
中期経営計画の概要と進捗

中期経営計画の全体像
メディアドゥグループでは、2018年7月に5カ年計画の中期経営計画を策定、公表しました。本計画の着実な実行により、 

新時代のプラットフォームを創造し、電子書籍をより世の中に広めるとともに、出版市場全体の拡大へも貢献しながら、 

さらなる成長と可能性に挑戦していきます。

 2  成長に向けた戦略

Publishing Platformer
当社グループが持つ最大の強みである電子書籍流通における、独自かつ圧倒的な「ポジション」と 

先端「テクノロジー」を組み合わせることによって、電子書籍流通全体を支える存在への転換を図って

いきます。

 3  目指す姿

 1  メディアドゥの現在地

目指す姿に向けたFirst Step

中期経営計画 2018–2023 

市場の伸び率以上の成長 展望のある市場環境

Position × Technology
メディアドゥが創業以来培ってきた強み

 詳しくはP.14-15
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日本の出版市場は1996年を境に漸減傾向にある一方、電子書籍市場は、スマートフォン・タブレット端末保有者の増加、コンテンツ
提供形式の多様化等を背景として市場は急速に拡大してきました。こうした中、電子化への対応・支援のみならず、出版市場全体への
貢献も見据えた事業戦略により、さらなる成長を実現していきます。

独自の強みを活かし、さらなる成長と出版市場拡大への貢献を目指す 

 2  成長に向けた戦略

中期経営計画の目標数値

ジャンル別出版市場規模（2019年）

コミックス（単行本）市場規模推移

電子書籍市場規模の推移

市場は急速に拡大

メディアドゥを取り巻く展望のある市場環境

強みを活かした戦略で 市場の伸び率以上の成長を実現
2019年の日本における電子出版市場規模は、書籍・ 
コミック・雑誌の合計が3,622億円と推計され、過去3年
の年平均成長率（CAGR）は約15%以上となっています。
また、2023年には約1.3倍の4,610億円になると見込ま
れ、急速な拡大を見せています。これに対し、当社グルー
プはこの3年で流通総額・売上高ともに約30%増となる
など、市場の伸び率を上回る成長を実現しています。

 1  メディアドゥの現在地

当社グループの実績
（2020年2月期）

流通総額

売上高

営業利益

EBITDA

EPS

 

1,200億円
658億円

18億円
26億円

64.58円

2018年2月期からのCAGR

2018年 
2月期

2018年 
2月期

2020年 
2月期

2020年 
2月期

売上高
（億円）

流通総額
（億円）

+30%
+33%

658

1,200

372
710

目指す姿の実現に向けた3つの戦略骨子
流通総額 売上高 営業利益 EBITDA EPS

2021年2月期計画 
（中計3年目） 1,400億円 770億円 22億円 30億円 77円

2023年2月期目標 
（中計5年目） 1,650億円 900億円 50億円 60億円 135円

電子書籍流通増加は 
出版市場全体の活性化に直結

電子

雑誌： 
合計 
4,295億円

4,165億円130 
億円

コミック： 
合計 
4,258億円

1,665億円2,593億円

文字もの： 
合計 
6,879億円

6,530億円349 
億円

米国・中国の出版市場における電子書籍シェアは30～40%。 
日本市場にも大きな伸びしろを見込む。

紙

場所・場面に制限されず購入できるデジタルの利点が寄与し、 
電子コミックは紙コミック市場を超過

デジタルへの露出がカタログ効果となり 
紙コミック売上の減少も歯止め傾向

紙・電子合計の年平均成長率 +6%

 紙コミック　  電子コミック
出所：出版科学研究所「出版指標年報」

： 円内に表示している数値は、市場における
電子書籍シェアです。

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」 出所：出版科学研究所

年平均 
成長率

年平均 
成長率
▲5%

＋24%55%

（億円）

 1  Legacyを作る 

 2  Legacyを創りに行く

 3  事業拡大に向けた積極的な投資実行

60%

40%

 詳しくはP.34-39

60.9%

5.1%

3.0%
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中期経営計画の概要と進捗

Legacyを作る
当社グループは、2017年3月の（株）出版デジタル機構の子会社化、及び2019年3月の完全子会社（株）メディアドゥと（株）出版デジ
タル機構の合併により、国内最大手の電子書籍取次事業者となりました。今後も出版社、電子書店、読者のニーズに応え、電子書籍

