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株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ
ます。

ここ数年にわたるフィーチャーフォンからス
マートフォンへの大きな、そして非常に早い流れ
の市場変化のなか、当社グループは従来のミド
ルウェア事業中心の活動から、大きく変革を行う
べく活動してまいりました。

フィーチャーフォン向けライセンス売上が激減
する中、スマートフォン向けサービスの立ち上が
り期間においては投資が先行し、2012年8月期
までは非常に厳しい業績結果となりました。株主
の皆様をはじめステークホルダーの皆様には大
変ご心配をおかけしてきましたことを深くお詫
び申し上げます。

2013年8月期より、当社のビジネスモデルを
大きく変えることを決断しております。設立以
来、ミドルウェアのライセンスおよび受託開発を
主要事業とし、開発会社として事業活動を行って

代表取締役社長

堤 純也
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まいりましたが、今後は、サービスを提供する会
社として、業態を転換いたします。安定したサー
ビス基盤を確立した「スマートフォン事業」、成長
著しいソーシャルゲームなどの「コンテンツサー
ビス事業」、好調に成長している連結子会社（株）
AMSによる「ECフルフィルメントサービス事業」
の3つの柱にすべての経営資源を集中させ、生
まれ変わったアクロディアグループとして活動を
開始しております。

ソフトウェアの受託開発および販売といった従
来の事業は縮小・撤退してまいりますが、各ス
テークホルダー様に認めていただいてまいりま
した技術力を更に磨き、今後も“最高の発想の実
現”に挑戦し続け、「ユーザーに豊かなライフスタ
イルを提供できるサービスプラットフォーム」を
提供させていただきます。そして、アクロディア
ならではのソリューションを日本、そして世界に
向け展開してまいります。

スマートフォンへの移行期では、大きな谷間を
乗り越える形となり、痛みを伴う改革も必要では
ございましたが、2012年8月期を底打ちとして、
新年度からは従来のパワーと勢いを取り戻し、業

績回復に向け取り組んでおります。経営陣、社員
一同、引き続き一層励んでまいりますので、今後
ともアクロディアグループへのご支援を賜りま
すよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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2011年度（2011年4月〜2012年3月）にお
ける国内の携帯電話端末の総出荷台数は、
フィーチャーフォン（従来型の携帯電話）からス
マートフォンへのトレンドシフトが急速に進み、初
めてスマートフォンが過半数に達しました。今後

もスマートフォン市場は更なる拡大が予想され
ています。

また、スマートフォンのOS別契約数シェアで
は、AndroidがiOSを上回り過半数に達し、前年
度から逆転する結果となりました。

Acrodea Groupのビジネス環境
当社グループはスマートフォン向けソリューションの強
化を図っています。スマートフォンならではのソリュー
ションの提供を開始し、市場のトレンドシフトに対応した
事業を展開しています。

スマートフォン出荷台数、契約数の推移・予測（2012年3月予測）
（百万台）� （万件）
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スマートフォンOS別契約数シェア
（2011年12月末）

スマートフォン市場

（出所:（株）MM総研）

関連市場の
将来展望

※ 「Android」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。4
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日本のBtoC EC市場規模は、継続的に拡大し
ており、2011年（2011年1月〜12月）は、前年
比8.6%増の8.5兆円となっています。また、EC
の浸透を示す指標であるEC化率についても、前
年比0.37ポイント上昇し2.83%となっています。
特に小売業のうち、当社グループがターゲットと

する「衣 類・アクセサリー 小 売」においては、
1,440億円と前年比で28.6%伸びるとともにEC
化率も上昇していますが、2011年でEC化率
1.12%とまだ低く、今後の成長余地が非常に高
い状況となっています。

私たちアクロディアグループが対面する、国内のスマートフォン市場および電子商取引（EC）市場
は、継続的な拡大が見込まれています。

（株）AMSでは、大規模ECサイトの要求に応えられるEC
支援サービスを行っています。基幹システム、WEBデザ
イン・販売戦略チーム、商品登録・商品撮影・カスタマー
サポート業務などを組み合わせ、商品を調達する以外の
EC通販サイト運営をご要望に応じてサポートしています。

