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　株主の皆様には平素より格別のご支援とご厚情を賜り、
心より御礼申し上げます。

　当社グループでは、2011年に掲げた「グローバルエ
リアでのスマートフォン等向け電子書籍事業（e-books）
に特化する」とした中期ビジョンに則り、成長市場導入
期であったスマートフォン市場でのe-booksビジネスに
おける競争価値確立と事業規模拡大に向けた、携帯電話
キャリアリレーションの強化や、各エリアの多様な言
語のコンテンツライセンス獲得、プラットフォーム及び
ビューワーアプリケーション開発、ビジネスモデル特許
や各ローカルエリアの拠点等、事業ドメインである「ス
マートフォン」「e-books」「グローバル」に有効なリソー
ス整備及び確保に対して集中投資を行ってまいりました。

　その活動の結果、当社グループがこれまでに保有する事が出来たリソースの状況といたしましては、経済成長エリ
アを中心に多くの携帯電話キャリア等とのリレーションを構築し、各エリアで人気の高いメジャーコンテンツの配信
許諾契約を獲得、日本語・英語・中国語・スペイン語など各エリアに合わせた8言語への対応と、それぞれのエリア
の携帯電話キャリア課金決済システムを搭載したプラットフォームを整備する事が出来ました。

　また、マルチデバイスと様々なファイル形式に対応した当社オリジナルビューワーアプリケーション、デジタルコ
ンテンツの共有システムとレビュー投稿によるソーシャル性が高いビジネスモデル特許を新たに取得しており、現在
では支店・現地法人合わせた9拠点で展開を行っており、新興国エリアを中心とした正確かつ効率的なローコストオ
ペレーション体制の確保をいたしております。

　これらのリソースは、当社グループが自ら運営するe-booksサービスのみならず、世界各国でe-booksサービスを展
開する企業へもライセンス提供による協業等を新たな事業として開始し、当社グループにおけるe-books事業の拡大
と共に、グローバルレベルでのe-books市場自体の成長拡大に貢献してまいります。