市場を拡大するとともに、社内コストの削減を実現するため、体制の効率化と強化をテーマとして各種施策を推し進めています。

コンテンツ流通プラットフォームの構築

電子書籍市場の拡大

流通カロリーの低減

当期（中計2年目）
2020年2月期

中計初年度

2019年2月期
中計3年目

2021年2月期

基盤構築／先行投資
・新電子書籍取次システム開発
・ 取次事業統合準備

効率化に向けた構造改革
・ 新取次システムへ移管 
（サーバー費用重複）
・ コスト削減着手

新たな成長フェーズへ
・ 新体制での効率的な業務運用と 
体制強化

中期経営計画における重点施策
メディアドゥグループでは、当社の最大の強みである「ポジション」を軸として、3つの戦略骨子を策定しました。一つは、電子書籍
市場拡大並びに流通カロリーの低減を図っていく「Legacyを作る」、もう一つは先端技術の活用によりさらなる出版市場拡大に 

取り組む「Legacyを創りに行く」、そして「事業拡大に向けた積極的な投資実行」です。これら戦略の実行可能性を高めていくことで、

本中期経営計画で掲げる「Publishing Platformer」への転換を実現していきます。

実現に向けたマイルストーン

出版営業、書店営業、運用管理

総勢300名以上の体制 
（うちエンジニア100名体制）

キャンペーン管理数　年間1万件
取次稼働コンテンツ　200万点以上

体制

実績

サイトロゴ アイコン

ジャイブ（株）

売上分配

システム提供

契約仲介

キャンペーン管理

電子書籍取次

メディアドゥ最大の強み
Position

ユーザーへのコンテンツ普及

ユーザーへのコンテンツ販売・提供 出版社向け制作支援

海外展開支援

売上・印税管理の業務効率化 SaaS

業界のデジタルシフト促進

書籍の要約コンテンツを提供
するサービス「flier」を運営

当社が運営する電子書店 無料電子コミックサービス「マンガ図
書館Z」の運営をはじめとする、電子
書籍配信業

世界最大級の日本アニメ・マン
ガを核とするコミュニティメディア
「MyAnimeList」の運営

メディアドゥグループの事業ミッションを国際的に
展開し、著作者の事業機会を世界中に拡大推進

少女コミックレーベル「ネ
クストF」をはじめとする、
次世代型出版モデルと
インプリント事業の推進

電子コミックのカラーリ
ング、コミックの作画支
援サービスを提供

Legacyを作る コンテンツ流通
プラットフォーム構築

重点施策

新システム開発
2020年4月までに移管完了

コスト削減効果発現

Legacyを創りに行く

メタデータ
マーケティング提供

POC 基盤開発
2021年2月期第3四半期より 

サービス開始

事業拡大に向けた 
積極的な投資実行

メディア・プロモーション 
事業活性化

先端技術を活用した 
サービス創出

出版社横断的な 
新サービス展開

さらなる事業拡大に向けた広告／体制強化等の投資継続

2020年2月期第3 
四半期より事業開始

収益化

パブリッシング機能強化
インプリントレーベル拡充

2年目
2020/2

3年目
2021/2

4年目
2022/2

計画1年目
2019/2

5年目
2023/2

新システム機能改善電
子
書
籍
流
通
事
業

そ
の
他
事
業

 完了した施策　  追加投資を行う領域　  今後発現が見込まれる成果

メディアドゥ最大の強み

Position

体質改善のための各施策を実行

メディアドゥテック徳島 
への業務移管

システム統合による 
インフラコスト削減

コスト意識の徹底 
（コスト削減 PJ 発足）

2017年に子会社化した出版デジタル機構のPMI完了

①経営の統合
・ メディアドゥホールディングスとメディアドゥの合併
・ 10名のCxOによる新経営体制

②事業の統合
・ 電子書籍取次事業の統合（国内市場での圧倒的シェアを獲得）
・ 新システムへの統合完了

③意識の統合
・ ミッション・ビジョン・バリュー・クレドの制定
・ 人事制度などの統合及び導入
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デジタル
Spotifyなど 

サブスクリプションモデル

出版市場のさらなる拡大に向けて電子書籍の新しいあり方を提案
電子書籍市場は堅調な拡大を続けていますが、紙本にあって電子書籍にない機能・価値が依然として存在しています。これらの

課題を解決することでユーザーの利便性を向上し、また、電子書籍に新たな付加価値を生み出すことができれば、出版市場の 

拡大に一層貢献できるものと考えています。この実現に向け、当社ではブロックチェーン技術を用いた新たなデジタルコンテンツ

の流通プラットフォーム構築に取り組んでいます。

電子・紙の利点を活かした「安心・便利」を感じられる仕組み

新しい電子書籍流通のあり方を提案

当社が提案するもう一つのコンテンツサービス 
＝ブロックチェーンプラットフォーム

コロナ後の世界ではデジタル上で 
今までにない価値・収益を生み出す 

「仕組み」が不可欠購入 保管／携帯性 広がり 資産性

電
子
いつでもどこでも
買える

何冊でも持ち運び
が可能

基本的に
貸し借りは不可

閲覧のみ＝
資産価値がない
電子書店がなく 
なると読めない

紙
書店が減少
ECは配達コストが
発生

収納場所を取る
持ち運ぶ冊数に
限度

図書館やレンタル・
マンガ喫茶など 
多様なサービス

所有権がある*
＝売れる／貸せる
書店がなくなって
も読める

*  新サービスにおいては、厳密には「所有権」ではなく、「閲覧権」を売買できる権利を想定

*   Japan content LOcalization and Distribution:  
経済産業省「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」

