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登壇

小久保：本日はお忙しい中、当社決算説明会をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。株式会社

SKIYAKI、代表取締役の小久保です。それでは早速ですが、2022年1月期第1四半期の決算説明会をはじめさ

せていただきます。



本日のアジェンダですが記載の通りとなっております。

まず最初に私小久保より、会社概要、エグゼクティブ・サマリーについてご説明いたします。続いて業績報告に

ついては、財務担当取締役の酒井より、4番以降のアジェンダについては再度私よりご説明いたします。



まず当社の会社概要から、ご説明いたします。

当社は2003年に創業しまして、2017年にマザーズに上場した会社でございます。昨年12月に、創業社長の宮

瀬より、私小久保が代表取締役を引継ぎまして、新たな経営体制となっております。

従いまして、今期が新体制での1年目となりますので、本日は、今後の戦略面のご説明を中心にお話させてい

ただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。



次にミッション、ビジョンのご説明になります。

当社のミッション、ビジョンですが、「創造革命で世界中の人々を幸せに」そして

「FanTech分野で新たなマーケットを創造し、世の中に価値を提供する。」ということを掲げております。

今まさに、ワークスタイルやライフスタイルが劇的に変化しつつありますが、これからの時代は、「創造や遊び」

の領域が重要になると考えております。私たちは、これを「創造革命」と名づけまして、誰もがクリエイターになれ

るマーケットを創造し続けていきたいと思っております。



次に、新体制での所信表明として、私の代表挨拶を記載させていただいております。

私は当社に入社以来、プロダクト開発の責任者をやらせていただいておりますが、「世界中のファンとクリエイ

ターをつなぐプラットフォームを提供する」ということを目標として、取り組んでまいりました。

いま、世の中のトレンドは「個の時代」という風に言われておりますが、「個のエンパワーメント」を可能にするプ

ラットフォームの重要性は、ますます高まっているのではないかと実感しております。

特に、昨年から今年にかけて、クリエイター・エコノミーという言葉が世界的に大変注目されてきております。後

ほど詳しくご説明をさせていただきますが、私たちが狙っているマーケットのポテンシャルは日々拡大しているも

のと考えております。



次に、事業概要のご説明をさせていただきます。

当社の事業ですが「アーティストを初めとする、全てのクリエイターとファンを繋ぐ、プラットフォームサービス」を

展開しております。

サービスラインナップとしては、2つのサービスがございまして、中大型アーティスト向けの「Bitfan Pro」と、その

ノウハウを結集し、誰でも利用できるようにしたオープンプラットフォームの「Bitfan」を提供しております。



当社のビジネスモデルです。

下の図に記載の通り、当社のビジネスモデルはシンプルに手数料モデルでございます。ファンのみなさまからい

ただいたサービス利用料から、当社の手数料をいただき、クリエイターのみなさまへレベニューシェアするという

仕組みになります。

Bitfan ProとBitfanでは、SKIYAKIの役割が異なっておりまして、次のページ以降にそれぞれのサービスの説明

を記載させていただいております。



まずBitfan Proのサービス内容です。

こちらのサービスは、事務所様やレーベル様と個別に契約を結び提供させていただいております。当社専任

チームでサイト立ち上げまでのディレクションを行いまして、デザインを含めたサイト構築を行います。通常立ち

上げまで2〜3ヶ月程度かかりまして、運用サポート内容も個別に決めさせていただいております。



次にBitfanのサービス内容です。

こちらのサービスは、誰でも無料で利用できるプラットフォームになります。契約等必要なく、オンライン上でサイ

ンアップ可能ですので、即日利用が開始できるサービスとなっております。また、幅広いクリエイターのみなさま

