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To Our Shareholders社長から株主の皆様へ

株主の皆様、いつもご期待とご支援を頂きまして、ありがとうご
ざいます。

半年ぶりのお手紙となります。

あらためて当社の現状を出来る限りご理解を頂ければと思います。
業績面についていえば、売上は減収、利益率は増加という傾向が

ここ数年続いております。
これはデータベースを活用した事業モデルを開発・運用中心から

ライセンス中心に切り替えていることによります。一方で本来あるべ
き姿としては、ライセンス増加分が開発・運用型減少分を上回る、
というカタチとなります。そのタイミングを、来期中、とする計画を
持っています。そのための投資、技術開発、事業体制などをここ数
年間、年間３億円程度かけて進めてきました。その投資へのご理解
を頂いてきたことをここであらためて感謝いたします。行った投資は
成果を出さないとなりません。

今回の第２四半期決算のポイントは、「来年９月末時点で、月間
ライセンス収入として１億円を超える」とアナウンスしたことと私は
思っております。

もちろん月間１億円がゴールではありません。通過点というより
は、いわば土台となります。つまりどういうことかと申しますと、ラ
イセンス事業１億円時の粗利益率は50％程度、月１億円、年間12億
円とすると粗利益額として６億円となります。現在、当社は年間３億
円超の研究開発費・データ開発費を投資していますが、それらを含
めて年間販管費が５億5,000万円程度ですので、月１億円のライセ
ンス事業を土台にすれば、収益モデルとしてそこから超えてくる分の
売上の利益率は相当に高く、一気に大きな利益成長が臨めるように
なります。

またここ数年間、事業モデルの変換を進めており、開発・運用事
業が大きく減っていますが、とはいえこれらが全く無くなることはな
く、一定のところでは発生します。そう考えると年間12億超のライ
センス事業とあわせ、ようやく５年以上かけて取り組んできた事業
モデルを完全に変換させたことになるだけでなく、増収増益基調に
再び乗ることになります。したがいましてこの月１億円のライセンス
事業をベースとすることが、当社の成長シナリオにとって大変重要な
意味を持ちそれを何としても来期に実現させます。もちろん先行投
資はまだ必要ですが、それを増やしたとしてもなお大きな利益成長
が行われるカタチとなります。

現在、月によりバラツキがあり、平均で5,000万円程度の月間ラ
イセンス収入ですので、ここから倍にするということは簡単ではあり
ませんが、実現の度合いは高まってきています。

そこにはいくつかの背景があります。その背景をこの機会にお伝
えできればと思います。

１つめは、音楽・映像を中心としたエンターテイメント市場のデー
タ・テクノロジー活用の進展です。

パッケージ主体の市場構造からようやく日本も遅ればせながらイ
ンターネットでのデジタル流通に日本のエンターテイメント市場も移
行が進んでいます。先日、ジャニーズさんの嵐というグループの楽曲
がインターネット配信で解禁されましたが、ある意味ではこれは象
徴的な出来事で、長らく海外と比べ成長が緩やかであったインター
ネットにおける音楽・映像流通が、今後勢いを増していくことが想
定されます。インターネットにおける音楽・映像流通が増えるという
ことは、イコールすべての聴取や視聴が「データ化」されるというこ
とになります。作品情報のデータ整備もより重要になり、また利用
者を分析することもさらに重要となります。その中で、当社が創業
来培ってきた国内でも類を見ない規模の音楽・映像の専門的なデー
タベースおよびその活用技術の利用においてより大きな機会が生ま
れつつあります。

２つめは、このようなエンターテイメント市場のデジタル流通の
進展に伴って、企画、調査、販売、広告などマーケティング全般に
もデータ活用技術の波がより押し寄せてくることになります。当社は
この９月に国内初ともいえる音楽に特化した分析サービス「Music 
Analytics」をプレリリースしましたが、エンターテイメント市場に
おいてもデータ・ドリブンのマーケティングがより進む中で、このよ
うな分析サービスのニーズはより高まってきております。当社ならで
はのエンターテイメントに特化したデータベースを活用した特徴的な
分析サービスで、いよいよ迎えたエンターテイメント市場のデータ
活用の時代をクリエイター、メーカー、事業者の方々と共に必ず切
り開きます。