メディアドゥテック徳島へのオペレーション業務移管
入稿・配信管理やキャンペーン管理といったオペレーション

業務を中心に、メディアドゥテック徳島への移管を進め、

2021年4月に移管完了を予定しています。当社は、徳島で
効率化可能な業務をメディアドゥテック徳島に委託し、 

東京でしかできない業務に集中することで、業務効率化を

図ります。

売上・印税管理SaaS型サービスの共同開発
当社は、紙書籍を中心とするシステム構築に豊富な経験を

有する（株）光和コンピューターと共同で電子書籍の売上

と印税及び紙書籍の印税を統合的に管理するSaaS型サー

ビスの開発に着手しています。経済産業省のJ-LOD対象 

事業にも認定されており、中小出版社も安価で容易に導入

できるサービスとすることで、事務作業効率化とコスト削

減への貢献を目指しています。

自社電子書店「コミなび」のマーケティング強化
堅調に拡大を続ける電子コミック市場の動向を踏まえ、 

自社電子書店「コミなび」への投資を行い、一定規模にまで

拡大させます。これにより、これまでのマーケット動向把握の

役割だけでなく、幅広いクライアントニーズに対応する大規

模システムに改修することで、新規システム提供先の拡充を 

図ります。

オーディオブック事業への参入
海外で大きく市場が伸長しているオーディオブックは、日本

においても今後利用者やコンテンツの増加により市場拡大

が期待できます。当社では、出版社のオーディオブック制作

を支援し、世界最大級のオーディオブック及び音声コン

テンツ制作・配信サービスであるAmazon傘下の「Audible

（オーディブル）」へサービスを提供する取り組みを開始して

います。

中期経営計画の概要と進捗

Legacyを創りに行く 新技術を使った新市場拡大

メディアドゥが描く新たなデジタルコンテンツのあり方さらなる成長に向けた施策

コンテンツビジネスは、スマートフォンに代表される端末の技術的な進化やインターネット環境の整備・充実化とともに、大きく

変化してきました。また、今般の新型コロナウイルス感染症のような「リアル」を制限する事象の発現により、デジタルシフトが一層

加速しています。こうした中、当社ではデジタル上で今までにない価値・収益を生み出す「仕組み」が不可欠との認識のもと、これ

までの中央サーバープラットフォームとは異なる、非中央集権的プラットフォームによって、本やコンテンツに新たな価値を付与 

する事業構想に挑戦しています。

新システムはコスト削減フェーズから新機能開発段階に移行
流通カロリーを低減させるべく、これまで複数存在していたオンプレミス型のコンテンツ入稿・配信システムについて、クラウド

型の新システムへの統合・移管を進めています。2020年2月期より追加開発投資を実施し、電子書籍流通における当社シェア拡大
を図ります。

2019年3月完成

コスト削減効果 2021年2月期1.0億円
2022年2月期は追加で3.5億円削減（業務委託費＋サーバー等インフラ費用）

新機能追加開発
出版社・書店ニーズを踏まえた機能追加により 
電子書籍流通におけるシェア拡大を目指す