にご利用いただけるように、日々機能開発を行い、アップデートをしております。特に直近では、ライブ配信や、

コミュニケーション機能の強化を行っております。



次に第1四半期のエグゼクティブ・サマリーになります。

まず、連結業績についてですが、売上高は12億5,800万円と前年同期比で+2%となっております。特に当社の

基盤であるストック型収益は、過去最高の9億200万円となりました。前年同期比で+10.9%となっております。

一方で営業利益に関しましては、2,300万円の赤字となっております。こちらは一時的な支出が4,100万ほど発

生していることが主な要因となっております。また、純利益に関しましては、過去の子会社株式評価損等に係る

繰延税金資産を計上したことで、4,600万円の黒字となっております。

通期業績予想に関しましては、売上高については、ほぼ予測通りの進捗、営業利益については、1億500万の

予想に対して、現在赤字の状況、純利益については、5,500万円の予想に対して、83.6%の進捗となっておりま

す。



また、すでに開示をさせていただいておりますので、今後のお話を少しさせていただきます。まず、子会社の

SKIYAKI LIVE PRODUCTIONですが、株式譲渡により、第2四半期から連結を外れる予定でございまして、

O2O事業セグメントも撤廃予定となっております。また、昨年増床したオフィスの解約も予定しておりまして、第2

四半期以降に一時的な費用を計上予定となっております。

最後にKPIサマリーですが、最重要KPIであります有料会員は、前年同期比+5.3%と、新型コロナの影響を若

干受けつつも、着実に成長している状況でございます。



続きまして業績のご説明になります。財務担当取締役の酒井よりご説明申し上げます。

酒井：財務担当取締役の酒井と申します。宜しくお願いいたします。

第1四半期決算の業績について、ポイントを絞って説明いたします。

まず、売上高は前年同期比で2.0％増加の12憶58百万円となり、ほぼ前年同期並みでした。サービスごとの内

訳については、後述します。

営業利益及び経常利益については、アーティストの権利獲得のためのライセンス費用等の一時費用の発生に

より、23百万円の営業損失、12百万円の経常損失となった一方で、連結子会社であるSKIYAKI LIVE

PRODUCTIONの株式の一部売却に伴い、前期以前に計上した同社株式評価損に係る繰延税金資産を計上



したこと等により、法人税等合計が58百万円のマイナスとなり、税金費用が大幅に減少した結果、親会社株主

に帰属する四半期純利益は、144.2％増加の46百万円となりました。



続いて、連結P/Lのサマリーです。

売上高については、有料会員増加によるファンクラブ売上の増加、前期に引き続きオンラインでのグッズ販売好

調によるEC売上の増加、ライブ・イベントの自粛によるO2O事業の売上減少により、連結全体では、ほぼ前年

同期並みとなりました。

売上原価は、ファンクラブ売上に係る事務所向けロイヤリティや、ECの倉庫物流費用が増加した一方で、O2O

事業のライブ制作原価が減少した影響で、全体では微増にとどまっております。

販管費については、人件費及び回収手数料に大きな変動はないものの、アーティストの権利や案件獲得に要し

た支払手数料、及び前期の会計監査に係る追加報酬等、非経常的な一時費用が多く発生した影響により、前

期比で14％増加しております。



当該販管費の増加により、営業損益はマイナス23百万円、経常損益はマイナス12百万円となりましたが、前述

のとおり、過去の子会社株式評価損に係る繰延税金資産を計上した影響により、親会社株主に帰属する四半

期純利益は、144.2％増加の46百万円となりました。



収益モデル別の、売上高の四半期推移です。

こちらのグラフは、ファンクラブサービスの売上であるストック型収益と、それ以外の非ストック型収益に区分し、

収益の基盤となるストック型収益がどのように成長しているかを示しております。

当1Qにおいては、前年同期比での売上高の増加は2％にとどまったものの、ストック型収益は10.9％増加し、9

億円超と、過去最高の売上高を更新しております。

特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、前期より有料会員数の伸び悩みという状況に直面している一

