

●  レストラン・ホテル情報

●  ストレージサービス

●   各種主要情報（ニュースなど）

Special Feature　  持続的成長に向けた新たな取り組み

「ソーシャル電話帳」による新たな事業領域の拡大

Jibe Mobileの子会社化

　このような中、当社は国内外のSNSやブログなどの主要

ソーシャルメディア、レストランやホテルなどのスポット情報な

ど、複数の異なるプラットフォーム上のソーシャルサービスを

統合管理できるソーシャル電話帳アプリ「jibe」を展開する

Jibe Mobile株式会社を2010年11月に子会社化しました。

　「jibe」には「フレンド」と呼ばれるアドレス帳機能があり、 

携帯電話に登録している連絡先に加えて、各SNSなどで友人

として登録した人が公開しているプロフィールや最新の投稿

メッセージ、スポット情報で登録した店舗の住所や連絡先など

も集約されます。

　携帯電話で、電話帳から電話番号やメールアドレスを呼び

出して相手に連絡をとるように、「jibe」では、アドレス帳から

ソーシャルメディア上の知り合いの最新の投稿を確認したり、

コメントを投稿することも簡単にできます。「jibe」は電話番号

やメールアドレスだけでなく、さまざまなソーシャルメディアと

も連動した「ソーシャル電話帳」機能を持ち合わせています。

　携帯を軸に利用者のさまざまな行動が把握できるソーシャ

ル電話帳は今後その役割が大きくなると考えられ、「jibe」は

事業領域の拡大を含め、大きな可能性を秘めています。

ソーシャルサービス※の活用に拡がるビジネスチャンス

　ブログやSNS、Twitterなどソーシャルサービスの浸透により、今では1人で複数の

サービスを利用する人も多くみられます。調べたいことがあればSNSやTwitterに 

発信するだけで、実際の知り合いまたはインターネット上の知り合いから付加価値の

高い情報を得られます。ソーシャルサービスが検索エンジンのようにポータル機能的

な役割を担う可能性が高まり、ソーシャルサービスに係る事業展開に新たなチャンス

があると考えています。
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百万円 千米ドル（注1）

2006 2007 2008 2009 2010 2010

売上高 ........................................................... 17,443 18,520 21,615 25,732 30,836 367,890

売上原価 ....................................................... 6,090 5,874 6,286 7,920 8,415 100,394

販売費及び一般管理費 .................................. 10,450 11,523 13,602 15,599 19,289 230,132

営業利益 ....................................................... 902 1,123 1,726 2,213 3,131 37,364

税金等調整前当期純利益 .............................. 1,037 1,522 1,371 1,870 3,054 36,446

当期純利益 .................................................... 884 1,053 563 1,669 1,824 21,771

総資産 ........................................................... 9,930 9,459 10,758 12,557 15,091 180,045

純資産 ........................................................... 6,313 5,529 5,385 6,807 8,259 98,536

1株当たり当期純利益（円、米ドル） .................. 10,986.63 14,490.62 4,086.52 12,446.91 13,630.48 162.62

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益（円、米ドル）  .................

10,789.08 14,401.79 4,048.63 12,346.21 13,629.91 162.61

1株当たり配当金（円、米ドル） ......................... 1,000 1,500 1,000 2,000 3,500 41.76

1株当たり純資産（円、米ドル） ......................... 78,729.89 79,021.25 39,567.06 50,227.79 60,929.15 726.90

自己資本比率（%） .......................................... 63.6 58.5 49.9 53.7 54.0 54.0

ROE（注2）（%） ............................................. 14.8 17.8 10.3 27.6 24.5 24.5

ROA（注2）（%） ............................................. 8.7 10.6 16.6 18.7 22.7 22.7

従業員数（名）................................................. 302 354 449 489 554 554

注 1） 米ドル金額は、¥83.82=U.S.$1.00の為替レート（2010年9月末）により換算しています。 
 2） ROE=当期純利益÷自己資本（期中平均）　ROA=経常利益÷総資産（期中平均）
 3）  当社は2008年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しました。このため、2007年9月期以前の1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期

純利益、1株当たり配当金および1株当たり純資産の数値は株式分割前の株数で算出しています。
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株式会社エムティーアイおよび連結子会社
2006年9月30日から2010年9月30日に終了した会計年度

連結財務ハイライト

リッスンジャパンの子会社化 

　スマートフォンは、携帯電話でありながらパソコンに

準ずる機能を持ち合わせ、3G通信のほかにWi-Fiなど

無線LANでの通信も可能になることから、音楽配信市場

でも動画配信やストリーミング配信など、モバイルとパソ

コンの融合による新たなサービスの展開が可能になっ

ていきます。

　当社はこの流れにいち早く対応するため、パソコン向

けに音楽配信サービスを提供している株式会社リッスン

ジャパンを2010年12月に子会社化しました。

　携帯音楽配信における当社の優位性と、パソコン 

音楽配信でのリッスンジャパンのノウハウの融合により、

モバイルからスマートフォン、パソコンに至る音楽配信

市場において確固たるポジションを確立するため、連携

強化を図っていきます。

株式会社リッスンジャパン

設立 ： 1999年12月15日

代表者 ： 髙橋次男

資本金 ： 100百万円

当社出資比率 ： 59.1% 
 2010年12月、トランス・コスモス 
株式会社からの株式譲渡により 
連結子会社化

事業内容 ：  
音楽配信に関わるコンテンツの 
企画・制作

パソコン向け音楽ダウンロード 
サイト「Listen Japan」の運営、 
アーティスト情報、新譜情報などの
データ提供事業

スマートフォンによる新たな音楽サービスの展開

Special Feature　  持続的成長に向けた新たな取り組み
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ストリーミング配信サービスでの連携など