業種
2010年 2011年

EC市場規模 EC化率 EC市場規模 EC化率前年比 前年比

小
売
業

総合小売 16,110 112.7% 4.18% 17,820 110.6% 4.74%
衣料･アクセサリー小売 1,120 130.2% 0.88% 1,440 128.6% 1.12%
食料品小売　 4,360 115.6% 0.71% 5,320 122.0% 0.85%
自動車･パーツ小売

12,220 129.2% 3.47% 12,460 102.0% 4.08%家具･家庭用品小売
電気製品小売
医療化粧品小売　 3,120 138.7% 2.85% 4,200 134.6% 3.64%
スポーツ･本･音楽･玩具小売 3,330 112.1% 2.14% 3,670 110.2% 2.46%

小売業BtoC—EC市場規模の推移
（億円）

（出所：経済産業省）
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社長インタビューQ&A

2012年8月期の業績について、堤社長の評価をお聞かせ
ください。

先行投資による損失計上も業績は底打ち感、 
2013年8月期は新たな飛躍へのリスタート

従前のフィーチャーフォン向けミドルウェアの開発・提供を主軸とし
た事業からの脱却を目指し、スマートフォン向けサービスの確立を推進
しました。その成果として、フィーチャーフォン向けの売上減少分を補
うまでには至りませんでしたが、スマートフォン向けサービスの売上
は徐々に拡大してきました。

ソフトウェアからの脱却、
サービスを中心とした変革を遂げ、
新たなステージへ
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アクロディアグループを取り巻く市場環境について教えて
ください。

急速なシフトチェンジが進むスマートフォンを活用した 
EC市場の拡大

当社グループの主戦場である携帯電話市場は、フィーチャーフォン
からスマートフォンへのシフトが、ここ数年で著しく進んでいます。当
社はフィーチャーフォン向けに開発したミドルウェアを携帯電話へ組み
込み提供することを事業の柱としていましたが、スマートフォンではミ
ドルウェア自体の必要性が低くなりました。そのため当社はスマート
フォン向けサービス提供へのシフトをこの数年で行ってきました。ス
マートフォン向けサービスは大別して2つあり、1つは事業会社やコン
テンツプロバイダーへ、スマートフォンを使ってサービス展開するため
のサービス基盤（プラットフォーム）の提供です。2つめはエンドユー
ザーへ直接提供するサービスで、当社の代表的なものとしてはきせか
えサービスの「きせかえtouch®ストア」やソーシャルゲーム「サッカー

また、持分法関連会社であるGMOゲームセンター（株）では、
Android搭載端末向けのゲームアプリ配信サービス「Gゲー」が、月
100万人を超えるペースで会員数を順調に伸ばしています。

一方、EC事業においては、連結子会社である（株）AMSが提供
するECフルフィルメントサービスが好調に推移しています。利用
顧客数は前期（2011年8月期）末時点の6社から当期（2012年8
月期）末時点で13社と大幅に増加し、順調に収益が拡大したことで
通期黒字を達成することができました。

2012年8月期はスマートフォン向けサービス拡充によるコスト
増、GMOゲームセンター（株）の積極的な事業展開に向けた人員増
加や広告宣伝活動などの、持分法による投資損失により、大幅な損
失を計上することとなりました。しかし、スマートフォン向けサービ
スやソリューションの開発・提供がシフトチェンジを完了したこと、
EC事業が今後も収益拡大が見込める段階となったことから業績に
ついては底を打ったと考えています。2013年8月期はリスタート
を切る1年として強く期待しています。
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日本代表2014ヒーローズ」があります。ポイントとなるのは、ソフト
ウェアから脱却してサービスを中心にした業態へ変革することでした。
スマートフォンでは、ソフトウェアは無料化が進み、ソフトウェア自体の
みで価値を生み出すことが難しくなってきています。当社のこれまで
蓄積してきたソフトウェア技術を市場ニーズに合った形で有効に活用
し、プラットフォーマーならびにコンテンツプロバイダーとして、利用
者に利する新しいサービスを提供してまいります。