方で、足元の景況感に左右されず、ストック型収益の安定的な成長を実現できている点が、当社のプラット

フォームビジネスの強みであると考えております。



続いて、売上総利益及び同利益率の、四半期ごとの推移です。

各サービスの売上高の増加により、売上総利益は直前四半期比で7百万円増加しており、ECサービス及び

O2O事業における季節変動性は存在するものの、当1Qでは微増という結果になりました。

また、売上原価の一部として、アーティストの権利獲得に係る先行投資費用が発生したことにより、売上総利益

率は0.3ポイント低下しております。



販管費について、当1Qでは、直前四半期比で60万円の減少と、ほぼ増減はありませんでした。

項目別の内訳を見ると、人件費は４百万円、回収手数料は11百万円とそれぞれ減少している一方で、アーティ

ストの権利や案件獲得に要した支払手数料に加え、前期の会計監査に係る追加報酬等、非経常的な一時費用

が多く発生した影響により、その他経費は直前四半期比で15百万円増加しております。

また、売上高の増加に対して、販管費はほぼ増減がなかったため、売上高販管費率は0.9ポイント低下しており

ます。



営業利益については、主に売上原価及び販管費の増加により、前期4Qに引き続き、営業損失を計上しており

ます。

ただし、当該営業損失は、案件獲得のための先行投資費用を含む非経常的な費用発生の影響が大きいため、

あくまで一時的な要因による損失計上であり、本業の収益力の悪化等を示すものではないと考えております。

今後、ワクチン接種の普及等により、経済活動の正常化が進む過程において、有料会員数の増加やストック型

収益の増加を通じて、当社グループの収益力及び利益率も向上していくものと考えております。



こちらのページ以降は、当社が経営管理上重視するKPIの推移を記載しております。

総会員数については、当社が提供するプラットフォームの利用が着実に進んでおり、堅調に増加しております。



続いて、当社のストック型収益の基盤となる、最重要指標である有料会員数の推移です。

当1Qにおいては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や、それに伴うライブ・イベントの自粛等を受