 携帯音楽配信 パソコン音楽配信

スマートフォン音楽配信



　音楽系サイトでは、人気アーティストの楽曲獲得や、

テレビCMなどのプロモーション展開により、音楽サイト

全体で有料会員数を維持することができました。

　健康情報サイトでは、テレビCMを中心とする積極

的なプロモーション展開を実施しました。新機能の追

加などお客さまのニーズを反映したサービス拡充に

も取り組み、有料会員数は好調に拡大しました。

　気象情報サイトでは、効果的なプロモーション 

展開による有料会員数の拡大を図りました。さらに、 

プレミアム会員サービスをスタートし、顧客単価の 

向上にも取り組みました。

　デコレーションメールでは、最大需要期である年

末年始に人気アーティストを起用したテレビCMや、

モバイル広告などのプロモーションを積極的に展開

しました。絵文字サイトの拡大も寄与し、有料会員数

を拡大することができました。

　この結果、デコレーションメールおよび気象情報

は100万人規模のサイトに成長し、2010年9月末の 

有料会員数は年間で136万人増加となる938万人 

まで拡大しました。

　自社メディア型広告事業では、プロモーションの 

先行投資費用による赤字額を最小限にコントロール

しながら、サイト内でのイベント企画やゲームの投入

などを通じて、登録会員の活性化に取り組みました。

　2010年9月末の登録会員数は444万人となり、年間

で21万人の増加となりました。

　　  コンテンツ配信事業

有料会員数は938万人まで拡大

　　  自社メディア型広告事業

登録会員の活性化に取り組む

　2010年9月期の1株当たり期末配当金は、5期連続で営業利益、経常利益ともに過去最高を更新した

ことや、配当金による還元拡充の観点から1,500円増配となる3,500円としました。また、当期は総額で 

1億90百万円の自己株式の取得を行いました。この結果、総還元性向※は36.1%となりました。

　今後も、売上高と利益の持続的成長を続け、企業価値の創造と拡大を通じて時価総額を向上させて

いくとともに、安定的に配当金を増加させていくことにより株主の皆さまへの利益還元を継続的に実施 

していきます。
※ 総還元性向: 配当金と自己株式取得の合計額の連結当期純利益に対する比率

　　　  株主還元策

期末配当金は1,500円増配となる3,500円を実施● 有料会員数の推移（万人）

● 登録会員数の推移（万人） ■デコとも ■ログとも

■  配当金総額（百万円）
■ 自己株式取得総額（百万円）
■ 当期純利益（百万円）
● 1株当たり配当金（円）

2006年 9月期 2007年 9月期 2008年 9月期 2009年 9月期 2010年 9月期

配当金は
5期連続増配！

2010年9月期 営業概況

6期連続で増収増益を達成
　 2010年9月期は、成長が期待できる健康情報を中心に、費用対効果の高い分野へのプロ
モーション展開を行いました。この結果、有料会員数は前期末から136万人増加となる938万
人へと拡大し、当期の連結業績は売上高308億36百万円、営業利益31億31百万円、当期 
純利益18億24百万円となり、それぞれ前年に続き過去最高を更新しました。

業コンテン

14 15



コーポレート・ガバナンス

● コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

　当社は、透明性が高く健全な経営体制の 

確立、そして事業環境の変化に対応した迅速 

かつ的確な意思決定システムの構築を重要な

経営課題として捉えています。

　その一環として、取締役の任期を1年とし、 

毎年株主の皆さまによる信任の機会を設け、 

緊張感を持った経営を行っています。また、コ

ンプライアンス（法令遵守）の強化・定着化を推

進しています。

　決算や重要な経営情報等については、IRポリ

シーに基づき、タイムリーかつ適切な情報開示を

行い、また、ステークホルダーとの双方向コミュニ

ケーションを行うことにより、経営の透明性を高

め、市場との信頼関係構築に努めていきます。

 

● コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

　取締役会は社内取締役7名および社外取締

役1名で構成し、月1回の定時取締役会のほか、 

必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事

項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を

行っています。監査役については4名全員を社外

監査役とし、そのうち1名を常勤監査役として、 

取締役会のみならず重要な会議に出席するなど、

経営に対する監視機能の強化を図っています。

　経営の執行にあたっては、業務執行に対する

責任の明確化と意思決定の迅速化を図るため、

執行役員制度を採用するとともに、取締役およ

び執行役員が中心となって出席する経営会議

を月に2～3回開催し、職務執行に関する重要

事項について協議を行い、その協議に基づいて

代表取締役社長が意思決定を行っています。

　当社の経営会議には主要子会社の社長を定

期的に参加させ、その経営状況のモニタリング

を適宜行っています。また、グループ会社の管理

機能を親会社である当社の管理部門に集約 

することにより、牽制機能を強化しています。

　会計監査人には、新日本有限責任監査法人

を選任しており、定期的な監査のほか、会計 

上の課題について随時相談・確認を行い、会計

処理の透明性と正確性の向上に努めていま

す。税務・法務関連業務に関しても、外部専門

家と顧問契約を結び、随時アドバイスを受けて

います。

● 内部統制システムに関する基本的な考え方

　当社および当社の子会社（以下、「当社グ

ループ」という。）は、「法令・社会倫理規範の遵守

（以下、「法令等の遵守」という。）」、「各ステーク

ホルダーへの誠実な対応および適切な情報 

開示」、「透明性が高く、健全な経営」、「事業活

動における企業価値創造を通じた社会への 

貢献」を職務執行の基本方針とし、コーポレート・

ガバナンスを推進します。

　この基本方針のもと、会社法および会社法 

施行規則に定める当社グループの業務の適正

を確保するための体制（以下、「内部統制シス 

テム」という。）を整備していきます。

● コンプライアンス

　当社は、法令等の遵守を基本方針とし、コン

プライアンスに関する規程を制定すると 

ともに、コンプライアンス委員会の設置をおこ 

ない、当社グループのコンプライアンスに 

関する取り組みを推進しています。

　また、代表取締役社長所管の内部監査室で

は、業務の有効性・効率性の評価を中心とした

業務監査活動ならびに財務報告の信頼性確保

に係る内部統制の有効性評価を実施してい 

ます。内部監査室は、当該活動状況を代表取 

締役社長に報告するとともに、取締役会および

監査役会ならびに被監査部門へ報告する体制

になっています。

　なお、コンプライアンスに関する取り組みは、

コンプライアンス委員会が中心となり、当社グ

ループの各部門との連携により推進しています。

　法令上疑義のある行為等について使用人が

直接情報提供をおこなうための内部通報窓口

を設置しています。当社グループの役職員が 

法令違反の疑義がある行為等を発見した場合

は、レポーティングラインまたは内部通報窓口

経由でコンプライアンス委員会および監査役

会に報告する体制を採用しています。そして、

報告された内容の重大性に応じて、コンプライ

アンス委員会または取締役会が当社グループ

の各部門と連携し再発防止策を策定し、全社的

にその内容を周知徹底する仕組みとなって 

います。

● リスク管理体制

　職務執行に係るリスクは、当社の各部門およ

び当社の子会社の権限の範囲内にてリスク 

分析・対応策の検討をおこなっています。特に

重要な案件や担当部門の権限を超えるものに

ついては、当社の経営会議または取締役会で

審議し、意思決定をおこなうとともに、その後も

継続的にモニタリングを実施しています。

　さらに、職務執行ならびに財務報告の信頼性

に係るリスク管理およびその対応については 

内部監査室が監査し、内部監査室は当該結果

を代表取締役社長に報告するとともに、取締役

会および監査役会に報告する体制となってい

ます。その他の全社的なリスク管理および 

その対応についてはコンプライアンス委員会が

監査し、取締役会に報告を実施していきます。

　また、リスク案件のそれぞれの評価をおこ 

ない、これに対応した当社グループ全体の管理

を実行していくため、平成21年４月にリスク 

管理体制に関連する規程を制定し、当社グルー

プ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する 

体制の整備・強化をおこなっています。

　なお、情報セキュリティの確保・維持のため

に、情報資産の利用と保護に関する規程を 

平成20年9月に制定するとともに、情報セキュ

リティ委員会を設置し、当社グループの経営 

活動に寄与すべく情報資産の利用・保護体制

の整備・強化をおこなっています。

株主総会

監査役会
監査役

社外監査役 4名

選任・解任

業務監査

報告

事業部門・機能部門

情報セキュリティ
委員会

連携 報告

連携

連携
会計監査

選任・解任 選任・解任

選任・監督

監査

調査
監査

内部監査室
代表取締役
社長

取締役会
取締役

社内取締役 7名
社外取締役 1名

コーポレート・ガバナンス体制図

経営会議

会計監査人 コンプライアンス
委員会
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CSR ［企業の社会的責任］

携帯サイトを通じた取り組み

その他の社会貢献活動

サイトの健全化に対する取り組み

災害義援金活動

女性の健康を守る運動の支援活動

寄付金付きのワクチンペーパーを使用

　株主さま向け営業報告書や社用封筒

に、世界の子どもにワクチンを購入する 

ための寄付金を含んだ印刷用紙である

「ワクチンペーパー」を使用し、ワクチンを

贈る活動を支援しています。この用紙を

使用することで、用紙1kgあたり2円が

JCVに寄付されます。

違法ダウンロード撲滅キャンペーンに協賛

　当社は、一般社団法人日本レコード

協会（RIAJ）による違法ダウンロード 

撲滅キャンペーン「守ろう大切な音楽を

♪」に協賛、音楽著作権の遵守意識の 

向上と、音楽を正しく聴いていただくこ

との大切さを広く理解してもらう活動に

取り組んでいます。また『music.jp®』が 

レコード会社と映像制作会社が正規に

提供する楽曲を配信するサイトである 

ことを証明するため、RIAJが発行する 

エルマーク®を表記しています。

安心して利用できるSNSサイトの運営

　当社が運営するブログ／SNSサイト

『ログとも』は、お客さまが安心して利用

できるよう24時間365日の監視パト

ロール体制のもと、不適切な投稿や 

書き込みに対して削除や強制退会の 

処分などの措置を行っています。また、

18歳未満会員のサイト利用に規制を 

設けたり、自殺や犯罪予告に関する書き

込みを警察へ届けるなど、事件防止に

協力しています。

自然災害に遭われた方への災害義援金

　気象情報サイト『ソラダスお天気予報』では、自然災害で被災された方に 

災害義援金として売上の一部を寄付する活動を行っています。2010年は、1月

のハイチ大地震をはじめ、3月のチリ大地震、5月の中国青海省地震、8月には 

パキスタン洪水被害や中国豪雨災害、山口県、広島県での大雨災害に対し、 

日本赤十字社を通じて寄付を行いました。

「女性の健康週間」を支援

　女性向け健康情報サイト『ルナルナ』は、厚生労働省などが展開する 

女性の健康づくりを支援する国民運動「女性の健康週間」（毎年3月1日 

から3月8日）の活動に協力しています。サイト内に子宮頸がんについての

特設ページを設けるなど、多くの女性が生涯を通じて健康で充実した日々

を過ごせるよう貢献しています。

回収したエコキャップで途上国を援助

　一人の社員が始めたペットボトルの

キャップ回収は、今では全社を挙げた 

「エコキャップ運動」の取り組みになりま 

した。2010年はワクチン167.5人分に 

相当する13万44個を集め、NPO法人エコ

キャップ推進協会を通じてリサイクル業者

に売却されました。収益金は「認定NPO 

法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会

（JCV）」に寄付されています。

世界の子どもたちのいのちを守る活動

18 19
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概要
　当社の主力事業に関連するモバイル・コンテン

