
4Q2020
Financial Results



2

というMissionのもと、
常に新しい領域への挑戦を推進し、
人々の生活を豊かにする
サービスを提供してまいります。

Our Mission

Something Newを生み出す



2020年8月期業績ハイライト

Smartphone APP事業

IoT事業

事業方針及び2021年8月期業績予想
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2020年8月期業績ハイライト1
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売上高、営業利益共に2020年6月2日発表の修正計画に対して上振れで着地。
本社移転及び一部ソフトウェアに係る減損損失、繰延税金資産の取崩し等を主因に当期純利益は
修正計画に対して1.4億円下振れで着地。

業績ハイライト
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マンガアプリ売上が堅調に推移し、Smartphone APP事業の売上が拡大するものの、
IoT事業は、COVID-19による影響を受け、売上が減少。

売上高の推移
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Smartphone APP事業はマンガアプリ売上が堅調推移、積極的に広告宣伝費を投下。新規マンガアプリの
リリースに伴い人件費も増加。IoT事業ではCOVID-19による影響を受け、売上減少。
修正計画に対しては上振れで着地。

営業利益の変動要因
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コスト推移

広告宣伝費率
（対Smartphone APP売上高）

7% 27% 29% 42%

前年同期比約2.2倍の広告宣伝費を積極投下。
その他販管費については、株主優待費用の計上により前四半期比で増加。
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1Q 2Q 3Q 4Q

外 部 環 境

Smartphone APP事業

マンガアプリ

IoT事業

&AND HOSTEL

innto

tabii

Go Toトラベル
キャンペーン

全店舗営業再開臨時休業

稼働率は完全には戻らず
客室単価回復が課題

オペレーション効率化や
3密回避に向けた
需要の高まり

解約数が増加

宿泊施設の投資意欲減

巣ごもり需要等を背景にMAUの拡大が加速複数の業務提携を発表、MAUが順調に拡大

小学館、集英社、白泉社との資本業務提携
アムタスとの業務提携を発表

MAUが1,000万人を
突破

着実に業容を拡大

東京：6店舗、大阪：3店舗、
福岡：1店舗の休業を決定

ヤンジャン！
めちゃコミック
アプリリリース

蔵前、心斎橋、南千住、難波に
新規オープン

外部環境と各事業への影響

緊急事態宣言COVID-19
国内で感染拡大

宿泊施設の業績悪化順調に宿泊施設への導入が進む



Smartphone APP事業2



11※アプリ開発は、初期開発に関する制作費等

マンガアプリ売上は修正計画に対して若干上振れて推移し、売上高（開発売上を除く）は過去最高を達成。
営業利益は広告収益減、広告宣伝費の積極投下により横ばいで推移。

売上高/営業利益推移（四半期）



12※マンガアプリのMAUの各四半期における平均値を採用
※2017年３月のマンガUP!のARPUを100として指数化

以降は、新規含む複数アプリのARPUの単純平均値を指数化
リリース1ヶ月未満のアプリは集計から除外

MAUは堅調に推移。
ARPUは横ばいで推移しており、広告ARPUの改善・課金ARPUの維持に注力。

マンガアプリKPIの推移
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マンガアプリKPIの推移



IoT事業3
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COVID-19の影響により&AND HOSTEL企画開発案件の中止、tabii新規導入が進まず、
売上高は前四半期比で減少、営業利益は赤字で着地。

売上高/営業利益推移（四半期）
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事業ハイライト
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×

観光型宿泊ニーズから、目的型宿泊ニーズへの変革
今後、さらなる事業発展を模索

 IoTシステム開発実績

 宿泊施設運用実績

 アニメIPの宿泊領域への利活用

 版権ビジネスの豊富な実績

アニメIPホテル客室体験の共同開発



事業方針及び2021年8月期業績予想4
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電子書籍市場は拡大基調継続
マンガアプリ広告収益市場も順調に成長

マンガアプリ

&AND HOSTEL
innto tabii

totono
地盤固め
種まき

収益貢献
更なる飛躍

インバウンド需要は低迷、宿泊業界は苦境が続く
中長期での収益貢献を目指す

マンガアプリ売上成長率30%

投資戦略の継続

新たな収益基盤作り

&AND HOSTELの再起

安定した収益の積み上げ

広告マネタイズへの本格着手

新たな領域での挑戦

マンガアプリは好調な市場環境を背景に、ユーザー獲得機会を逃さず、更なる成長を目指す。
IoT事業は耐える期として、もう一度、成長軌道へ。

今期の
and factory

事業環境の
前提

Smartphone APP事業IoT事業

2021年8月期事業方針



事業方針及び2021年8月期業績予想4

Smartphone APP事業方針
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拡大するマンガアプリ市場