2021年2月、旧システム完全停止予定

電子書店移管は概ね完了
旧電子書籍 
取次システム 
（オンプレミス型）

新電子書籍 
取次システム 
（クラウド型）

次世代電子書籍 
流通システム

取次だけでなく出版業界全体の効率化に 
向けた次世代システムの開発を開始
（J-LOD*補助金対象事業）

With/Afterコロナ

現在のデジタルコンテンツサービス 
＝中央サーバープラットフォーム

音楽　本　映像　その他 音楽　本　映像

＋
リアル
ライブ等

デジタル
アセット

コンテンツ 
販売モデル 
（制限なし）

サブスクリプション 
モデル

アセットモデル

DCA
Digital Content Asset

Spotify、Kindle、YouTube、Netflix など “個数”の概念を持ち、プレミアムを 
実現するデジタルコンテンツ

＋
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国内市場

音楽、映像、電子書籍など 
幅広いデジタルコンテンツの 

新市場を創出

デジタルコンテンツの 
プレミアム市場創出に向けた 

仕組みを構築

成長投資を実施する重点領域
ジャイブ株式会社
ジャイブ（株）は、中小出版社のデジタルトランスフォーメーション（DX）を後押しするインプリント事業を推進する役割を担っています。

当社では、当社グループが有するテクノロジーと出版インフラ機能を活用した次世代型出版の実現を目指し、2019年10月から 

インプリント事業を開始しました。これは、出版文化の基本であるプロダクトアウト型の作品創造と、電子書籍やPOD（プリントオン

デマンド）を駆使したマーケットイン型の流通をともに実現し、紙と電子を合わせた出版流通全体の拡大を目指す新しいスタイルの

出版事業です。本事業を通じて中長期的な業績向上を図るだけでなく、出版業界の成長と出版文化の発展に貢献していきます。

株式会社フライヤー
事業概要：（株）フライヤーは、ビジネス書・教養書を中心に、 
厳選した書籍を1冊当たり10分で読めるように「要約」し、Web

サイト・アプリ上で配信するサービスです。出版社の監修のもと

プロのライターが作成した質の高い要約を提供し、テキストのほ

か音声でも聴くことができます。これまでになかった「要約を読

み、本の魅力を知る」という新たな読書習慣を提案しています。

今後の戦略：2020年5月からはオンライン読書コミュニティ「flier 

book labo」が好評を博しています。また、大規模法人への法人 

プラン導入や様々な企業との協業が進み、個人・法人ともにユー

ザー数が急伸しています。「要約」という新たな切り口での読書

体験を提唱し、国内潜在ユーザーの開拓を進めます。中長期的

には、感度の高いビジネスパーソンに対し、様々なサービス提供

を行うことで、「ヒラメキ溢れる世界」の実現を目指します。

MyAnimeList, LLC.
事業概要：MyAnimeList社は、2005年に誕生した日本のアニ
メ・マンガ情報がユーザー同士によって登録・更新されていく 