ツ市場は、一般社団法人モバイル・コンテンツ・

フォーラムの調査では、2009年度に5,525億円 

（前期比14%増）となっています。最大市場である 

音楽市場は成熟期を迎えていますが、エンター 

テインメント系や生活情報系コンテンツなどが拡

大していることや、コンテンツ利用者の年齢層が

中・高年齢層にも拡がっていることにより、モバ 

イル・コンテンツ市場は拡大傾向が続いています。

　このような中で、当社は成長が期待できる健康

情報や気象情報を中心に有料会員数の拡大を図

るべくプロモーション活動を積極的に展開し、コン

テンツ配信事業の2010年9月末の有料会員数は、

前期末比136万人増の938万人に拡大しました。

売上高・売上総利益・営業利益
　売上高は、コンテンツ配信事業における有料会

員数の拡大が寄与し、前期比19.8%増の308億

36百万円となり、6期連続で過去最高を更新しま

した。

　売上総利益は、原価率の低い健康情報やデコ

レーションメールを中心とした有料会員数の拡大

に伴う増収効果により、前期比25.9%増の224億

21百万円と大幅な増益となりました。また、売上

総利益率も前期から3.5ポイント改善し72.7%と

なりました。

　営業利益は、前期比41.5%増の31億31百万円と

なり、営業利益率は同1.6ポイントアップの10.2%と

なりました。販売費及び一般管理費のうち、主に

広告宣伝費や支払手数料、人件費、外注費が増加

しましたが、売上総利益の大幅な増益で吸収した

結果、5期連続で過去最高益を更新しました。

セグメント情報
コンテンツ配信事業

　音楽系コンテンツでは、人気楽曲の獲得や費

用対効果の高いプロモーション展開などにより、

カテゴリ全体で有料会員数を維持することができ

ました。

　健康情報では、テレビCM等による積極的なプ

ロモーションを展開するとともに、ダイエット機能

の追加などサービスの充実に取り組み、有料会員

数を大きく拡大することができました。

　気象情報では、効果的なプロモーション展開に

より有料会員数は好調に拡大するとともに、プレ

ミアム会員サービスをスタートし顧客単価の向上

にも取り組みました。

　デコレーションメールでは、最大需要期である

年末年始の積極的なプロモーション展開や絵文

字サイトの拡大により、有料会員数を拡大するこ

とができました。

　これらの結果、気象情報およびデコレーション

メールは音楽、健康情報に次ぐ100万人規模の 

サイトに成長し、2010年9月末の有料会員数は 

前期末比136万人増の938万人となりました。 

本セグメントの売上高は前期比20.7%増の304億

95百万円、営業利益は同34.6%増の36億61百万

円と増収増益となりました。

自社メディア型広告事業

　本セグメントでは、先行費用投資に伴う赤字額

を最小限に抑えながら、登録会員数の活性化に

取り組みました。2010年9月末の登録会員数は前

期末比21万人増の444万人となり、売上高は前期

比9.1%減の5億10百万円、営業損失は前期から

58百万円改善し3億69百万円となりました。

特別利益・特別損失
　特別利益は、前期比84百万円増の1億10百万

円となりました。これは主に、投資有価証券売却

益1億3百万円を計上したことなどによるものです。

　特別損失は、前期比1億45百万円減の1億88

百万円となりました。これは主に、固定資産除却

損として70百万円、投資有価証券評価損として62

百万円、リース解約損として55百万円などを計上

したことによるものです。

当期純利益
　特別損失1億88百万円の計上がありましたが、

税金等調整前当期純利益は前期比63.3%増の

30億54百万円と増益となりました。また、前期は

連結子会社である株式会社コミックジェイピー 

との合併完了による支払税金の減少がありま 

したが、今期は特殊要因が発生しなかったため、

法人税、住民税及び事業税は10億15百万円増加

しました。この結果、当期純利益は前期比9.3%

増の18億24百万円となりました。自己資本当期

純利益率（ROE）は3.1ポイント減少の24.5%とな

りました。なお、潜在株式調整後1株当たり当期

純利益は、前期の12,346.21円から13,629.91円

に上昇しました。

■ 売上高 ■ 売上総利益
 売上総利益率

セグメント別売上高・売上高構成比 ■ 販売費及び一般管理費（販管費）
 販管費率
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資産および負債・純資産
資産