継続して好調なマーケット環境を受け、電子書籍市場は2020年以降の市場規模がさらに拡大基調に。
また、マンガアプリ広告収益市場も継続して市場規模は拡大。

2019 2020 2021 2022 2023 2024

19年市場予測
20年市場予測

976

電子書籍市場 マンガアプリ広告収益市場

2016 2017 2018 2019 2020

19年市場予測
20年市場予測

3,332

3,750
418

4,442
4,812

5,124
5,398

5,669

792
877

1,068

78
100

167

210

270

※電子雑誌除く

（単位：億円）（単位：億円）

出所：インプレス総合研究所「電子書籍ビジネス調査報告書2019」及び「電子書籍ビジネス調査報告書2020」

3,650
3,935 4,148 4,330

市場環境
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マンガアプリの売上YoY＋30%以上の成長率を継続。

高い売上高成長率の継続
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拡大するマーケットを好機と捉え、広告宣伝費の投下を継続。獲得効率を考慮した運用で
MAUの拡大を継続し、マンガアプリ領域における、圧倒的なポジションを確立する。

FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

0.5億
4.6億

12億

22.8億

0.5億
2.5億

5.2億

10.6億
12.0億

売上

広告宣伝費

前期から継続した投資戦略の実行
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新しい収益基盤づくり

新しい
収益基

盤

出版社との
パートナーシップ

中長期的な
マンガアプリ経済圏

新しい
収益基盤

積極的な
M&A

従来の協業先とのレベニューシェアによるマネタイズだけではなく、
新しい収益基盤づくりやM&Aを推進し、中長期的に事業拡大を図る。



事業方針及び2021年8月期業績予想4

IoT事業方針
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宿泊領域 宿泊領域において事業を推進これまでの
IoT事業

COVID-19の影響を受け、渡航制限によりインバウンド需要は低迷
緊急事態宣言もあり宿泊業界全体で大きな影響を受ける

今後の事業戦略

● 赤字の軽減

● 稼働率回復施策

● リブランディング

● 新たな領域へ事業展開

コロナ禍だからこそ、業務効率化・
コスト削減・付加価値の提供など宿
泊施設が求める需要に応えていく。

新たに賃貸領域での
サービス展開を本格化。
まずは全国展開で導入
拡大を図る。

新規
事業

全体方針
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COVID-19の影響により稼働率
および客室単価が低下。

赤字の軽減

インバウンドの回復は長期戦
足元の稼働率回復を狙う。

稼働率回復施策 新たな領域へ
事業展開リブランディング

これまでの知見を活かし
レジデンス領域へ踏み込む。

市場の変化、COVID-19収束長期
化を見据え、国内需要へのシフト、
&AND HOSTELブランド・コンセ

プトを再定義。

短期的施策 中・長期的施策

短期的に一部店舗を休業

事業合理性を考え短期的に
一部店舗を休業し
赤字の軽減を図る

（東京1店舗、大阪2店舗）

多様化するライフスタイルに
合わせたサービスの提供

ワークスペースの提供や長期
宿泊契約等、ライフスタイル
の変化に合わせた環境を提供

ブランド・コンセプト
の見直し

新たなターゲットの獲得、
価格競争に巻き込まれない

圧倒的なブランド確立を図る

レジデンス開発

プロデュース力を活かし付加
価値の高いレジデンスを開発
することで安定したマーケッ
トにおける差別化を図り高い

流通性を実現する

所有する自社開発物件
について

✓ 現在保有している物件については今期も継続して販売活動を行う
✓ 今後自社開発型物件の新規保有はしない方針

&AND HOSTEL
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家具のサブスクリプションサービスを提供する
subsclifeと協業しリモートワーカー向けに

販促スペースを提供

ワークスペースの提供

ハーマンミラージャパン株式会社と協業し
製品の導入とともに

「エルゴノミクスに基づいた働く環境」を提供

ワークスペースの提供

賃貸アプリNOW ROOMへ掲載し
ビジネス利用者などに向けて

1ヶ月以上の長期宿泊サービスを提供

長期宿泊契約

短期的施策 ライフスタイルの多様性に合わせたサービスの提供

&AND HOSTEL
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業界全体の

課題

稼働率の回復・客室単価の底上げ等が必要

コロナ禍によるライフスタイルの変化、稼
働率・価格競争による客室単価の低下

ターゲットの
転換 インバウンドから国内需要獲得へ

コンセプトの
見直し

“IoTのある暮らしを体験できるホステル“
＋

“ウェルネス体験を届ける”

&AND HOSTELのブランド・コンセプトの見直し

リブランディング

&AND HOSTEL

中長期的施策
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コンセプトレジデンスの企画プロデュースによる事業展開

