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[1] 2011年3月期第2四半期 決算発表日のご報告

11月8日（月）夕方（後場引け後）に第2四半期決算発表、11月10日（水）にアナリスト・機関投資家向け
決算説明会を行う予定となりましたのでご報告いたします。
なお、決算短信及び決算説明会資料は当社IRサイトに掲載する予定です。 

[2] ブロードバンド映像サービス事業の分社化による子会社（IMJ BB）設立のお
知らせ

10月1日より、当社のブロードバンド映像サービス事業（Broad Band事業本部）を会社分割し、新設した
株式会社IMJ BB（アイ・エム・ジェイ・ビー・ビー）に承継いたしました。 

国内のIPTVサービス市場は、2008年時点で141億円であり、2009年から2013年までの5年間で年平均4

4%の大幅成長が見込まれ、2013年には877億円へ拡大することが予測されております（出展：IDC Japan

プレスリリース「国内IPTVサービス市場規模予測を発表」2009年11月）。 
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当社では、急速な市場成長が見込まれるIPTVをはじめとするブロードバンド映像サービス市場において、
当社グループの事業基盤を早期に確立すべく、意思決定スピードの迅速化、経営資源配分の最適化を図るた
め、分社化いたしました。
Broad Band事業本部は、当初より映像配信に特化し、PC、モバイルだけでなく、STB（セットトップボッ
クス）、IPTV、デジタルサイネージ（電子看板）等、デバイスやプラットフォームの多様化を視野に入
れ、業容を拡大してまいりました。

主な実績としては、「TSUTAYA TV」、「KDDI LISMO Video Store」、「LEONET（レオパレス21賃貸ア
パート専用のブロードバンドサービス）」、「『ダンロップフェニックストーナメント』のライブ配信およ
びVOD（ビデオ・オン・デマンド）配信」などがあり、映像配信に関する各種ソリューションを提供して
おります。

今回の分割により、人員体制を拡充することで、高い収益性と生産性を維持しつつ、組織としての成長、市
場におけるポジションの強化を目指してまいります。

▽プレスリリース
http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100908-001110.html 

[3]  【特集】上半期公開のソーシャルゲーム、iPhone・iPadアプリのご紹介

2010年3月期上半期に公開いたしました、IMJG企画及び開発のソーシャルゲーム、iPhone・iPad向けアプ
リをご紹介いたします。

【ソーシャルゲーム】
『人生ゲーム for GREE』／IMJ 

URL：http://mpf.gree.jp/90 ※GREEへの無料会員登録後、利用可 

タカラトミーエンタメディア社との共同開発による、GREEにて提供中のソーシャルゲーム。国民的ボード
ゲーム「人生ゲーム」にソーシャルゲームの要素を取り入れ、現実では味わえない夢の人生がソーシャルネ
ットワーク上に広がる、新感覚の「人生ゲーム」です。

『RockYou！バトルモンスター』／ボトルキューブ 

URL：http://mbga.jp/ ※モバゲータウンへの無料会員登録後、利用可
対象：モバイルのみ
ロックユーアジア社と共同開発による、モバゲータウンにて提供中のソーシャルアプリ。多彩なモンスター
とシンプルな操作性が魅力的なバトル＆モンスター育成のアプリです。

【iPhone・iPad向けアプリ】 

『Chocobo Panic（チョコボパニック）』／ボトルキューブ 

http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100908-001110.html
http://mpf.gree.jp/90
http://mbga.jp/
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対象：iPad 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/chocobo-panic/id373052434  

※iTunesが開きます。 

スクウェア・エニックス社販売のiPadアプリ『Chocobo Panic』の開発を行いました。 

iPadの画面上で動き回る「ファイナルファンタジー」シリーズに登場するマスコットキャラクター、チョコ
ボを指で捕まえたり、放したりする新感覚ゲーム。

『老舗麻雀☆東風荘』／ボトルキューブ
対象：iPhone、iPod touch 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id355842033  

