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スマートフォン有料会員数のさらなる拡大

RAFネットワークの強化

顧客単価（ARPU）の向上

コンテンツ・サービスの充実

中長期的な取り組み

ヘルスケアサービスの
売上実現フェーズ
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Keyword

リアルアフィリエイトとは？

当社の強みとは？
　全国の携帯ショップに来店されるお
客さまに、自社・他社コンテンツを販売
促進するリアルアフィリエイト・ネッ
トワーク（RAFネットワーク）が圧倒的
No.1の規模を有していることです。

2 0 1 6 年 9 月 期
針基 本 方

2016年9月期の
3つの基本方針と
取り組みについて
説明します
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北海道・東北・北関東・
北陸・東京・東海・関西・
中国四国・九州・沖縄

　当社では、全国の携帯ショップと
いうリアルな場において自社・他社
のコンテンツを紹介し、その携帯
ショップで成果（お客さまがコンテ
ンツに入会）があった場合には成果
報酬を支払っているので、『リアルア
フィリエイト』と呼んでいます。そし
て、全国の携帯ショップの販売ネッ
トワークを『RAFネットワーク』と呼
んでいます。
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リアル
アフィリエイト
促進依頼

コンテンツ
紹介

　2016年9月期は、未稼働の携帯ショップを稼働させるなどの展開も行うことによりRAFネット

ワークをさらに強化し、新規入会者数の拡大を通じて連結業績の拡大に繋げていきます。

❷RAFネットワークの強化における効果は？

　これらのRAFネットワークの強化に対する取り組みにより、以下の3つのスマートフォンビジネ

スに有効に機能し、当社の連結業績を拡大させることができました。

❶RAFネットワークの強化について具体的な取り組みは？

　RAFネットワークをさらに強固なものにするため、以下の施策を進めています。
これらの量的・質的なアプローチを粘り強く行い、有料会員の「新規入会者数の増加」と「退会率の
改善」を通じて、スマートフォン有料会員数のさらなる拡大を目指します。

RAFネットワークの強化

  Chapter 

お客さま コンテンツ
入会へ

営業拠点

携帯
ショップ

エムティーアイ

C社B社A社エムティーアイ　これまで東京から出張ベース
で全国の携帯ショップをサポー
トしてきましたが、全国の主要
都市に9つの営業拠点を設置し
ました。これにより、携帯ショッ
プへの訪問数が増え、よりきめ
細かくサポートすることもで
き、店舗稼働数は増加傾向にあ
ります。

●全国に営業拠点を設置 　スマートフォン有料会員の新規入会者数を
順調に伸ばすことができ、スマートフォン有
料会員数を600万人（2015年9月末時点）ま
で拡大しました。

●スマートフォン有料会員数（自社コンテンツ）
（単位：万人）

’14/09
1Q

480

2Q

533

3Q

528

4Q

540

’15/09
1Q

552

2Q

590

3Q

569

4Q

600

　RAFネットワークの仕組みを他社コンテン
ツにも応用したRAF事業（手数料収入）は、連
結の営業利益に大きく貢献し、安定収益事業
に成長しています。

●RAF事業の売上高（他社コンテンツ）

’14/09
1Q 2Q 3Q 4Q

’15/09
1Q 2Q 3Q 4Q

※『スゴ得コンテンツ』は㈱NTTドコモが提供する、幅広いジャンルのコ
ンテンツが月額380円（税別）で使い放題になるサービスです。
※auスマートパスはKDDI㈱が提供する、厳選コンテンツ、クーポン、エ
ンタメなどが月額372円（税別）で楽しめるサービスです。

　特に㈱NTTドコモ『スゴ得コンテンツ』向け
の売上高が大きく拡大させることができ、連
結の営業利益に大きく貢献しています。

●携帯キャリア系月額定額
　使い放題サービス向け売上高

：スゴ得コンテンツ
：auスマートパス

’14/09
1Q 2Q 3Q 4Q

’15/09
1Q 2Q 3Q 4Q高 低手数料率

高低 退会率

S A B CSS

優良店

　2015年9月期から携帯ショッ
プ別の退会率別報酬制度の導入
を進めています。これにより、携
帯ショップに来店されたお客さ
まへのコンテンツのより丁寧な
説明を浸透させることができ、
退会率の低下に繋がっていま
す。

●携帯ショップ別の退会率別報酬制度を導入

1
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　サービスの高付加価値化を通じて、顧客単価（ARPU）の向上に取り組んでいます。
また、P12で説明したRAFネットワークという販売チャネルの強みも活かすことにより、スマート
フォン有料会員における高課金比率をさらに拡大させていきます。

　具体的には、次の3つのカテゴリーにおいて付加価値の高いサービスを提供することにより、さら
なるARPUの向上に繋げていきます。

　コンテンツ配信事業の売上高は、下記の計算式で算出されます。したがって、売
上高を拡大させるためには、「全体有料会員数」または「ARPU」のいずれかを拡大さ
せる必要があります。