もう1つの主要市場であるEC市場は、市場規模が引き続き拡大し
ています。経済産業省の統計では、当社グループが対面している衣
料・アクセサリー小売業の規模は、2010年の1,120億円から2011年
の1,440億 円 へ 前 年 比128.6%の 成 長 で、EC化 率 も0.88%から
1.12%と27.3%の成長を示しています。しかし、衣料・アクセサリー
小売業のEC化率は小売業の平均値2.82%と比べるとまだ低く、成長
余地は高いと認識しています。

アクロディアグループの今後の戦略についてお聞かせくだ
さい。

既存事業を再編し、EC事業を足掛かりに 
リアルとネットビジネスの融合を目指す

当社グループは事業の柱として、スマートフォン、コンテンツサービ
ス、ECの3つの事業に再編を行うこととしました。各事業の戦略として
は、スマートフォン事業は、Android搭載端末向けの「きせかえtouch®」
や著作権保護DRMソリューション「Acrodea Rights Guard」、アプリ配
信ソリューション「Multi-package Installer for Android」の高収益化
を目指します。コンテンツサービス事業は、好調に伸びている「サッカー
日本代表2014ヒーローズ」などのソーシャルゲームを中心に横展開を
行い、更なる事業拡大を推進します。また、黒字化を達成したEC事業で
は次のステージとして、ECフルフィルメントサービスのビジネスプラッ
トフォーム化を推進し、実店舗とECの連携を効果的に進め、顧客企業の
販売最大化のための総合プロバイダーへと変貌を図ってまいります。
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最後に、株主の皆様へメッセージをお願いします。

新しい概念の会社に生まれ変わったアクロディアを 
引き続きご支援ください

現在、当社グループは大きな変革を遂げる最中
にあると私は認識しています。これまでのソフト
ウェア事業者ではなく、スマートフォンやECを中
心としたサービス事業者として、新しい概念の会
社ができたとイメージしていただきたいと思いま
す。サービス事業者としての会社の基礎は構
築できました。この1、2年で、数値として
の結果を確実に出してまいります。

株主の皆様には、生まれ変わった 
アクロディアへ今後とも変わらぬ
ご支援を賜りますよう、宜しく 
お願い申し上げます。

ECとデジタルコンテンツの両面において、リアルサービスとネットサー
ビスの融合による新しい価値の創造を目指し、当社グループの企業価
値最大化に向けた次のステップへと展開します。

また、グローバル展開については、携帯電話市場はスマートフォンが
世界標準であると捉え展開します。スマートフォンサービスはApp 
StoreやGoogle Playなどを通じて配信することで日本にいながら即時
に海外展開が可能なため、コスト負担を最小にしつつ、展開することを
考えています。

当社グループの業態転換

ミドルウェア 
開発会社

サービス提供会社

携帯電話向けの 
組込みソフトウェア開発から 

脱却

「スマートフォン・コンテンツサービス・EC」の 
3本柱を軸に展開する 

サービスプラットフォーム企業を目指す

ネットサービス

リアルサービス
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セグメント概況

従前のフィーチャーフォン向け製品・サー
ビスの提供を行うとともに、Android搭載
端末向けの差別化サービスやセキュリティ
関連サービスなど、市場成長が見込まれる
スマートフォン向けのサービスやソリュー
ションとして、主にきせかえサービス「きせ
かえtouch®」、デジタルデータの著作権保
護DRMソリューション「Acrodea Rights 
Guard」やアプリ配信ソリューション「Multi-
package Installer for Android」の開発・
提供を推進しています。