※iTunesが開きます。 

オンライン麻雀サイト「東風荘」のiPhone版の開発を行いました。業界初のモバイル3キャリアとのオンラ
イン対局を実現。

『応用情報技術者試験(AP)過去問題午前』／ボトルキューブ 

対象：iPhone、iPod touch 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id357463269  

※iTunesが開きます。 

経済産業省認定、応用情報技術者試験（AP）午前問題の過去問題集をiPhone版として開発を行いました。
5年分の過去問題集を選択して購入することができ、復習したい問題を自由に選択可能。 

『サマーウォーズ花札KOIKOI』／ボトルキューブ 

対象：iPhone、iPod touch、iPad 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id373945890  

※iTunesが開きます。 

大ヒット映画「サマーウォーズ」の世界観と「花札」の駆け引きを同時に味わえるゲームを企画・開発いた
しました。劇中のキャラクターとの対局や他のオンラインプレーヤーとの協力によって進めるモードを用意
し、ネットワークを利用した今までにないゲームを実現。

『ネスレ レシピ for iPad』／ボトルキューブ 

対象：iPad 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id378485888?mt=8  

※iTunesが開きます。 

ネスレ日本社が提供するレシピ集です。ボトルキューブが開発し、20万ダウンロードされた人気のiPhon

e、iPodアプリのiPad版を企画・開発。 

『IMJ VISION BOOK 2010』／ボトルキューブ 

対象：iPad 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/imj-vision-book-2010/id378305538?mt=8  

※iTunesが開きます。 

当社の株主通信を電子書籍としてiPadアプリ化いたしました。 

『carview （カービュー）』／ボトルキューブ 

対象：iPhone、iPod touch、iPad 

http://itunes.apple.com/jp/app/chocobo-panic/id373052434
http://itunes.apple.com/jp/app/id355842033
http://itunes.apple.com/jp/app/id357463269
http://itunes.apple.com/jp/app/id373945890
http://itunes.apple.com/jp/app/id378485888?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/imj-vision-book-2010/id378305538?mt=8
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URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id377697726?mt=8  

※iTunesが開きます。 

日本最大のクルマ総合情報サイト【 carview （カービュー）】がお届けする、自動車情報閲覧アプリケー
ションを企画・開発。

『よゐこの企画案 iPhoneアプリの「ふ～って吹くやつ」を色々作る企画 海原はるか』／ボトルキュー
ブ
対象：iPhone、iPod touch、iPad 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id379602642?mt=8  

※iTunesが開きます。 

フジテレビONEにて絶賛放送中の「よゐこの企画案」。よゐこの２人の夢を実現させていく番組で発案した
iPhoneアプリ企画を実際に開発いたしました。 

『赤ちゃん大好き！ワクワク動物！』／ボトルキューブ
対象：iPhone、iPod touch、iPad 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id385093933?mt=8  

※iTunesが開きます。 

生後6カ月以上の赤ちゃんが直感で操作でき、楽しく動物を学ぶことができるアプリ。 

『化物語時計』／ボトルキューブ
対象：iPhone、iPod touch、iPad 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id383321726?mt=8  

※itunesが開きます。 

西尾維新原作の大人気アニメーション「化物語」のメインヒロイン５人の名場面を時刻の経過に合わせて、
次々と展開していくアプリケーション。

『駐車場』／IMJモバイル・ボトルキューブ 

対象：iPhone 

URL：http://itunes.apple.com/jp/app/id361506844?mt=8  

※iTunesが開きます。 

IMJモバイルが保有する日本最大の駐車上データベースから、近くの駐車場を簡単検索できるアプリを企
画・開発。拡張AR機能によって、周囲の駐車場を見回すことも可能。 

[4] エンタテインメントニュース 

■IMJエンタテインメント配給劇場映画『七瀬ふたたび』10月2日（土）公開
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
IMJエンタテインメント配給の映画『七瀬ふたたび』が10月2日に劇場公開いたしました。筒井康隆氏の代

http://itunes.apple.com/jp/app/id377697726?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/id379602642?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/id385093933?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/id383321726?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/id361506844?mt=8
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表作に挙げられるベストセラー小説の初映画化作品となりますので、ぜひ劇場にてご鑑賞ください。