けて、直前四半期比での有料会員数は微減となった一方で、主に前期4Qでの新規案件獲得等による有料会員

数増加が功を奏し、前年同期比では5.3％増加しました。

新型コロナウイルス感染症の影響は受けつつも、中長期的には緩やかな増加傾向を維持しており、今後ワクチ

ンの接種が普及し、ライブ・イベントが正常化した暁には、コロナ以前のような増加トレンドに転じることが期待さ

れます。



最後に、当社が提供するサービス数の推移です。

コロナ禍においても、ストック型サービス、非ストック型サービスともに堅調に増加しており、毎月安定的にサー

ビスをローンチできております。今後も継続して、多くのサービスを提供できるよう努めて参ります。



小久保：それでは、引き続き私の方から、市場環境及び成長戦略についてご説明いたします。

まず、市場環境についてですが、クリエイターエコノミーの世界的なトレンドについて、最初にご説明いたします。

クリエイターエコノミーとは、欧米を中心に2019年頃から注目されているトレンドなのですが、昨年コロナ禍にお

いて急速に成長した経済圏になります。いま世界にはYouTube等を中心に5,000万人のクリエイターがいると

言われておりまして、そのクリエイターが直接稼げるプラットフォームに注目が集まっております。

スライドの左に記載の通り、世界にはすでに220を超えるプラットフォームが登場しており、VCからの資金調達

も非常に活況でございます。特に注目すべきなのは、右に記載の通り、日本のファンクラブと近しいサービスの

代表格であるPatreonの売上が、ここへ来て前年比で2倍に成長していたり、Cameoという新興サービスも1年

間で売上が4.5倍に成長しているという点でございます。



すでに日本でも、このクリエイターエコノミーというトレンドは注目されており、今年以降、本格的にマーケットが

拡大していくものと考えております。



次に、市場環境と当社のポジションについてご説明いたします。

2021年1月期の当社のストック型収益のGMVは33億円でした。基本的には現在の収益の中心は国内エンタメ

ファンクラブ市場での収益となっておりまして、そのマーケットサイズ全体は、GMVで約1,000億円の市場と考え

ております。

そして、ここに加えて、先ほどご説明しました、クリエイターエコノミーの潜在市場が広がりつつありまして、グ

ローバル市場のサイズとしては、少なくとも2.5兆円程度の市場があるのではないかと推定しております。この大

きなマーケットを、オープン型のプロダクトであるBitfanでロングタームで取りにいくというのが、私たちの主な戦

略でございます。



次に、市場における当社の競争優位性についてご説明いたします。

まず、当社の強みですが、最大の強みとしては、これまで数多くのファンクラブ運営を行ってきたという点、そし

て、そのプラットフォームを自社開発してきたという点にあると思います。

サービスというのは日々進化するものですから、当社のように、大規模・中規模のファンクラブ運営も行いつつ、

オープン型サービスも提供するということが、プロダクトや運営の改善サイクルを回す上で、非常に競争優位性

になると考えております。

また、クリエイターエコノミーの領域については、これから長期に渡って成長していくマーケットですので、安定的

なストック収益基盤を確保しつつ、ロングタームで取り組んでいくことが必要になります。



そして、エンタメファンクラブ業界においては、当社は国内最大級の運営数を誇っておりますので、日々新たなご

相談をいただいている状況でございます。クリエイターエコノミーでの新しい展開についても、まず当社にご相談

いただく、という環境が作りやすい状況ですので、こちらも競争優位性の1つと考えております。



次に、今後の成長戦略についてご説明いたします。

今期の成長戦略の柱としては、以下の3点に注力したいと考えております。次のページにて一つずつご説明い

たします。

まず、クリエイター領域の拡大についてです。

今後クリエイター領域の拡大にあたっては、それぞれの領域のクリエイターのニーズの把握と、それに必要な機

能開発が必要になってくると考えております。たとえばスポーツ選手だとこういったニーズがある、YouTuber

だったらこういったニーズがある、ということを領域ごとに成功事例を作っていくことが大切だと考えております。

また、そういった成功事例が揃ってきた適切なタイミングで広告宣伝のアクセルを大きく踏むということも検討し

ております。



一方、クリエイター数の拡大という意味では、Bitfanは立ち上げ工数が大幅に削減できますので、今までBitfan

Proで2〜3ヶ月かけて立ち上げていたものを、Bitfanでオープンするということを実現していくことも注力して取り

組んでいきたいと思います。

次にコンテンツ戦略設計の深堀りについてです。

前回の決算説明会でもご説明しました通り、新型コロナの影響でイベントが減少したことにより、ファンクラブの

中心的なコンテンツがデジタルコンテンツへとシフトしつつあります。そこでやはり重要になってくるのが、コンテ

ンツのリッチ化と、いかに有料コンテンツへ誘導するかという、SNSマーケティングのノウハウだと考えておりま

す。海外のクリエイターエコノミーの成功事例を見ても、VIP向けのExclusive Contentsの設計が肝であること

は明らかでして、コンテンツ戦略設計の深堀りは、今期非常に重要なテーマだと思います。その意味でも、

OMEGA Xへの投資は、私たちが全てのコンテンツをハンドリングができる状況で、どこまでファンクラブの成功

事例を作れるか？という大きなチャレンジになります。

最後にプライムコースの強化についてです。

こちらはすでに去年から注力して取り組んで参りましたが、今後も強化していきたいテーマとなります。単純に

ファンクラブに複数コースを作るというだけでなく、動画専用のチャンネルをBitfanを併用して立ち上げるというよ

うな取り組みも始まっており、この成功事例を積極的に横展開していきたいと思っております。



次に、事業トピックスについてご説明いたします。