　当社グループは、e-booksビジネス企業としての競争価値確立と事業規模拡大に向けた発展を目指し、『一歩一歩を、
着実に。』歩んでまいります。

　今後とも、皆様のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

� 2014年3月

� 代表取締役　假屋　勝

株主の皆様へ ／ TOP MESSAGE



事業
ドメイン 「スマートフォン」「e-books」「グローバル」

展開
戦略方針

大量顧客資産を保有する世界中の携帯キャリアへプラットフォームを提供

各国各地で人気の高い大手出版社からコンテンツ配信許諾を大量確保

多言語対応した各国キャリア課金決済可能なプラットフォームを構築

全てのファイルとデバイスに対応したビューワーアプリケーションを開発

ソーシャルリーディング・デジタルコンテンツ共有システム特許で差別化

自動化した制作及び運営システムで正確なローコストオペレーションを実現

効率的なプロモーション展開と高単価商品の販売促進で事業収益を拡大

2013年度総括

事業戦略



1 12ヶ国24社 2 8,000社

キャリア
リレーション

経済成長エリアを中心に、合
計15億人以上の顧客資産を
持つキャリア等と順次協業開
始予定

出版社
配信許諾

各国現地で人気の高いメ
ジャーコンテンツを中心に、
570万タイトルの配信許諾契
約を確保

3 8言語対応 4 100社対応

プラット
フォーム

日・英・中・韓・スペイン・
ベトナム・インドネシア・ヒ
ンディー各語対応し、各国
キャリアの課金決済が可能

ビューワー
アプリケーション

マルチデバイスで国内約100
社と世界各国出版フォーマッ
トに対応し、DL形式とST形
式の併用可能

5 2特許取得 6 9拠点展開

ビジネス
モデル特許

デジタルコンテンツの共有シ
ステムと、レビュー投稿と連
動したソーシャル性の高い国
際特許を取得

各エリア
法人等拠点

各国でのキャリア・出版社リ
レーション構築促進と、新興
国でのローコストオペレー
ションを実現

2013年度総括

リソース

BtoBtoC×グローバル×スマートフォンのe-books市場で
世界での競争価値を確立する為に多くのリソースを整備・確保。



2013年度総括

キャリアリレーション

ASEAN（約3億4,800万人） 南米（約6,400万人）

日本・東アジア（約10億3,500万人）

南アジア・中東（約8,000万人）

ベトナム（2,200万人）

VTC Online 1,300万人

Zing me 900万人

メキシコ（2,450万人）

MOVISTAR 2,000万人

NEXTEL 450万人

日本（1億3,500万人）

docomo 6,200万人 au 3,900万人 SoftBank 3,400万人

中国（9億人）

人人 2億人 QQ 6億人 開心 1億人

インド（6,700万人）

Aircel 6,700万人

インドネシア（1億9,200万人）

Telkomsel 1億2,000万人

Indosat 5,800万人

AXIS 1,400万人

アルゼンチン（2,000万人）

Personal 1,800万人

NEXTEL 200万人

フィリピン（7,300万人）

Smart 5,200万人

SunCellular 2,100万人

チリ（1,550万人）

MOVISTAR 800万人

Entel 750万人

トルコ（1,300万人）

AVEA 1,300万人

タイ（6,100万人）

AIS 3,700万人

TRUE 2,400万人

コロンビア（400万人）

Millcom（Tigo） 400万人

2013年度までにサービスを開始したグローバルチャネルは、合計12ヶ国24社と拡大。



2013年度総括

出版社配信許諾

エリア 出版社数 ラインナップ状況 許諾範囲

日本
国内主要出版社
約1,500社

・人気雑誌の定期購読等を開始
・版面タイトルの取り扱いを開始
・総タイトル数は約12万タイトル
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中国
国内全出版社
約300社

・約15万タイトルの許諾を獲得
・人気雑誌と新聞も許諾確保

ASEAN
＋

インド

各国主要出版社
約300社

・8,000タイトル以上に許諾増加
・人気雑誌の許諾確保も推進

南米
各国主要出版社
約50社

・大半の人気雑誌許諾確保完了
・欧米圏人気コミックも許諾確保

国内一部
出版社



2013年度総括

プラットフォーム

ローカライズ

ローカライズ

多言語対応し各国のキャリア課金決済が可能

マスター（日本語）

インド

インドネシア

ベトナム

フィリピン

中国

南米

マスターシステムより、日本語・英語・中国語・スペイン語・ベトナム語などへの
言語対応、各国のキャリア課金決済システムの実装、オープンIDシステムの対応へ
の整備が完了。



2013年度総括

マルチ
デバイス対応

Android，iPhone，iPad，BlackBerry，Symbian，
PC（～Win8，Mac）などあらゆるデバイスに対応

DL／ST
併用対応

本棚アプリケーション内でのコンテンツファイルの
ダウンロード／ストリーミング閲覧に対応

本棚アプリ
大手出版社認定の公式ビューワーアプリケーション
コミックを中心に講談社，集英社，小学館（活字），
白泉社，双葉社など大部分の出版社からのビュー
ワー認定済

マルチ
ファイル対応

ePub，OMF，PDF，.book，XMDF，BSF， 画 像，
Office系ドキュメントなど、あらゆるフォーマット
に対応

多機能実装 共有，レビュー書込，PUSH，広告表示，デジタル
コンテンツ管理など多数の機能を実装

ブラウザ
ビューワー

大手出版社認定の公式ブラウザビューワー
コミックを中心に小学館（活字），白泉社，双葉社
など多くの出版社からのビューワー認定を受領

ビューワーアプリケーション



特許内容
特定のサービス（グループ）に属するユーザーが、DL若しくはSTをした
デジタルコンテンツを、そのサービス（グループ）に属さないユーザーへ、
無料で共有する事や割引価格で購入させる事が出来る仕組み。

2013年度総括

ビジネスモデル特許

特許取得国

※中国でも出願中

登録／利用
フィード

特許
共有

共有

無料
割引価格



2013年度総括

各エリア事業拠点

イギリス

インド

オーストラリア

メキシコ
台湾

アメリカ日本 本社中国

ベトナム

インドネシア

支店：2拠点
現法：7拠点

ASEAN、中央アジア、及び南米を中心とした各拠点にて体制整備を完了。
本社と各ローカルエリアでの人員再編を行い、各ローカルエリアでの機動的なオペ
レーション強化を図りました。