３つめは、マーケティング市場がよりエモーショナルになってく
る、という流れです。どういうことかと申しますと、たとえば、これ
は食品であれ、飲料であれ、化粧品であれ、各社は消費者にファン
になってもらいさらに強固な信頼関係を構築していくことを目指され
ています。そのために多くの広告も含めたマーケティングを展開され
ています。その消費者との信頼関係を構築していく中で、「人の感情
や感性」にどう理解し訴えかけるか、言い換えれば、消費者とメー
カーつまり企業の「感情的な結びつき」をもってコミュニケーション
できるかどうかが、より重要になってきています。この消費者と企業
の「感情的な結びつき」を可視化したり働きかけたりするデータや
技術が当社にはあります。これはある意味偶然の賜物で創業時から
考えていたわけではなく、音楽の歌詞、映画のシナリオ、セリフ、あ
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らすじ等を過去十数年にわたり、整理し体系化、また特に当社独自
の「感性メタ」という感性情報を多くの作品に付与してきた中で生ま
れた「感情的な結びつき」を可視化するデータや技術となります。

直近では資生堂さんとの取り組みが近いですが、消費者、利用者
の方々への感性や感情的な働きかけの精度や頻度を上げていくニー
ズは今後ますます高まってくると思われます。

４つめは、インターネット広告市場の変化の兆しです。アドテクノ
ロジーの進展は凄まじく、多くのインターネットにおける広告市場は
拡大の一途となっております。

基本的には今後もＩｏＴや５Ｇなどの環境変化もあわせ、より成長
していく市場かと思われます。一方で、インターネット上で広告枠を
提供しているメディアからすると、広告が多過ぎて利用者から敬遠さ
れる、広告を出すほどに収益は増えるが利用者はその分離れていく、
記事や情報の関連性の低い広告が多くメディアのイメージが保てな
い時がある、などのここまでの拡大のいったんの課題感がより顕在
化しています。このような課題の解決に当社の「情報を最小単位で
メタ（特徴情報）化する」技術やデータが有効に活用できます。さ
らにいえば、感性メタデータを活かすことで、「関連性の精度向上」

「潜在意識への気づきによる関連づけ」などが実現します。特にこの
「感性メタデータ」を広告サービスに有効活用する、というエンター
テイメント市場で鍛えられた当社ならではのアプローチは、大きな
可能性を秘めています。

大きく４つほど、当社の事業環境をお伝えさせて頂く中で、なぜ
月１億円のライセンス収入の実現の度合いが高まってきているか、
ということが多少なりともご理解頂けましたでしょうか。当然、こ
の４つの大きな事業機会に対し、技術開発、データ整備、プロダク
ト・サービス開発、営業体制などの行うべき準備をそれぞれ進めて
おります。この準備のペースを上げてまいります。

創業来ここまで何度かの困難を乗り越えてきた当社の価値観のひ
とつに「ピンチはチャンス」というものがあります。

ここまでお伝えさせて頂いた大きな事業機会はまさしくチャンス
ですが、逆にいえば、これを活かさないとたちまちのピンチにもな
ります。その危機感は大きくさらにいえば、時間をかけるほどにリス
クは高まります。１分１秒も無駄に出来ない、したくない、というと
ころです。

また業績面でいえば、事業モデルの変換の中、今期は大型のライ
センス契約の再交渉などもあります。開発・運用事業は前期以上に
減少し全社的には減収し今期は減益にもなるというまさしくピンチ
でもあります。

しかしながら当社は過去、ピンチ時において常に大きな成長をし
てきました。

ピンチに感謝し、力をあわせ乗り越えてみせます。

冒頭にこの第２四半期決算のポイントは、「来年９月に月間ライセ
ンス収入を１億円にする」ことを宣言したことと書きましたが、実は
もうひとつアナウンスさせて頂いています。それは「ソケッツは３年
後、感情・感性テクノロジーを活用したマーケティング会社になりま
す」というものです。