まずはリリース実績ですが、直近でリリースされたサービスの中から抜粋して紹介させていただきます。

Bitfanについては、引き続き音楽アーティストのみなさまにご利用いただいておりまして、ライブ配信や、内容の

濃い動画の提供など、様々な取り組みをしていただいております。また、新たなジャンルとしてesportsチームの

TEAM Game Withさんに利用いただいたり、テレビ東京の番組から生まれたAIのキャラクターとのコラボレー

ションが話題になっております。Bitfan Proにつきましても、ラジオ番組のオールナイトニッポンで初となるファン

クラブの開設や、リラックマ、千葉ロッテマリーンズ等、音楽アーティスト以外にも複数のジャンル展開をしており

ます。



次にBitfanのプロダクトの機能追加についてご説明いたします。まず1点目ですが、海外送金機能の追加につい

てです。

Bitfanのプロダクトのグローバル対応については、これまで地道に継続してまいりましたが、今回、Payoneerと

いうサービスと連携して、世界各国の銀行口座への送金が可能になりました。これにより、日本の銀行口座を持

たない海外クリエイターへも収益が送金できるようになりました。

Payoneerは、Airbnbや、Amazon、ebayといったグローバルに展開されている大手サービスとも提携してい

る、グローバルの送金を非常に得意とする企業でございます。



続いて、Bitfanアプリのアップデートについてです。

今回対応したのが、アプリでのライブ配信とメッセージ機能、バースデーメッセージ機能になります。こちらは今

までWebでしかできなかったものをアプリでも利用できるようにしたものです。これからのファンサービスにおい

てコミュニケーション機能は非常に重要となっておりますので、今後もアプリを中心にコミュニケーション機能を強

化していく予定です。



次に、記事投稿機能のアップデートについてご説明いたします。

こちらは、記事投稿の際に、外部サービスの埋め込みをより簡単にできるようにした機能になります。動画や音

楽系のメディアのURLを入力するだけで、リッチに表現されるようになった便利な機能になります。こういった

Webの見た目の改善というのも引き続き対応してまいります。



最後に、オーナー向けダッシュボードの機能追加についてです。

今回はアクセス数や、最新のコメント等の機能追加を行っております。ファンの分析や、エンゲージメント分析を

より詳しくできるように、今後もダッシュボードの機能強化に注力してまいります。



続いて、Bitfan Proの事例についてご説明いたします。まず1点目、プライムコースの事例紹介になります。

現在、「オフライン」でのライブ開催が難しい状況において、新たなファンとの接点として、通常のファンクラブとは

別軸で「プレミアム動画サブスクリプション」を積極的に展開しております。

こちらに紹介させていただいたのは、「BAND-MAID」というガールズロックバンドの事例となりまして、「メンバー

個別のカメラアングル」や、「メンバー本人による機材や奏法テクニック」の紹介といった、通常のライブチケットと

完全に差別化されたコンテンツの展開に成功しております。



次にライブ配信の事例紹介になります。

こちらは人気ロックバンド「MAN WITH A MISSION」のファンクラブ会員限定でのライブ配信事例です。ステー

ジ全体が見渡せる特殊アングルを、ツアー期間中、または終演直後にファンクラブ会員限定で展開した、プレミ

アムな演出事例となります。



続いて、複合コースの事例紹介になります。

こちらは、デビュー14周年を迎える「DaizyStripper」というロックバンドの、Bitfanを活用した複合コース化の事

例になります。

これまで彼らが展開してきた「月額300円」のオフィシャルファンクラブに加えて、

メンバーソロの「チケット販売サイト」、おなじくメンバーソロの「ブランドECサイト」、さらには未公開の歴代ライブ

アーカイブと、限定ライブ配信をミックスさせた「動画サブスクサイト」、これらを全てBitfanを使って、多角的に展

開しております。



最後に、OMEGA X プロジェクトの進捗状況についてご説明いたします。

本プロジェクトは、韓国の芸能プロダクション「SPIRE ENTERTAINMENT社」との間で、「超大型ボーイズグ

ループ OMEGA X」の、日本市場の独占的マネジメント契約を締結したものとなります。

最新の進捗状況としましては、まず6月下旬に、韓国の大型レーベルであり、配信サブスクサービスも展開して

いる「メロン」からのメジャーデビューが決定しております。また、デビューシングルリリースにあわせて、こちらの

画像にもあるような「韓国内での大型ライブショーケース」の展開を予定しております。日本展開のタイミングに

つきましては、ビザの関係上、新型コロナの状況によって変動はございますが、夏以降にサービス展開を予定し

ております。

以上が、事業トピックスとなります。



次にグループ会社についてご説明いたします。

2021年4月末現在でのグループ会社については記載の通りとなります。連結子会社5社、持分法適用関連会社

が4社ございます。



グループ会社の今後の方針についてですが、今期中を目処にグループ全体収益の最適化に向けて抜本的な

再編を検討しております。

再編にあたって一時的な損失計上の可能性などはございますが、決定次第、必要に応じて速やかに開示をして

いきたいと考えております。さきほどエグゼクティブ・サマリーでもご説明いたしましたが、当社の連結子会社で

あるSKIYAKI LIVE PRODUCTIONの株式を一部売却し、同社は連結子会社から持分法適用関連会社となる

見込みでございます。それに伴いまして、第2四半期以降のO2O事業セグメントも撤廃予定となっております。

以上をもちまして、株式会社SKIYAKIの2022年1月期 第1四半期、決算説明会を終了させていただきます。ご

清聴誠にありがとうございました。
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