　2010年9月末の資産合計は、前期末比25億33

百万円増の150億91百万円となりました。

流動資産

　流動資産は、前期末比25億12百万円増の118

億72百万円となりました。これは主に、現金及び

預金が15億66百万円、売掛金が9億35百万円増

加したことによるものです。

固定資産

　固定資産は、投資有価証券が2億70百万円減

少しましたが、ソフトウエアが1億72百万円、繰

延税金資産が88百万円それぞれ増加したことな

どにより、前期末比21百万円増の32億19百万円

となりました。

負債

　2010年9月末の負債合計は、前期末比10億81

百万円増の68億32百万円となりました。

流動負債

　流動負債は、前期末比12億52百万円増の62

億87百万円となりました。これは主に、未払法人

税等が8億16百万円、未払金が2億36百万円、 

コイン等引当金が66百万円増加したことによる 

ものです。

固定負債

　固定負債は、前期末比1億70百万円減の5億44

百万円となりました。これは主に、長期借入金が2

億円減少したことによるものです。

有利子負債

　有利子負債（長期借入金）は、前期末比2億円

減の4億99百万円となりました。

純資産

　2010年9月末の純資産は、当期純利益として18

億24百万円を計上したことなどにより、前期末比

14億52百万円増の82億59百万円となりました。

　当期は1億90百万円の自己株式を取得する一方

で、99百万円の自己株式を消却しました。

　自己資本比率は前期末比0.3ポイント改善し、

54.0%となりました。

キャッシュ・フロー
　2010年9月末の現金及び現金同等物は、前期

末比15億66百万円増の30億99百万円となりま 

した。当期における各キャッシュ・フローの状況 

および要因は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債

権の増加による9億35百万円や法人税等の支払

いによる6億26百万円などの資金流出がありまし

たが、税金等調整前当期純利益30億54百万円や

減価償却費9億14百万円などにより、31億75百 

万円の資金流入（前期は17億40百万円の資金 

流入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会

社株式売却による2億36百万円の資金流入があり

■ 営業利益
 営業利益率
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ましたが、無形固定資産（主にソフトウエア）の 

取得による支出11億17百万円などにより10億 

4百万円の資金流出（前期は10億81百万円の資金

流出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金

の支払いによる支出2億68百万円、長期借入金返

済による支出2億円、自己株式取得による支出 

1億90百万円などにより、6億4百万円の資金流出

（前期は5億51百万円の資金流出）となりました。

株主還元方針
　株主還元にあたっては、「中長期的な売上高･

利益の持続的成長と株主の皆さまへの利益還元

の調和」という資本政策の基本方針、そして積極

的な事業展開に備えるための内部留保を勘案し、

総還元性向（配当金と自己株式取得の合計額の

連結当期純利益に対する比率）として35%を目安

に株主還元を行っていきます。

　期末配当金については、5期連続で連結営業 

利益、経常利益ともに過去最高益を更新した 

こと、配当金による株主還元を拡充する観点か

ら、1株当たり1,500円増配の年間配当3,500円と

しました。この結果、当期の総還元性向は36.1%

となりました。

事業等のリスク
　当社の事業展開上リスク要因となる可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しています。また、

