
成長戦略の全体像
メディアドゥグループは、私たちが持つ電子書籍市場における「Position」と「Technology」という強みを生かし、著作者、出版社、

電子書店やユーザーといったデジタルコンテンツに関わる全てのステークホルダーの要望、課題に真正面から取り組むことで、

社会課題の解決と持続的な成長の両立に挑戦していきます。

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.22－25
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メディアドゥでは、2018年7月に5カ年計画の中期経営計画を策定し、その計画及び目標達成に向けて各種施策に取り組んできました。
さらにこれまでの成果を踏まえ、計画の達成確度が高まったことから新しい中期経営計画の策定を進めていました。2021年2月期に
おいて売上高目標は前倒しで達成となった一方で、足もとでは急速に事業環境が変化しており、また資金調達による一段の成長加速
シナリオを織り込むべく、引き続きの検討・計画策定を進めています。

足もとの急速な事業環境変化を踏まえて新中期経営計画の公表を延期 
 2  中期経営計画について

2022年2月期の数値計画

ジャンル別出版市場規模（2020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

強みを生かした戦略で 市場の伸び率以上の成長を実現
2020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4,442億円と推計され、過去3年
の年平均成長率（CAGR）は約20%となっています。また、
2024年には約1.3倍の5,669億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%弱の増加とな
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
（2021年2月期）
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中期戦略骨子
売上高 営業利益 経常利益

親会社株主に 
帰属する 
当期純利益

EBITDA

2022年2月期 
予想 1,000億円 30.0億円 28.2億円 16.0億円 40.0億円
前期比 +165億円 

（＋19.7%）
+3.4億円 
（＋12.6%）

+1.0億円 
（＋3.7%）

+0.9億円 
（＋5.3%）

+5.8億円 
（＋16.8%）

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 
3,810億円

3,700億円110 
億円

コミック： 
合計 
5,498億円

2,078億円3,420億円

文字もの： 
合計 
6,860億円

6,459億円401 
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 +7%

 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

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2020」 出所：出版科学研究所

年平均 
成長率

年平均 
成長率
▲0.2%

＋23.9%

（億円）

 1  DCAの実現（Legacyを創りに行く） 

 2  出版業界におけるDXの推進（Legacyを作る）

 3   新サービスの創出 
（事業拡大に向けた積極的な投資実行）

62%

38%

62.2%

5.8%

1.9%

メディアドゥの成長戦略

メガトレンド
•  新型コロナウイルス感染症を契機として、現実（フィジカル）とデジタルのあり様は一層の変化を迎え、デジタルトランスフォーメーション 
（DX）が加速
• 国や地域を超えて、社会基盤・産業構造・生活のあり方そのものがデジタル・データを基軸に大きくパラダイムシフトしつつある

メディアドゥの重要課題
デジタル化された著作物（コンテンツ）流通において、コンテンツホルダーとユーザーの中間に位置し、双方に様々なソリューション

が提供可能という当社独自の「Position」を競争優位としたリーダーシップの発揮だけでなく、「Technology」の一層の強化及び 
デジタル領域を軸とした事業展開を通じて、既成概念の枠にとらわれない新しい価値創出に向けたイノベーションと自己変革に挑む。

機会
•  電子書籍マーケット自体の堅調な成長
•  社会のDXが進展し、出版業界のデジタルを活用したビジネス
ニーズ増加

•  ライフスタイル変化、デバイスの進化による電子書籍ユーザー
の増加

リスク
•  海賊版サイトの影響拡大
• コンテンツやユーザーの奪い合いといった競争激化
•  テクノロジー要件の高度化、システム／セキュリティリスクの
増大

①メディアドゥの現在地
・売上高は前倒しで目標達成、利益は計画通りに進捗
・PMI完了＋構造改革による企業体質の改善完了
・資金調達により財務体質が改善

目指す姿

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「Position」と 

先端「Technology」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。

②中期戦略骨子
プラットフォーム枠組み強化（資本業務提携、M&A）

DCAの実現 出版業界におけるDXの推進 新サービスの創出

前成長戦略の振り返り
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2021年2月期 機動的な意思決定を行うべく執行役員制度導入

2022年2月期

指名報酬諮問委員会設置
•  取締役会の諮問機関として指名報酬諮問 

委員会を新たに設置

•  取締役と執行役員の選解任並びに報酬議案

の答申を行うことで、経営の客観性や 

合理性を確保

•  過半数が社外取締役によって構成され、 

委員長は社外取締役が務める

ダイバーシティ向上
•  独立社外取締役として、海外企業法務や、

コーポレート・ガバナンスの幅広い知識や

経験を有する金丸絢子氏が就任（新任）

•  当社取締役会における社外取締役構成比は

3分の1（社内4名：社外2名）

メディアドゥの成長戦略

中期戦略の重点施策と創出価値

持
続
的
な
企
業
価
値
の
向
上

　