今後、時代は必ず１社単独で広告するだけでなく、複数の会社、
ブランドが、協力をしあいながら消費者との信頼関係を構築してい
くブランドパートナーシップの時代が必ず来ます。また感情、感性的
なつながりを持ったコミュニティの周りに企業やブランドの方から繋
がっていく、という従来とは逆方向のマーケティングはより広がって
きます。そのようなエモーショナルなマーケティング、ブランディン
グな時代でこそ、当社が創業来エンターテイメント分野で鍛え磨い
てきたデータや技術がより活きます。

その企業活動の結果、セレンディピティ（幸せの偶然の出会い）、
For Quality of LIFE（ひとりひとりの生活時間の質向上）という当
社の使命を果たしていきたいと考えています。

まだまだ本当に想像以上にデコボコ道が続きます。自らの想像力
の不足ささえ感じます。業績も株価もまだまだで、ご心配されてい
る方もいらっしゃると思います。しかしながらこのお手紙でお伝えさ
せて頂いたように、この道の先には、光があります。波にもまれて
いる中で這い上がり、そしてより大きな波に乗ります。

株主の皆様の期待は、私たちソケッツの勇気の源でもあります。
そして頂いた期待に、経済的にも文化的にも皆様、そして社会に

対してお応えします。
引き続きご理解ご支援頂ければ、幸いです。心よりそう思います。
ありがとうございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年12月

株式会社ソケッツ　代表取締役



　音楽業界向けに特化した、あらゆるデータがダッシュボードで見える化された専門分析プラットフォームサービスを
開始。アーティスト活動・ビジネス支援として各種チャート、売上データ、ソーシャルデータからファンの声や反応を集約
し、多面的評価・分析結果から気づきを抽出し、発想（クリエイティビティ）創出のきっかけを提供します。

（詳しくは上記サイトをご参照ください。）
https://musicanalytics.jp/

国内初の音楽専門分析プラットフォームサービス

「Music Analytics」

■Music Analyticsの特徴 1. SNS分析
2. 音楽サービス分析
3. 楽曲メタ分析

トレンド
ベンチマーク
セグメント

分析ポイントも網羅
独自の感性メタを活用した、
他社にはできない3本柱での分析

β版を招待制にてリリース

3 4

Future Growth Strategies今後の成長戦略
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音楽アナリティクスを2Qにプレリリース
映像アナリティクスへ拡大しテレビドラマ・映画分野に展開へ

レコメンドエンジン、タグ付与ツール、
専門アナリティクス、専門AI

多様な業種業態の企業における
共同プロモーション展開を
感性AIで実現

LINE MUSIC
Hulu
楽天

KDDI
レコチョク
資生堂

機能強化

感性メタ
データ

レコメンド
パーソナライズ アナリティクス 専門AI 感性

マーケティング

シームレスな実現ステップ

パーソナライズ

アナリティクス

専門AI

広告支援PF

クロスエクスペリエンスPF

ブランドパートナーシップPF

3カ年展開について エンターテイメント・テクノロジー×マーケティング事業展開

ライセンス展開の基盤強化
提供社数の増加

ライセンス提供業界の広がりへ

01 提供プロダクトサービスの増加02 提供形態の多様化03× ×

＋

感性・感情モデル
ライフスタイルモデル

2019 2020 2022
エンターテイメント・テクノロジー

感性マーケティング

３年後、ソケッツは、専門マーケティング会社に
～独自のエンターテイメント・テクノロジーを活用した感性マーケティングサービス企業に～
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現在
音楽、映像、書籍

社数

14社

今後
メディア、EC、美容
旅行、自動車、ファッション 50社

プロダクトラインアップの拡充へ

＋
現在
感性メタデータ、レコメンドエンジン

アカウント数

29件

今後
MUSIC AI、エンタメ専門アナリティクス
タグ付与ツール 100件

利用形態の多様化へ

＋
現在

初期/固定、継続/固定、
継続/従量、継続/固定＋従量

利用モデル

今後
月20万円～1,000万円迄
都度利用/固定
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Financial Statements財務諸表