連結財務諸表

⃝連結貸借対照表	 （単位：千円）

科　目
当連結会計年度
（2013年12月31日現在）

前連結会計年度
（2012年12月31日現在） 科　目

当連結会計年度
（2013年12月31日現在）

前連結会計年度
（2012年12月31日現在）

（資産の部） （負債の部）

流動資産 1,488,720 3,295,520 流動負債 233,395 210,447

現金及び預金 1,317,851 2,901,360 買掛金 57,065 35,826

売掛金 321,284 317,411 未払金 106,052 136,991

コンテンツ資産 － 83,865 リース債務 3,843 4,284

短期貸付金 87,319 － 未払法人税等 12,201 13,847

法人税等還付未収金 1,380 － 契約解除損失引当金 44,338 5,106

その他 57,532 223,821 その他 9,894 14,391

貸倒引当金 △296,647 △230,938

固定負債 1,756 13,024

固定資産 25,555 336,211 リース債務 1,756 5,599

有形固定資産 0 14,270 その他 － 7,424

無形固定資産 0 253,537 負債合計 235,151 223,471

投資その他の資産 25,555 68,403 （純資産の部）

投資有価証券 9,623 24,226 株主資本 1,271,604 3,473,790

その他 15,931 44,177 資本金 4,141,876 4,141,876

資本剰余金 3,104,327 3,104,327

利益剰余金 △5,974,600 △3,772,414

その他の包括利益累計額 7,191 △65,530

為替換算調整勘定 7,191 △65,530

少数株主持分 327 －
純資産合計 1,279,124 3,408,260

資産合計 1,514,275 3,631,731 負債純資産合計 1,514,275 3,631,731

■連結財政状況
当連結会計年度における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,129,136千円減少し、1,279,124千円となりました。
主な要因といたしましては、当期純損失の計上によるものであります。



連結財務諸表

⃝連結損益計算書（要旨）	 （単位：千円）

科　目
当連結会計年度
2013年　1月　1日から（2013年12月31日まで）

前連結会計年度
2012年　1月　1日から（2012年12月31日まで）

売上高 461,584 450,102

売上原価 444,704 371,152

売上総利益 16,880 78,950

販売費及び一般管理費 1,440,736 1,085,298

営業損失（△） △1,423,856 △1,006,348

営業外収益 105,045 91,789

営業外費用 38,438 7,777

経常損失（△） △1,357,249 △922,336

特別利益 － 34,306

特別損失 840,055 122,860

税金等調整前当期純損失（△） △2,197,305 △1,010,890

法人税、住民税及び事業税 4,962 6,944

少数株主損益調整前当期純損失（△） △2,202,268 △1,017,835

当期純損失（△） △2,202,186 △1,017,835

⃝連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）	 （単位：千円）

科　目
当連結会計年度
2013年　1月　1日から（2013年12月31日まで）

前連結会計年度
2012年　1月　1日から（2012年12月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,327,668 △755,698
投資活動によるキャッシュ・フロー △316,466 △251,692
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,323 △5,958
現金及び現金同等物に係る換算差額 64,949 2,078
現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） △1,583,508 △1,011,270

現金及び現金同等物の期首残高 2,901,360 3,912,631
現金及び現金同等物の期末残高 1,317,851 2,901,360

⃝連結株主資本等変動計算書（要旨）　当連結会計年度（2013年1月1日から2013年12月31日まで）	 （単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額
少数株主
持分

純資産
合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本

合計
為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 4,141,876 3,104,327 △3,772,414 3,473,790 △65,530 △65,530 － 3,408,260

当期変動額

当期純損失（△） △2,202,186 △2,202,186 △2,202,186

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の当期変動額（純額） 72,721 72,721 327 73,049

当期変動額合計 － － △2,202,186 △2,202,186 72,721 72,721 327 △2,129,136

当期末残高 4,141,876 3,104,327 △5,974,600 1,271,604 7,191 7,191 327 1,279,124

■連結損益状況
コンテンツ事業においては複数のエリアで順次新規サービス
が開始されましたが、まだ初期の段階であり、収益の寄与は
少なく、前連結会計年度に対して売上高は減収となりました
が、マスターライツ事業においては、海外で保有していたラ
イツの販売を積極的に販売した事により増収となり、全体と
して前期比微増となりました。
利益面につきましては、国内事業における売上拡大の為に、
主にBtoC向けの電子書籍サービスに対して積極的なプロ
モーションを行った為、広告宣伝費が増加となりました。ま
た、営業外では円高基調に伴う為替差益の計上がありました
が、売上収益が伸び悩む中で減損損失、英国子会社の連結除
外に伴う為替換算調整勘定取崩額、海外債権に対する貸倒引
当金繰入額等の特別損失を計上することになりました。



会社概要／株式の状況／株主メモ

●会社概要（2013年12月31日現在）

商 号 株式会社SmartEbook.com

本 店 所在地 福岡県福岡市博多区祇園町4番2号

設 立 2000年3月31日

資 本 金 4,141,876千円

代 表 者 代表取締役　假屋　勝

従 業 員 数 50名（他、海外臨時従業員13名）

事 業 内 容 電子書籍プラットフォーム及び
ビューワー開発提供

●株式の状況（2013年12月31日現在）

発行可能株式総数	 6,238,000株

発行済株式の総数	 2,194,270株

株主数	 36,754名 当社が運営する電子書籍ポータルサイト『MOBI-BOOK』
http://www.mobi-book.com/

●株主メモ

事 業 年 度 毎年1月1日から12月31日まで

定時株主総会 3月

基 準 日 12月31日

公 告の方法 電子公告

U R L http://www.smartebook.com/

※		ただし、やむを得ない事由により電
子公告することができない場合は、
日本経済新聞に掲載します。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

お問い合わせ先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

電 話 番 号 0120-782-031（フリーダイヤル）