世界最大級のコミュニティサイトを運営する会社です。当社は、

2019年3月に子会社化しました。
今後の戦略：今後は、マネタイズ手法の多様化により収益向上を
図るとともに、当社との連携強化により当社グループの海外事業

拡大を目指します。IPの海外展開を目指す企業に対する企画・開

発・運用面での支援に加え、当社が推進しているブロックチェーン

事業において、MyAnimeList社の保有するユーザー基盤やデータ

を活用したサービスを開発するなど、日本のコンテンツの海外市

場への展開に貢献していきます。

PoC
Proof of Concept

目標設定 基盤開発

本番環境
済 済 済

ブロックチェーン技術がコンテンツビジネスにもたらす可能性
ブロックチェーンは、インターネットを「情報の革命」から「価値の革命」へと変える技術と言われています。情報の複製・改竄が

困難であり、分散管理により信頼性が高いだけでなくトレーサビリティも備えるなど、電子書籍をより安全・便利なものにし、 

さらにはコンテンツ提供者とユーザー双方の利便性を高めていくことも可能です。特に、当社では年間兆円規模の流通量を 

カバーできる処理速度を実現するコンソーシアム型の新しいプラットフォームを自社開発し、競争優位を担保したサービス基盤

開発を構築しました。現在、今後のサービスリリースに向けて準備を進めています。

今後のサービス展開に向けた指針

中期経営計画の概要と進捗

事業拡大に向けた積極的な投資実行
電子書籍流通全体を支える存在を目指す当社にとって、将来の収益性向上や企業価値の増大に向けた投資も重要です。取次事業

におけるシェア拡大を図っていくことはもちろん、次なる成長の柱を構築し企業体質の強化につなげる投資、あるいはメディアドゥ

グループとして提供可能なサービスの維持や高度化に寄与する投資を積極的に行っています。

ブロックチェーンが持つ特長

安全性の高さ（改竄が困難） 透明性（情報共有）

トレーサビリティ（追跡可能） 安価な運用費用（高速処理）

新たなコンテンツ配信の仕組み
2021年2月期第3四半期 サービスリリース

取引機能強化著作者向け機能強化 ユーザー向け機能強化

著作権 
管理

決済 
管理

トレース 
（取引履歴管理）

取引効率化・
自動化

ユーザー保護
（利用権利管理）

ロイヤルティの
可視化

サービスアプリケーション
開発進捗率50%

世界最大級のアニメ・マンガのコミュニティサイト

MyAnimeList社のユーザー資産とブランド力を活用し、 
既存ビジネス（メディアドゥ）との連携を加速する

MAU数 
1,300万人

月間PV数 
1.9億

海外 
ユーザー比率 

99%

広告展開を強化し、2023年2月期までに 
100万会員達成を目指す

2017年 2018年 2019年 2020年

40万人
60万人

100万人

前年同期比 147%
＋20万人

MyAnimeList社の持つ月間1.9億PV／1,300万MAUの 
ユーザー基盤やデータを活用したサービスを開発

 複数の国内出版社と協業予定

デジタルコンテンツアセット購入の実証実験

日本コンテンツのグローバル展開（DtoC）

海外市場

デジタルマーケティングの強化・促進

跋扈する海賊版サイトへの解決策

＋ 事業パートナー

100%（開発完了）

2023年2月期
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