あらゆる変化が急速な現代において、非連続の成長を目指すには、あらゆる経営課題に

全方位的に迅速かつ高品質に対応していく必要があると考えています。

　そのためには、限られたリソースでも、各々が自分の役割を正しく理解し、組織一丸と

なることが肝要で、多様性を尊重しながらも、それらの拠り所となる「組織の軸」を確立

できるよう、組織や業務分掌の枠組みを超えた横断的な調整と統合を担っていきたいと

思います。
執行役員 CIO 
（Chief Integration Officer）

鈴村 元

様々な人材の力を有機的に繋ぎ、 
当社グループらしい組織の軸を改めて確立していく

CIOメッセージコーポレート・ガバナンスの強化に向けた取り組み

中期戦略骨子 重要課題 社会的価値 経済的価値 貢献する主なSDGs

DCAの実現  

経営理念の実践 
•  著作物を公正な利用環境のもと頒布
•  ステークホルダーが安心して利用でき 

 る仕組みの構築と強化
•  地域社会への貢献と地方創生

多様な人材の活躍
•  事業と人材の成長を一致させる

社会課題の解決 
•  持続可能な出版流通インフラの構築
•  著作者／取引先／ユーザー（読者）との
信頼関係構築による相互発展

•  社会・文化の形成／発展と豊かな社会
づくりの実現

•  地域経済の活性化
•  社員の働きがいの向上
•  多様性を受容した社会の実現

成長と収益の追求
•  電子書籍流通総額

1,550億円 
（2021年2月期）

•  その他事業売上高

11.9億円 
（2021年2月期）

•  営業利益率

3.2% 
（2021年2月期）

•  労働生産性向上
•  事業規模の拡大

出版業界における
DXの推進

新サービスの 
創出

ガバナンス強化 東証プライム市場を見据えた改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応・ステーク           ホルダーとの対話を通じたガバナンス強化

環境への配慮 
•  CO2排出量抑制への貢献

 P.32

 P.34

 P.36
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メディアドゥの成長戦略

映像作品・売上

チケット代

「デジタル特典」流通によるデジタルコンテンツ市場の開拓

デジタルコンテンツの売買を可能にするマーケットプレイスの提供

映像配信ビジネスにおける「著作物の健全なる創造サイクル」を実現

DCAの実現
電子書籍市場は堅調な拡大を続けていますが、紙本や他のエンターテインメントコンテンツは急速なデジタル化の波にさらされて

います。当社では、インターネット上に溢れる膨大な量のデジタルコンテンツをリアルの世界における車や土地のように、アセット

（資産）化することを企図した「Digital Content Asset（DCA）*」の実現に取り組んでいます。

*  デジタルコンテンツアセット、Digital Content Asset及びDCAは（株）メディアドゥの登録商標です。

これまで、ユーザーがコレクションしたくなるようなものは、限定版の本やCD、バッジ、切手、シール、フィギュアなど、実体のあるも

のに限られ、デジタルコンテンツでは実現することができませんでした。当社はブロックチェーン技術を活用することでデジタルコン

テンツにも所有権の概念を持たせ、これまでデジタルの世界では実現できなかった「コレクションサービス」を提案します。

　具体的には、NFT（Non-Fungible Token／非代替性トークン）技術を用い、出版社などIPホルダーと協力して限定版のデジタル特

典をつくり出します。こうしたデジタル特典を紙の本に付け、紙出版流通における大手企業である（株）トーハンとの連携のもと全国

の書店で販売することで、ユーザーの来店動機を高めることに貢献します。

ユーザーが獲得したデジタル特典は、NFTの特性である「ほかに同じものがない」「ユーザーが所有する感覚を得られる」という利

点を活用することで、ユーザー同士で売買することができます。

　当社はこうした売買を可能にする「メディアドゥNFTマーケットプレイス（仮称）」を新たに開発することで、ファンがコンテンツ愛

を高め、広め、可視化する仕組みを構築していきます。2021年内のサービスインに向けてシステム構築やサービスポリシーの策定
を進めています。

当社は2018年からブロックチェーン技術の研究開発に取り組んでおり、こうした技術をもとに新たなビジネス創造に挑戦していま
す。ブロックチェーン技術を用いた当社初の事業として、ソーシャル映像視聴サービス「GREET」を発表しました。