2012年8月期のセグメント別売上高は
833百万円（前年同期比38.2%減）、営業損
失は653百万円（前年同期は営業損失552

百万円）となりました。
また、持分法適用関連会社であるGMO

ゲームセンター（株）が行うスマートフォン
ゲームプラットフォーム事業では、Android
搭 載 端 末 向けのゲームアプリマーケット

「G ゲー」の運営を行っています。2010年11
月開始以来、会員数の獲得に注力し、2012
年10月末には目標を前倒しで国内外あわせ
て1,840万人を突破しました。また、7月か
らマネタイズ型タイトルの投入を開始し、順
調に立ちあがっています。先行投資により、
当社においては営業外費用として計上して
いますが、早期収益化を図っています。

Point
■ フィーチャーフォン向け売上が減少
■ 「きせかえtouch®」やソーシャルゲームなど、

スマートフォン向け売上は増加するも目標未達

ミドルウェア事業
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当社連結子会社である（株）AMSにおいて
行っているEC事業は、ECフルフィルメント
サービスの提供において、新規顧客のサイ
トの立ち上げ・運営支援の開始や、既存顧客
の各サイトの売上規模拡大により商品取扱量
が大幅に増加し、順調に収益が向上していま
す。利用顧客数は前期末時点の6社から当期
末時点で13社と大幅に増加し、現在、28サ
イト、60ブランドに対してECフルフィルメン
トサービスを提供しています。

引き続き新規顧客の獲得を推進するとと
もに、単なるEC業務の支援ではなく、「ビジ
ネスプラットフォーム」を提供する会社とし
て、ECの販促手法の多様化への対応とシス

テムの安定化に向けた運営・投資を継続的に
行い、更なる売上拡大に努め、利益向上を図
ります。

また、2011年10月にインターネット通信
販売に関する一部事業を譲り受け、自社セレ
クトショップサイトおよび雑誌通販サイトの運
営を行っています。2012年6月には女性向
けファッション誌『JJ』『ar』の公式通販サイ
トの運営を新たに開始しています。

以上により、2012年8月期のセグメント別
売上高は2,128百万円（前年同期比161.5%
増）、営業利益は77百万円（前年同期は営業
損失44百万円）となりました。

Point
■ セグメント別の通期黒字化を達成
※ ’12.8の売上高には、2011年10月に運営を開始した自

社セレクトショップサイトおよび雑誌通販サイトの売上が
含まれております。

EC事業
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1
Topics

相互展開によるサービス改善

きせかえtouch®

当社は、Androidスマートフォン上できせかえサービスを展開するためのプラットフォーム「きせかえtouch®」をコンテンツプロバ
イダーへ提供するとともに、自社ストアでコンテンツの運営・配信も行っています。米国Google Inc.が運営するGoogle Playや通信
キャリアのマーケットを通じ、人気キャラクターなど3,000種類以上の魅力的なコンテンツを配信しています。

今後は投資フェーズから回収フェーズへ移行し、更なる収益向上を図ります。

〜きせかえtouch®のプラットフォーマーとして展開〜
■ キャリアのホームアプリとしてデファクト化
■ 新規コンテンツプロバイダーを獲得しコンテンツラインナップを拡充
■ キャリアのプロモーション活用などで新規ユーザーを獲得
■ UIの改善やサービス拡充

〜きせかえtouch®のコンテンツプロバイダーとして展開〜
■ きせかえtouch®のストアを運営、魅力的なキャラクター・コンテンツを提供
■ KPI管理の徹底により収益化
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adidas, the 3-Bars logo and SPEEDCELL are trademarks 
of the adidas Group, used with permission.

ソーシャルゲーム
ソーシャルネットワークを活かしたゲームアプリ市場の急速な拡大を背景に、2011年3月よりソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス（SNS）向けに、今後の成長分野としてサービスを開始しています。2011年12月より新たに開始したJFAオフィシャルライセンスソー
シャルゲーム「サッカー日本代表2014ヒーローズ」は、選手育成型のリアルで変化に富むゲームです。現在、「GREE」「Gゲー」