これまで

マーケット状況を鑑みホテル系アセットの売却
による収益確保は困難

&AND HOSTELの自社開発型物件の
売却による収益が大きい

外部環境の変動影響が比較的少ない
アセットとして流通しているレジデンス領域

にアプローチ

コンセプト
レジデンス

企画
プロデュース

実利に訴求した
ソフト面で

差別化

外観・内装など
ハード面での

差別化は頭打ち

収益構造

First Step

• ミラーフィット社と協業し、「衣食住＋美」
の視点からサービスアプローチしたレジデン
ス分野での企画プロデュースに着手。

• &AND HOSTELの一部店舗へ導入しユーザー
に体験してもらうことで健康で豊かなライフ
スタイルを提案する。

“スマートミラーデバイス”を活用した
オンラインライブトレーニングサービスの配信

新たな領域へ事業展開

&AND HOSTEL

中長期的施策



31

収益規模は小さいが黒字化実現できている
安定した事業推移で成長させ

収益を積み上げていく

2020年8月期 2021年8月期

275
施設

COVID-19

導入施設数推移

うちスマチェ導入施設

innto導入施設

inntoのオプション機能であるスマートチェックインアプリ
5言語に対応し、パスポート撮影や鍵連携なども可能。

チェックイン業務やゲスト管理をより簡単に。

スマチェ（スマートチェックインアプリ）

増加
による需要

３密回避

安定した収益の
積み上げ COVID-19影響により一時営業活動は停滞したが需要は確実に回復傾向

innto
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合計導入数 合計受注数

COVID-19影響で導入スピードは計画から
遅延したが今後も継続的に
導入台数は増やしていく

PV/UUにとらわれない
PR型の広告によるマネタイズに着手

今期から収益化目指す

導入数・受注数推移 面を取りに行く戦略から方針転換

広告マネタイズ
への本格着手 PV/UUにとらわれないPR型広告への方針転換

tabii
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メディア掲載

PR配信

これまでの戦略

の広告価値

=

PV UU

より多く配信するためには
まず導入台数の増加が必須

=

これからの戦略

客室にあるtabiiで動画広告を閲覧
（例：マットレス）

動画広告のマットレスを宿泊体験

tabiiで体験をフィードバック

tabiiの外で広がるPR・メディア戦略
の企画・実行

認知

体験

共有

拡大

ホテルや旅館の客室にあるtabiiだからできる宿泊体験型のPR広告を実施

tabii
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サービス利用料
(管理費)

管理会社

入居者

業務提携

レベシェア

アプリ提供／システム連携

システム利用料

アプリ提供

サービス利用料

契約更新・入居時
アプリ加入

ストック型ビジネスモデル

開発・運営
企画 営業

入居者と管理会社のコミュニケーションを１つに集約したアプリを開発賃貸領域

totono
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導入先を一から開拓するのではなく
まずはスマサポの持つ

顧客ネットワークを活用し
導入を進めていく

ターゲット 競合他社

上位5社の市場シェアはわずか2割
地場で数千戸を管理している

管理会社へアプローチ

入居者アプリにおいて圧倒的な
プロダクトやシェアをとっている

プレイヤーはいない

参入機会と捉え株式会社スマサポと提携しサービス展開
まずは管理会社、戸数の拡大を目指す

福岡と大阪を中心に6万人以上の入居者へtotonoアプリを提供

導入
決定! 大手不動産管理会社2社へ導入決定

totono

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

出典：全国賃貸住宅新聞 2020管理戸数ランキング

ロングテールを狙っていく

上位5社の市場シェア

約20%

マーケット状況

（管理戸数）
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今後の事業展開

●●●●

導入拡大
全国展開により

まずは導入戸数を拡大

FY21注力フェーズ

フェーズ

１

提携サービス拡充
公共料金、保険などの外部サー
ビスとの提携によるマネタイズ

IoT・決済連携開始
スマートロックやセキュリティ・

家賃決済機能との連携

フェーズ

２

フェーズ

３

totono



事業方針及び2021年8月期業績予想4

2021年8月期計画
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2020年8月期は創業以来初の前期比減収となったが、再度売上高は増収を目指す。
営業損失は縮小するものの、本社移転中止に伴い、移転予定先の賃料を営業外費用として計上しているため
当期純損失は△1.8億の計画。
&AND HOSTEL自社開発物件は販売活動を継続しているものの、先行き不透明のため業績予想には織り込まず。

2021年8月期計画
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というMissionのもと、
常に新しい領域への挑戦を推進し、
人々の生活を豊かにする
サービスを提供してまいります。

Our Mission

Something Newを生み出す
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