※研究開発費は販売管理費、データ開発投資は原価に計上
研究開発・データ関連投資※を、計画通り売上の26%にて実行中

基礎的な研究開発からより近々の事業化に向けた実践的な応用開発へ

株主還元について
当社の長期的発展をご支援頂いております株主の皆様へ
の利益還元として期末配当を予定しております。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

1株当たり配当金（予定）

基準日

配当額

第2四半期

̶ 3円00銭

期末
（普通配当） 年間

3円00銭
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Business Results第20期（2020年3月期）第2四半期業績概要

■決算ハイライト
● 売上高 ● 経常利益

2018年
3月期

2019年
3月期

1,443
1,604

1,450（予）

630

● 当期純利益（単位：百万円） （単位：百万円）● 営業利益

2020年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

15（予） 15（予）

△6 △6 △7

7368

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

7267

12（予）

6764

（単位：百万円） （単位：百万円）

ライセンス収入主体の事業モデルへ
質的変化を加速

ライセンス収入主体の事業モデルへ、質的変化を加速

データライセンス売上比率

43%26%
60%超

2017年3月期
第2四半期

粗利率 32.1％ 粗利率 41.9％ 粗利率 50％～

2020年3月期
第2四半期

2021年3月期
第2四半期計画

R&D/データ開発投資について

R&D ・データ開発投資 1億6,000万円

当第2四半期
2019年4～9月

前期 第2四半期
2018年4～9月

前々期 第2四半期
2017年4～9月

1億5,700万円1億3,800万円

研究開発・データ投資の継続を行う
ことでソケッツ独自の高付加価値
ビジネスモデルへ

●売上、利益ほぼ期初予算通りにて進捗

●ライセンス、取引件数において前期比1.4倍増

●ライセンス売上拡大に向けた取り組みとして
　研究開発費およびデータ開発費を売上の
26%の金額にて積極投資中
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※研究開発費は販売管理費、データ開発投資は原価に計上
研究開発・データ関連投資※を、計画通り売上の26%にて実行中

基礎的な研究開発からより近々の事業化に向けた実践的な応用開発へ

株主還元について
当社の長期的発展をご支援頂いております株主の皆様へ
の利益還元として期末配当を予定しております。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

1株当たり配当金（予定）

基準日

配当額

第2四半期

̶ 3円00銭

期末
（普通配当） 年間

3円00銭
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Business Results第20期（2020年3月期）第2四半期業績概要

■決算ハイライト
● 売上高 ● 経常利益

2018年
3月期

2019年
3月期

1,443
1,604

1,450（予）

630

● 当期純利益（単位：百万円） （単位：百万円）● 営業利益

2020年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

15（予） 15（予）

△6 △6 △7

7368

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

7267

12（予）

6764

（単位：百万円） （単位：百万円）

ライセンス収入主体の事業モデルへ
質的変化を加速

ライセンス収入主体の事業モデルへ、質的変化を加速

データライセンス売上比率

43%26%
60%超

2017年3月期
第2四半期

粗利率 32.1％ 粗利率 41.9％ 粗利率 50％～

2020年3月期
第2四半期

2021年3月期
第2四半期計画

R&D/データ開発投資について

R&D ・データ開発投資 1億6,000万円

当第2四半期
2019年4～9月

前期 第2四半期
2018年4～9月

前々期 第2四半期
2017年4～9月

1億5,700万円1億3,800万円

研究開発・データ投資の継続を行う
ことでソケッツ独自の高付加価値
ビジネスモデルへ

●売上、利益ほぼ期初予算通りにて進捗

●ライセンス、取引件数において前期比1.4倍増

●ライセンス売上拡大に向けた取り組みとして
　研究開発費およびデータ開発費を売上の
26%の金額にて積極投資中

前事業年度末
（2019年3月31日現在）

当第2四半期末
（2019年9月30日現在）

（資産の部）
　流動資産 983 984
　固定資産 262 247
　　有形固定資産 20 17
　　無形固定資産 59 47
　　投資その他の資産 183 182
資産合計 1,245 1,231