「Mobage」で配信しており、今後更に新たなゲームや配信プラットフォームを増やしていく予定です。

■ サッカー日本代表の魅力的な写真や新アイテム、 
仕様の追加で各KPI向上

 ・新規ユーザーの獲得
 ・既存ユーザーの継続率アップ
 ・購入率、ARPPUアップ
■ 配信マーケットを増やし、横展開で収益拡大
■ 新ゲームの投入で、ゲームラインアップ拡充

サッカー日本代表選手が 
実名&実写で登場
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3 ECフルフィルメントサービス
当社連結子会社の（株）AMSでは、現在、13社、28サイト、60ブランドのEC

サイトを運営し、ECフルフィルメントサービスを提供しています。順調に新規顧
客を獲得するとともに既存顧客の売上規模を拡大しています。

さまざまなお客様のご要望をダイレクトに吸収できる体制を構築しており、
オンライン通販に必要なECフルフィルメント業務のすべてをワンストップで提供
するとともに、今後はECサイトとリアル店舗を連携・融合させ、お客様の売上の
最大化を実現するビジネスプラットフォームを目指します。

オンライン通販のすべてをワンストップで提供 ECサイトとリアル店舗を横断するマーケティングDBを提供

「ファッション」「O2O」「ECソリューション」を 
キーワードにビジネスプラットフォームを提供

RUNWAy channel 
（MARK STyLER（株）様）

雑誌公式通販サイト「JJmode」
（（株）光文社様）

自社通販サイト 
Nutty collection

会員・ポイントの統合

オンライン＋ライフログを 
分析した販促

ECサイト リアル店舗

会員情報
オンライン＋ 
ライフログ

会員情報

購買ログ 購買ログ

商品データ 商品データ

ECサイトとリアル店舗の
データをバランス良く扱
えるCRM

例

フロント業務 システム バックヤード業務

決済業務 販売システム システム運用管理

顧客対応業務 仕入れシステム 撮影、採寸、原稿管理

配送業務 倉庫管理システム 商品管理業務

倉庫業務
（入庫作業・数量確認・保管・商品移動・出庫作業・棚卸等）

14



会社情報／株式情報

会社概要 （2012年8月31日現在）

社名： 株式会社アクロディア（Acrodea, Inc.）

設立年月日： 2004年7月12日

資本金： 2,635百万円

従業員数： 連結167名

役員（2012年11月27日現在）：
代表取締役社長 堤　 純也
取締役副社長 國吉 芳夫
取締役 桑原 崇
取締役 Joon Hyung, Kim
取締役 木村 貢大
社外取締役 八田 武彦
監査役（常勤） 本郷 洋
社外監査役 高畑 完正
社外監査役 尾原 和人

株式の概況 （2012年8月31日現在）

発行可能株式総数： 190,000株

発行済株式総数： 118,420株

株主数： 6,666名

大株主
株主名 持株比率

GMOインターネット株式会社 18.57%

堤　 純也 7.09%

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 6.16%

KDDI株式会社 3.63%

國吉 芳夫 2.76%

「ファッション」「O2O」「ECソリューション」を 
キーワードにビジネスプラットフォームを提供
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株主メモ ホームページのご案内

事業年度 9月1日から翌年8月31日まで

定時株主総会 毎年11月下旬

公告の方法 電子公告（http://www.acrodea.co.jp/）
ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることが
できない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都中央区八重洲一丁目2番1号

電話照会先 0120-288-324（フリーダイヤル）
証券会社の口座に株式をお預けの株主様は、お取引の証券会社へ
お問い合わせください。お問い合わせは、上記株主名簿管理人事務
取扱場所までお願いいたします。

特別口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
東京都中央区八重洲一丁目2番1号

同取次所 みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社
本店及び全国各支店

株式会社アクロディア
〒150-0011 東京都渋谷区東2-16-10 ヤナセ渋谷ビル5F
TEL：03-5778-4600

当社ホームページではIR情報のほか、アクロディアグループに関する最新
情報をリアルタイムで公開しております。

株式会社アクロディア　ホームページ
http://www.acrodea.co.jp/

IR情報
http://www.acrodea.co.jp/ir/