必ずしも事業上のリスク要因に該当しない事項で

あっても、投資を判断する上で重要または有益、

あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と

考えられる事項については、情報開示の観点から

積極的に開示しています。

　なお、当社では、これらのリスク発生の可能性を

認識した上で、その発生の回避、そして発生した

場合には迅速な対応に努める方針ですが、当社

株式に関する投資判断は、本項および本項以外

の記載内容も併せて慎重に検討した上で行われ

る必要があると考えます。また、以下の記載は、

当社株式の投資に関するすべてのリスクを網羅し

ているわけではないことをご留意ください。

特定人物への依存

　当社の代表取締役社長である前多俊宏は、当

社の強みである事業モデルの創出やデータ解析技

術等のノウハウ蓄積において中心的な役割を担

い、また、実際の事業の推進においても重要な役

割を果たしています。当社は、同氏に対して過度に

依存しない経営体制の構築を目指し、人材の育

成・強化に注力していますが、同氏が何らかの理由

により業務執行できない事態となった場合、当社

の業績に重大な影響を与える可能性があります。

事業環境における想定外の変化

　当社の主力事業であるモバイル・コンテンツ事

業において、以下のような要因により現時点にお

いて当社が想定する売上高あるいは経費の見通

しに大きな相違が発生する可能性があり、その結

果、当社の経営方針や経営戦略の変更を余儀な

くされ、当社の業績に大きな影響を与える可能性

があります。

① 技術革新が急速に進展している中で、携帯端

末そのものの優位性が急速に失われたり、ス

マートフォンへの移行が当社の想定を遥かに上

回るペースで進む、ユーザーの嗜好が大きく変

化する等、計画策定時の想定を超える不確定

要素が顕在化した場合。

② コンテンツの内容・品質・価格等の面で同業他

社との差別化を図ることができず、公式サイト

および一般サイトにおいて会員数を計画通りに

確保できない場合。または、同業他社との会員

獲得競争が熾烈なものになり、価格面での競

争が激化する中で、コスト競争力を維持できず

に会員数を維持できない場合。

③ ユーザーニーズに適合したサービスの開発・提

供や収入形態の変化、先進技術への対応等が

遅れることにより、サービス・技術の陳腐化を

招いた場合。あるいは、予想以上にコンテンツ

制作コストが増加し、コンテンツ制作の面で効

率的な開発体制を維持できず、収益が確保で

きない場合。

④ モバイル・コンテンツ市場が急激に飽和・衰退

する、あるいは広告宣伝による販促効果が期

待通りに得られない等の事情により公式サイト

および一般サイトにおいて会員数を計画通りに

確保できない場合。または、予想以上にコンテ

ンツ獲得コストが増加し、収益の確保が困難と

なる場合。

⑤ 当社事業を規制する法令等が改定・新設され、

当該規制に対応していくためのサービス内容の

変更やサービスを運営・維持するためのコスト

の増加、事業展開の制限や事業を中断せざる

をえない事態等が発生した場合。

情報ネットワークの不稼働

　当社は通信回線や情報システムを活用した事業

を展開していますので、自然災害や事故等による

通信回線切断や、予想を超える急激なアクセス数

増加によるシステムダウンまたはウィルスや外部か

らのコンピュータ内への不正侵入による重要デー

タ消失等により情報ネットワークが長期間にわた

り不稼働になった場合には事業を中断せざるをえ

ず、当社の業績に大きな影響を与える可能性があ

ります。

個人情報の流出

　当社は、取り扱う個人情報について、厳格な管

理体制を構築し、情報セキュリティを確保するとと

もに、情報の取り扱いに関する規程類の整備・充

実や従業員・取引先等への教育・研修・啓蒙を図

るなど、個人情報の保護を徹底していますが、個

人情報の流出により問題が発生した場合には、当

社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

知的財産権の侵害

　当社は、第三者の知的財産権を侵害しないよ

う常に注意を払って事業展開していますが、当社

の認識の範囲外で第三者の知的財産権を侵害す

る可能性があり、その第三者より損害賠償請求お

よび差止め請求等の訴訟を起こされ、賠償金の

支払い等が発生した場合には、当社の業績に大

きな影響を与える可能性があります。

キャッシュ・フロー ■ 1株当たり配当金 （左目盛り）
■ 自己株式買付状況 （右目盛り） 営業活動によるキャッシュ・フロー

 投資活動によるキャッシュ・フロー
 財務活動によるキャッシュ・フロー
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※ 2008年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しました。 
このため、2007年9月期以前は株式分割前の株数で算出しています。
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単位：千円