▽『七瀬ふたたび』
 原作：筒井康隆  ／ 監督：小中和哉 

 キャスト：芦名星、佐藤江梨子、田中圭、前田愛 他 

 公式サイト：http://www.7se-themovie.jp/  

上映劇場一覧：http://www.7se-themovie.jp/theater/index.html  

予告編：http://www.youtube.com/watch?v=Jzvh5TSmjl8&feature=player_embedded  

※ツイッターでつぶやき中！アカウント：@nanase_movie 

http://twitter.com/nanase_movie 

※ヴィレッジヴァンガードオンラインにて特設サイトを開設。
抽選でレアグッズをプレゼント！
http://vgvd.jp/vv/goods/category/1532/  

■IMJエンタテインメント制作の劇場映画『雷桜（らいおう）』10月公開予定 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
IMJエンタテインメント制作の劇場映画『雷桜』が10月22日より全国東宝系にて公開いたします。 

▽『雷桜（らいおう）』
 原作：宇江佐真理  ／ 監督：廣木隆一 

 キャスト：岡田将生、蒼井 優、小出恵介、柄本 明、時任三郎 他 

 公式サイト：http://raiou.jp/  

※8月31日に開かれた完成披露イベント・舞台挨拶の様子はこちら 

http://www2.toho-movie.jp/movie-topic/1008/12raiou_kh.html

[5] IMJグループニュース

2010/09/29 IMJ 

組織変更および執行役員の異動に関するお知らせ
http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100929-001117.html 

2010/09/16 IMJ 

「ARプロモーションパッケージ」 提供開始～話題のAR活用プロモーションをトータルプロデュース～ 

http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100916-001115.html 

2010/09/13 ボトルキューブ 

iPhoneアプリ「駐車場」提供開始 

http://www.7se-themovie.jp/
http://www.7se-themovie.jp/theater/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=Jzvh5TSmjl8&feature=player_embedded
http://twitter.com/nanase_movie
http://vgvd.jp/vv/goods/category/1532/
http://raiou.jp/
http://www2.toho-movie.jp/movie-topic/1008/12raiou_kh.html
http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100929-001117.html
http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100916-001115.html
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～約36,000件のデータから近くの駐車場を簡単検索～ 

http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100913-001114.html 

2010/09/10 ボトルキューブ 

西尾維新原作の大人気アニメーション「化物語」遂にアプリケーション配信開始!！メインヒロインたちの
名場面をスチールカットと音声で再現！
http://www.bottlecube.co.jp/06press/press_100910_01.html 

2010/09/09 IMJ 

『人生ゲーム for GREE』 開始から1ヶ月を待たずに100万人突破!! 

http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100909-001112.html 

2010/09/09 IMJ 

「ヴィレッジヴァンガード・モバイル」に
レコメンドエンジン「Rtoaster™ モバイル」を導入 

～サイト全体のコンバージョン率が120%、一人あたりの売上金額が110％に～ 

http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100909-001111.html 

2010/09/08 IMJ 

ブロードバンド映像サービス事業の会社分割（簡易新設分割）による子会社の設立に関するお知らせ
http://www.imjp.co.jp/company/press/release/20100908-001110.html 

------------------------------------------------------------ 

今月のIMJメールマガジンは以上でございます。 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

ご感想・お問合せは、irpr@imjp.co.jpまでお送りくださいませ。 

ご意見・ご感想お待ちしております。

============================================================== 

■メールマガジンについてのお問い合わせ先
irpr@imjp.co.jp 

■メールマガジン アドレス変更
https://www.imjp.co.jp/cgi-bin/mailmaga_forchange.html 

■メールマガジン 退会を希望の方 

https://www.imjp.co.jp/cgi-bin/mailmaga_forwthdrw.html 

  

========================================================== 

  発行：株式会社アイ・エム・ジェイ 

  お問い合わせ：irpr@imjp.co.jp 

  〒153-0042 目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー 
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