（負債の部）
　流動負債 137 131
　固定負債 64 70
負債合計 201 201

（純資産の部）
　株主資本 1,015 1,001
　新株予約権 28 28
純資産合計 1,044 1,030
負債純資産合計 1,245 1,231

第2四半期貸借対照表 単位：百万円

前第2四半期累計
（ 自 2018年４月１日 ）至 2018年9月30日

当第2四半期累計
（ 自 2019年４月１日 ）至 2019年9月30日

売上高 676 630
売上原価 422 366
売上総利益 254 264
販売費及び一般管理費 287 271
営業利益又は営業損失（△）     △33     △6
営業外収益 0 0
営業外費用 0 0
経常利益又は経常損失（△） △33 △6
税引前四半期純利益
又は税引前四半期純損失（△） △33 △6

法人税、住民税及び事業税 1 1
法人税等合計 1 1
四半期純利益又は四半期純損失（△） △34 △7

第2四半期損益計算書 単位：百万円

前第2四半期累計
（ 自 2018年４月１日 ）至 2018年９月30日

当第2四半期累計
（ 自 2019年４月１日 ）至 2019年９月30日

営業活動による
キャッシュ ・フロー 59 139

投資活動による
キャッシュ ・フロー △1 △13

財務活動による
キャッシュ ・フロー 2 △7

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 60 117

現金及び現金同等物の
期首残高 572 639

現金及び現金同等物の
四半期末残高 633 757

第2四半期キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円

▶ P／Lのポイント
通信会社向け収入が減少するも、ライセンス事業進展による
収益率の改善、開発の効率化により減収増益。
▶ B／Sのポイント
無借金経営継続。自己資本比率も80％台をキープし、安定し
た財務基盤へ。



株式会社ソケッツ
Sockets Inc.
平成12年6月
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷1－1－12
03(5785)5518
110名
インターネットを活用したサービス、
アプリケーション、データベースの開発・提供

事 業 年 度
定時株主総会

基 準 日

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先

公 告 方 法

上場証券取引所

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎事業年度終了後3ヶ月以内
期末配当金　毎年3月31日
中間配当金　毎年9月30日

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
TEL　0120-232-711（通話料無料）
郵送先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
当社のホームページに掲載する。
https://www.sockets.co.jp/ir
ただし掲載できないときは日本経済新聞に
掲載する。
東京証券取引所マザーズ

会 社 概 要
商 号
英 文 社 名
設 立 年 月
本社所在地

電 話 番 号
従 業 員 数
事 業 内 容

株式会社ソケッツ
Sockets Inc.
2000年6月
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷4－23－5
　　　　　　　JPR千駄ヶ谷ビル3F
03(5785)5518
64名
インターネットを活用したサービス、
アプリケーション、データベースの開発・提供

役 　 　 員
代 表 取 締 役
取 締 役
取 締 役（社 外 取 締 役）
取 締 役（社 外 取 締 役）
常 勤 監 査 役
監 査 役（社 外 監 査 役）
監 査 役（社 外 監 査 役）

浦　　部　　浩　　司
石　　川　　鉄　　男
鵜　　飼　　幸　　弘
佐　　藤　　　　　明
山　　本　　　　　実
大　　塚　　一　　郎
今　　西　　浩　　之

1. 株主様の住所変更、配当金の振込のご指定、単元未満株式の買取請求その他各種お
手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で
承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。株
主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意下さい。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀
行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ
信託銀行）にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎ
いたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式の状況
7,420,000株
2,477,400株
5億500万円

発 行 可 能 株 式 総 数
発 行 済 株 式 総 数
資 本 金

■
■
■

株主メモ
（2019年9月30日現在）

（ご注意）

大　株　主

浦 部 　 浩 司
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株 式 会 社
株 式 会 社 フ ェ イ ス
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
芳 林 　 知 仁
KBL EPB S .A .  107704
伊 草 　 雅 幸
松 井 証 券 株 式 会 社
中 辻 　 哲 朗

721,000
240,000
240,000
145,000
100,700
 55,100
51,500
 41,000
 37,000
 36,000

29.39
 9.78
 9.78
 5.91
4.10 
2.24
2.10
 1.67
 1.50
 1.46

株主名 所有株式数（株） 持株比率（％）

（注）持株比率は自己株式（24,583株）を控除して計算しております。