　GREETは、これまで生み出された、音楽やアニメなどの膨大な映像作品を活用したサービスで、アーティスト本人やその熱心な

ファンはこれらの映像のオンライン上映会の主催者となることができます。上映会の主催者が視聴者を集客することで新たなファン

を生み出すことができるほか、過去の映像作品に新たな価値を与え、収益を上げることが可能となります。

　これらの映像の視聴など、ユーザーの行動履歴はブロックチェーン上に永続的に記録され、アーティストや企業がマーケティン

グに利活用することができます。なお、GREETは2021年3月に業界向けα版をリリースし、大手音楽レーベルや出版社との協議を
スタートさせており、年内に一般向けのサービス開始を予定しています。

　

私が管掌する出版ソリューション本部のミッションは、インキュベーションであり、その配下

の部門は全てスタートアップと捉えています。2022年2月期の大きな柱の一つが「トーハンと
の提携」です。トーハンとはまず電子図書館事業を協業で進めています。北米で80%のシェ

アを持つ「OverDrive」と当社がライセンス契約して7年が経過しましたが、いよいよ大きな飛
躍が期待できるタイミングで、全国展開の営業力を持つトーハンと提携できたことは望外の

喜びです。また、書店店頭でデジタルコンテンツを販売することを目標に、NFTを活用したデ

ジタル特典付き出版物の販売を予定しています。店頭に集まる読者に新鮮な読書体験を提

供できるよう、デジタルとリアルを融合した革新的なサービスを展開します。

　さらに、40年にわたって北米の出版界との信頼関係を築いてきた「Firebrand」を2021年
1月に買収しました。北米での事業展開はもちろん、この会社が持つ海外での出版DXノウハウを、トーハンと協力して国内

出版社に提供することで、大きなビジネスチャンスを生み出していけると確信しています。ほかにもPOD、NetGalley、Audio 

Bookといった成長の種子を抱える出版ソリューション本部の今後にご期待ください。

執行役員 CPSO 
（Chief Publication  

Solutions Officer）

塚本 進

シナジーを追求しながら、デジタルとリアルを融合した
革新的なサービスの展開を図る

担当役員からのメッセージ

膨大な 
コンテンツ 
Artist（コンテンツ権利者）

上映会の開催

映像作品

売上

Organizer （上映会主催者）

Audience （視聴者）

Artist

熱狂的なファン

熱狂的なファン

新たなファン

インフルエンサー

フォロワー
×

購入者

出品 購入

支払 支払

メディアドゥ
NFT

マーケットプレイス 
（仮称）

技術開発は2021年夏、サービス展開は2021年内を予定

ブロックチェーン技術による、デジタル所有の安全な移行を実現

ファン層へのダイレクトマーケティング

出版社

紙書籍ユーザー 
（＝リアルファン層）が

NFT目的に来店

NFT
書店で販売する紙本に 

限定版デジタル特典を付与 
（動画、音楽なども可能）

全国の 
リアル書店

限定版 
デジタル 
特典保有者

32 33株式会社メディアドゥ　統合報告書 2021

メディアドゥの戦略



a

メディアドゥが目指す出版DX像

 出版ERPの開発
Firebrandのノウハウ活用
Firebrandは、北米、英独など欧州で出版ERP×

SaaS事業を展開しており、米国ではシェアNo.1と
なっています。Firebrandには、DXで先行する欧米

出版業界の最先端のノウハウが蓄積されており、

当社は、このノウハウを出版ERPの開発に活用して

いきます。

売上印税管理システム「PUBNAVI」
当社は、紙書籍の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出版ERPの共

同開発を進めています。まず、中小規模の出版 

社にも安価で容易に導入が可能なSaaS型の 

電子書籍売上印税管理システム「PUBNAVI」を

2021年内にサービスインする予定です。その後、
PUBNAVIを機能拡充することで、出版ERPへと

発展させていきます。

書誌情報

電子書籍

紙書籍

メディアドゥの成長戦略

出版業界におけるDXの推進
当社は、北米出版業界のDX成功事例を国内出版業界に導入することを目的に、米国のFirebrandグループを2021年1月に傘下に収め
ました。また、3月には紙書店・流通におけるDXに進出すべく、紙取次大手トーハンの筆頭株主になりました。今後は、メディアドゥ×

Firebrand×トーハンの連携により、出版DX推進を強力に支援し、紙と電子を統合して扱う、出版の世界標準化を目指していきます。

クラウド型取次システムは次世代出版DXシステムへ進化
当社は、オンプレミス型旧取次システムからクラウド型取次システムへの統合・移行を完了させ、現在はさらなる利便性向上を目指