2009 2010

資産の部
流動資産

　現金及び預金 ¥   1,532,367 ¥   3,099,008

　売掛金 6,733,666 7,669,115

　貯蔵品 6,336 ̶

　前渡金 318,454 190,024

　前払費用 293,937 259,783

　未収入金 ̶ 168,418

　繰延税金資産 658,367 789,718

　その他 157,503 29,526

　貸倒引当金 △340,726 △333,355

　　　流動資産合計 9,359,907 11,872,239

固定資産

　有形固定資産

　　建物附属設備 281,660 283,027

　　減価償却累計額 △109,360 △137,729

　　建物附属設備（純額） 172,299 145,297

　　工具、器具及び備品 158,847 192,253

　　減価償却累計額 △117,678 △108,458

　　工具、器具及び備品（純額） 41,168 83,795

　　　有形固定資産合計 213,468 229,093

　無形固定資産

　　商標権 2,089 ̶

　　ソフトウエア 1,338,488 1,511,065

　　電話加入権 349 ̶

　　その他 4,326 11,439

　　　無形固定資産合計 1,345,253 1,522,504

　投資その他の資産

　　投資有価証券 594,702 324,413

　　長期貸付金 150 ̶

　　敷金及び保証金 593,512 594,264

　　長期前払費用 22,828 ̶

　　繰延税金資産 420,902 508,979

　　その他 23,879 50,298

　　貸倒引当金 △9,860 △10,402

　　投資損失引当金 △7,327 ̶

　　　投資その他の資産合計 1,638,787 1,467,553

　　　固定資産合計 3,197,509 3,219,151

資産合計 ¥ 12,557,417 ¥ 15,091,391

単位：千円

2009 2010

負債の部
流動負債

　買掛金 ¥   1,974,322 ¥   1,979,920

　1年内返済予定の長期借入金 200,196 200,196

　未払金 1,123,063 1,359,546

　未払費用 347,788 408,905

　未払法人税等 432,006 1,248,988

　未払消費税等 65,959 129,067

　前受金 10,186 ̶

　預り金 51,338 ̶

　コイン等引当金 803,064 869,627

　役員賞与引当金 25,320 23,652

　その他 1,781 67,604

　　　流動負債合計 5,035,027 6,287,509

固定負債

　長期借入金 499,510 299,314

　退職給付引当金 120,409 158,934

　負ののれん 95,248 86,130

　その他 141 141

　　　固定負債合計 715,309 544,520

　負債合計 5,750,336 6,832,029

純資産の部
株主資本

　資本金 2,535,392 2,562,740

　資本剰余金 3,045,573 3,072,920

　利益剰余金 1,123,839 2,580,485

　自己株式 ̶ △90,624

　　　株主資本合計 6,704,805 8,125,522

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 42,897 21,564

　為替換算調整勘定 ̶ △1,590

　　　評価・換算差額等合計 42,897 19,973

新株予約権 59,377 113,865

　純資産合計 6,807,080 8,259,361

負債純資産合計 ¥ 12,557,417 ¥ 15,091,391

株式会社エムティーアイおよび連結子会社
2009年および2010年9月30日現在

連結貸借対照表
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単位：千円

2009 2010

売上高 ¥ 25,732,891 ¥ 30,836,621

売上原価 7,920,514 8,415,026

売上総利益 17,812,377 22,421,594

販売費及び一般管理費 15,599,263 19,289,697

営業利益 2,213,113 3,131,896

営業外収益

　　受取利息 447 116

　　受取配当金 3,098 3,683

　　負ののれん償却額 9,117 9,117

　　持分法による投資利益 ̶ 116

　　その他 6,303 10,302

　　営業外収益合計 18,966 23,336

営業外費用

　　支払利息 20,526 17,379

　　持分法による投資損失 1,365 ̶

　　消費税等調整額 25,739 ̶

　　その他 6,457 5,188

　　営業外費用合計 54,089 22,567

経常利益 2,177,990 3,132,665

特別利益

　　投資有価証券売却益 ̶ 103,198

　　貸倒引当金戻入額 26,407 ̶

　　その他 6 7,732

　　特別利益合計 26,413 110,930

特別損失

　　固定資産除却損 100,574 70,791

　　投資有価証券評価損 19,185 62,103

　　リース解約損 ̶ 55,768

　　退職給付費用 89,116 ̶

　　コンテンツ情報料 109,245 ̶

　　その他 15,840 ̶

　　特別損失合計 333,961 188,664

税金等調整前当期純利益 1,870,442 3,054,931

法人税、住民税及び事業税 419,719 1,434,800

法人税等調整額 △218,830 △204,785

法人税等合計 200,889 1,230,014

当期純利益 ¥   1,669,553 ¥   1,824,916

単位：千円

株主資本
評価・ 

換算差額等
新株 
予約権

純資産 
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 
合計

その他 
有価証券 
評価差額金

2008年9月30日残高 ¥ 2,506,071 ¥ 3,016,252 ¥    335,459 ¥ △499,372 ¥ 5,358,411 ¥ 10,323 ¥ 16,802 ¥ 5,385,537

当期変動額

　新株の発行 29,320 29,320 58,640 58,640

　剰余金の配当 △135,687 △135,687 △135,687

　当期純利益 1,669,553 1,669,553 1,669,553

　連結範囲の変動 △22,128 △22,128 △22,128

　自己株式の取得 △223,985 △223,985 △223,985

　自己株式の消却 △723,357 723,357 ̶ ̶

　 株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額）

32,574 42,575 75,149

当期変動額合計 29,320 29,320 788,380 499,372 1,346,393 32,574 42,575 1,421,542

2009年9月30日残高 ¥ 2,535,392 ¥ 3,045,573 ¥ 1,123,839 ¥              ̶ ¥ 6,704,805 ¥ 42,897 ¥ 59,377 ¥ 6,807,080

単位：千円

株主資本 評価・換算差額等
新株 
予約権

純資産 
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 
合計

その他 
有価証券 
評価差額金

為替 
換算調整 
勘定

評価・ 
換算差額等
合計

2009年9月30日残高 ¥ 2,535,392 ¥ 3,045,573 ¥ 1,123,839 ¥              ̶ ¥ 6,704,805 ¥   42,897 ¥          ̶ ¥   42,897 ¥   59,377 ¥ 6,807,080

当期変動額

　新株の発行 27,347 27,347 54,695 54,695

　剰余金の配当 △268,684 △268,684 △268,684

　当期純利益 1,824,916 1,824,916 1,824,916

　自己株式の取得 △190,211 △190,211 △190,211

　自己株式の消却 △99,587 99,587 ̶ ̶

　 株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額）

△21,332 △1,590 △22,923 54,487 31,564

当期変動額合計 27,347 27,347 1,456,645 △90,624 1,420,717 △21,332 △1,590 △22,923 54,487 1,452,281

2010年9月30日残高 ¥ 2,562,740 ¥ 3,072,920 ¥ 2,580,485 ¥   △90,624 ¥ 8,125,522 ¥   21,564 ¥ △1,590 ¥   19,973 ¥ 113,865 ¥ 8,259,361

株式会社エムティーアイおよび連結子会社
2009年および2010年9月30日に終了した会計年度

株式会社エムティーアイおよび連結子会社
2009年および2010年9月30日に終了した会計年度

連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書
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株主名 持株数（株） 議決権比率

前多俊宏 29,314 21.93%

株式会社ケイ・エム・シー 25,240 18.88%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,750 5.80%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,038 3.77%

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 2,199 1.64%

株式会社昭文社 1,680 1.26%

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505041（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 1,646 1.23%

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 1,629 1.22%

株式会社SBI証券 1,475 1.10%

バンクオブニューヨ－クメロンエスエ－エヌブイクライアンツアカウント ファンファーレジャパン 
（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行） 1,255 0.94%

単位：千円

2009 2010

営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税金等調整前当期純利益 1,870,442 ¥   3,054,931
　　減価償却費 872,162 914,344
　　負ののれん償却額 △9,117 △9,117
　　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,295 △3,700
　　コイン等引当金の増減額（△は減少） 174,516 66,562
　　退職給付引当金の増減額（△は減少） 118,388 38,524
　　受取利息及び受取配当金 △3,545 △3,799
　　支払利息 20,526 17,379
　　持分法による投資損益（△は益） 1,365 △116
　　固定資産除却損 100,574 70,791
　　投資有価証券売却損益（△は益） ̶ △103,198
　　投資有価証券評価損益（△は益） 19,185 62,103
　　売上債権の増減額（△は増加） △1,285,915 △935,449
　　貯蔵品の増減額（△は増加） 2,479 ̶
　　前渡金の増減額（△は増加） △167,052 128,429
　　前払費用の増減額（△は増加） △77,772 34,154
　　未収入金の増減額（△は増加） 72,521 △16,745
　　仕入債務の増減額（△は減少） 397,278 5,597
　　未払金の増減額（△は減少） 356,233 236,483
　　未払費用の増減額（△は減少） 9,567 61,117
　　未払消費税等の増減額（△は減少） △47,087 63,107
　　前受金の増減額（△は減少） △1,827 ̶
　　預り金の増減額（△は減少） 15,605 ̶
　　その他 103,379 58,293
　　　　小計 2,543,205 3,739,696
　　利息及び配当金の受取額 3,545 79,383
　　利息の支払額 △20,526 △17,379
　　法人税等の支払額 △785,339 △626,221
　　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,740,885 3,175,478
投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出 △14,423 △61,805
　　無形固定資産の取得による支出 △1,230,413 △1,117,675
　　投資有価証券の取得による支出 ̶ △44,057
　　投資有価証券の売却による収入 216,000 236,200
　　貸付金の回収による収入 294 ̶
　　敷金の差入による支出 △30,720 ̶
　　その他 △21,922 △17,103
　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △1,081,186 △1,004,442
財務活動によるキャッシュ・フロー