売上高 ＝　　　　　×　　　　　× 12か月全体有料
会員数

顧客単価
（ARPU）

　全体有料会員数は800万人前後で推移していますので、仮に年間平均のARPUを

10円向上させることができた場合、下記のとおり売上高は約10億円の増収効果に
繋がります。

800万人 × 10円 × 12か月 ＝ 9.6億円

なぜ「ARPUの向上」なのか？

コンテンツ・サービスの充実

  Chapter 

　『music.jp』では、音楽のサービスだけで
なく、一つのサイトで音楽・書籍・コミッ
ク・動画が楽しめるようになりました。
2015年より動画の品揃えを強化するため
にハリウッドの映画作品を追加しています
が、今後も随時品揃えを強化し、より多くの
最新作を楽しんでいただくことを通じて顧
客単価の向上に繋げていきます。

音楽・書籍・動画

月額（税別）
300円

400円
▼

『マッドマックス　怒りのデス・ロード』
© 2015 Warner Bros. Entertainment 
Inc. All rights reserved.

『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』
H A R RY P OT T E R  c h a ra c t e rs ,  n a m e s  a n d 
related indicia are trademarks of and  © 
Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter 
Publishing Rights  © J.K.R.  ©  2007 Warner Bros. 
Entertainment Inc. All rights reserved.

　2015年7月に天気と地図・ナビのサービ
スを統合したことにより、日常はもちろん
外出先でも一つのサイトで天気情報と地
図・ナビ情報を一度に調べることができる
ようになりました。お客さまにとってより
便利な利用シーンを創出できるサービスの
提供に取り組むことを通じて顧客単価の向
上に繋げていきます。

天気・地図・ナビ

月額（税別）
300円・380円

380円
▼

　『カラダメディカ』では、健康に関わる
Q&Aの問い合わせ回数が増加している状
況を踏まえ2015年6月よりメールでの質
問数を「月最大3回まで」から「月最大10回
まで」に拡大し、その「月10回」の有料会員
数は好調に拡大しています。健康に対する
不安や疑問を解消するサービスの拡充に取
り組むことを通じて顧客単価の向上に繋げ
ていきます。

ヘルスケア

月額（税別）
300円

400円
▼

※電話での相談は医師ではなく
医療従事者が行います。
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医師等と連携した医療情報サービス

　健康、妊娠、育児などについて相談でき
る『カラダメディカ』ですが、幅広い分野
の専門家による迅速で丁寧なサポートが
好評です。

※電話での相談は医師ではなく医療従事者が行います。

女性向け
健康情報
サービス

電子母子手帳
サービス

●ベーシック
   コース
●ファミリー
   コース

遺伝子解析
サービス

（連結子会社）

各サービス間のデータ連携が可能な　　　　　　　健康情報管理データベースを構築

医師等 健保組合等 スポーツジム等薬局病院

他社・団体との協業

医師等と連携
した医療情報
サービス

（連結子会社）

アスリート向け
健康管理
サービス

NEW!

遺伝子解析サービス

　一般的な遺伝子解析の他に、ル
ナルナユーザーの協力を得て女性
特有の遺伝子に関する研究も進め
ています。

新ブランド『CARADA』

　あらゆるカラダのデータをスマート
フォンで一括管理できる新ブランド
『CARADA』を11月より開始しました。

※CARADAおよびC
・・

ARADAは、株式会社エムティーアイが
使用権を有する商標です。

データ連携

（連結子会社）

  Chapter 

ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ
　当社では、今後市場規模が大きく、お客さまのライフステージを長期間サポートすることが可能で
あり、成長性が高いと期待されるヘルスケアサービス事業に対して中長期的に取り組んでいます。

　それぞれのヘルスケアサービスを相互連携させることにより付加価値の高いサービスを、提供
し、お客さまの健康支援に努めていきます。

データ連携
研究協力者

自治体

女性向け健康情報サービス

　多くの女性に親しまれている
『ルナルナ』ですが、生理日や排卵
日予測中心のサービスから発展
し、妊活や妊娠・育児をサポートす
るサービスも提供しています。

体温計
連携

800万DL
突破！

※2015年10月末

一般人向け
サービス
スタート！

ルナルナ
妊娠ノート

ルナルナ
体温ノート

ルナルナ
Lite

新ブランド
『CARADA』

健診サービス 機器連携サービス

栄養相談サービス 電子お薬手帳

アスリート向け健康管理サービス

　スポーツジムのトレーナー向けに、ジ
ム会員のトレーニングをより効果的に管
理できるツールを提供しています。

3

CARADA

カラダの
毎日を管理

CARADA 
お薬手帳
自分や子供の
お薬情報を
まとめて管理

CARADA
健診手帳

健診・検査結果を
簡単に記録・管理
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