　　長期借入金の返済による支出 △200,196 △200,196
　　社債の償還による支出 △50,000 ̶
　　株式の発行による収入 58,640 54,695
　　自己株式の取得による支出 △223,985 △190,211
　　配当金の支払額 △135,687 △268,684
　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △551,227 △604,395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108,471 1,566,640
現金及び現金同等物の期首残高 1,442,113 1,532,367
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △18,217 ̶
現金及び現金同等物の期末残高 ¥   1,532,367 ¥   3,099,008

会社概要

商号 株式会社エムティーアイ

設立 1996年8月12日

資本金 2,562百万円（2010年9月30日現在）

従業員数 554名（連結：2010年9月30日現在）

事業内容  コンテンツ配信事業

本社所在地
 〒163-1435 
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 
東京オペラシティタワー35階

グループ会社

株式会社テラモバイル
株式会社フィル
Jibe Mobile株式会社
株式会社リッスンジャパン
MShift, Inc.
上海海隆宜通信息技術有限公司

URL http://www.mti.co.jp/

役員 （2010年12月23日現在）

代表取締役社長 前　 多　 俊　 宏

取締役副社長 泉　　　 博　 史
専務取締役 髙　 橋　 次　 男
常務取締役 大　 沢　 克　 徳
取締役 清　 水　 義　 博
取締役 松　 本　　　 博
取締役 佐 々 木　 隆　 一
取締役 小 名 木　 正　 也
常勤監査役 箕　 浦　　　 勤
監査役 和　 田　 一　 廣
監査役 中　 村　 好　 伸

監査役 崎　 島　 一　 彦

株式の概要 （2010年9月30日現在）

銘柄コード 9438

上場証券取引所 大阪証券取引所 ジャスダック

発行可能株式総数 447,600株

発行済株式総数 134,388株

株主総数 5,292名

大株主 （2010年9月30日現在）

株式分布状況 （2010年9月30日現在）

1株以上5株未満 5.71%
5株以上10株未満 3.35%
10株以上50株未満 10.88%
50株以上100株未満 3.77%
100株以上500株未満 9.48%
500株以上1,000株未満 8.46%
1,000株以上5,000株未満 8.25%

5,000株以上 50.11%

金融機関 13.12%
金融商品取引業者 3.28%
その他の法人 21.85%
外国法人等 12.31%
個人・その他 48.93%
自己名義株式 0.52%

所有者別
分布状況

（持株比率）

所有株数別
分布状況

（持株比率）

株式会社エムティーアイおよび連結子会社
2009年および2010年9月30日に終了した会計年度

連結キャッシュ・フロー計算書 会社概要／株式情報

「着うたフル®」「着うた®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標または商標です。
「iモード」「デコメ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
「iPhone」は、Apple inc.の商標です。
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株主名 持株数（株） 議決権比率

前多俊宏 29,314 21.93%

株式会社ケイ・エム・シー 25,240 18.88%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,750 5.80%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,038 3.77%

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 2,199 1.64%

株式会社昭文社 1,680 1.26%

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505041（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 1,646 1.23%

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 1,629 1.22%

株式会社SBI証券 1,475 1.10%

バンクオブニューヨ－クメロンエスエ－エヌブイクライアンツアカウント ファンファーレジャパン
（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行） 1,255 0.94%

会社概要

商号 株式会社エムティーアイ

設立 1996年8月12日

資本金 2,562百万円（2010年9月30日現在）

従業員数 554名（連結：2010年9月30日現在）

事業内容  コンテンツ配信事業

本社所在地
 〒163-1435
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
東京オペラシティタワー35階

グループ会社

株式会社テラモバイル
株式会社フィル
Jibe Mobile株式会社
株式会社リッスンジャパン
MShift, Inc.
上海海隆宜通信息技術有限公司

URL http://www.mti.co.jp/

役員 （2010年12月23日現在）

代表取締役社長 前　 多　 俊　 宏

取締役副社長 泉　　　 博　 史
専務取締役 髙　 橋　 次　 男
常務取締役 大　 沢　 克　 徳
取締役 清　 水　 義　 博
取締役 松　 本　　　 博
取締役 佐 々 木　 隆　 一
取締役 小 名 木　 正　 也
常勤監査役 箕　 浦　　　 勤
監査役 和　 田　 一　 廣
監査役 中　 村　 好　 伸

監査役 崎　 島　 一　 彦

株式の概要 （2010年9月30日現在）

銘柄コード 9438

上場証券取引所 大阪証券取引所 ジャスダック

発行可能株式総数 447,600株

発行済株式総数 134,388株

株主総数 5,292名

大株主 （2010年9月30日現在）

株式分布状況 （2010年9月30日現在）

1株以上5株未満 5.71%
5株以上10株未満 3.35%
10株以上50株未満 10.88%
50株以上100株未満 3.77%
100株以上500株未満 9.48%
500株以上1,000株未満 8.46%
1,000株以上5,000株未満 8.25%

5,000株以上 50.11%

金融機関 13.12%
金融商品取引業者 3.28%
その他の法人 21.85%
外国法人等 12.31%
個人・その他 48.93%
自己名義株式 0.52%

所有者別
分布状況

（持株比率）

所有株数別
分布状況

（持株比率）

会社概要／株式情報

「着うたフル®」「着うた®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標または商標です。
「iモード」「デコメ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
「iPhone」は、Apple inc.の商標です。



〒163-1435
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
東京オペラシティタワー35階
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