し、新機能開発を推進しています。また、出版社のDXに貢献すべく次世代システムの開発にも着手しています。将来的には、現在、

共同開発を進めている出版ERPとの融合も視野に、次世代出版DXシステムへの進化を目指します。

Nagisa子会社化によるマンガアプリ市場への参入
当社は、取次流通量の拡大やアプリノウハウの蓄積・活用などを目的に、（株）Nagisaを2020年10月に子会社化しました。Nagisa

は、アプリ開発力やプロモーション・運用能力に優れ、自社マンガアプリサービスなどを提供しています。今後は、大手出版社との

取引拡大などのシナジー創出による規模拡大を目指し、2022年2月期は成長に向けた基盤整備を図っていきます。

Phase 1
システム統合による 
コスト削減

Phase 3
社内DXを目的とした 
次世代システム構築

Phase 2
新機能追加による 
利便性向上

Phase 4
出版ERPと 
融合

リアル書店
Web書店

電子書店

図書館
（電子図書館）

出版社

出版ERP
•  中小出版社向け

ERP開発に
Firebrandの 
ノウハウを活用

出
版
社

2020年6月、移管完了 徐々に既存システムをリプレイス

コスト削減 2022年2月期 3.0億円
※業務委託費＋インフラ費用、前期は1.5億円削減

新機能追加開発
機能追加によりさらなる 
利便性向上を目指す

2021年3月、旧システム完全停止オンプレミス型
旧取次 
システム

クラウド型取次システム 次世代出版DXシステム

•  これから誕生する新たな事業 
モデルやコンテンツにも柔軟に対応

•  自動化による業務効率のさらなる
改善

•  電子書籍業界における基盤データ
ベースに

メディアドゥ

統合
出版デジタル
機構

これまでの実績

大手出版社からフリーミアムモデルでの 
掲載許諾獲得
2021年3月にフルリニューアルを完了
・UI／UXの一新によるユーザー体験の向上
・ メディアドゥのシステムとの連携による単行本の 
販売開始

当社グループ参画による大きなシナジー
・コンテンツの拡充
大手出版社との取引拡大（連載、単行本）

・コンテンツの運用
大手出版社作品を加えたキャンペーン運用

Nagisaの強み
・効果的かつ効率的なマーケティング
・アプリの機能拡張
無料お試し版などのキャンペーン機能の実装
Webtoon（縦読み）対応
予約購入、新刊カレンダー など

ユーザー拡大 LTV増大＋
拡充したコンテンツを利用し、積極的かつ 

最適な広告投資と機能拡張

シナジー効果が発現
2021年内にサービスイン 

予定

•  トーハンの全国16支店・営業所の営業体制と図書館
への納入実績を持つ有力書店網を活用、電子図書館
導入を促進

• リアル書店での電子書籍販売
• 「マーケット・イン型流通」にNetGalleyを活用

PUBNAVIの機能
電子書籍 
販売管理

電子書籍 
印税計算

印税支払管理 
（紙＋電子）

サービスイン後に紙書籍の 
売上印税管理等の機能を拡充し、 
出版ERPへと発展させていく

市場データ監視、出版社に報告

書店

取次

書評サービス

図書館

その他取引先

書誌情報
販促情報
著者情報
取引先情報
制作情報
販売情報
などの 

データを統合管理

取引先ごとに 
カスタマイズされた 
データを配信

米国 
シェア 
35%

米国 
シェア 
50%

Firebrandの出版ERPシステム

にて大手出版2社作品の配信開始

今後の展望

書誌情報データベース

進捗状況
・ ジャイブ（株）、（株）秀和システム及び（株）竹書房の出版 

3社が参画し、実証実験を実施
・ 売上取込や支払処理での業務削減効果で高い評価を獲得
・ 今後はさらに多くの出版社にご参加いただき、β版テスト
を実施予定
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 株式会社日本文芸社

 株式会社フライヤー

 アルトラエンタテインメント株式会社

 ジャイブ株式会社

 株式会社MyAnimeList

新サービスの創出
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繋げる投資、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。

メディアドゥの成長戦略

成長投資を実施する重点領域

事業概要

（株）日本文芸社は1959年1月に設立された歴史ある出版社で、2021年3月よりメディ
アドゥグループに参画しました。1964年創刊の男性向け週刊誌『週刊漫画ゴラク』を
主力とし、連載1,400回超のロングセラー『ミナミの帝王』、電子書籍でヒットした 

『ギフト±』や『モンキーピーク』など多数の有力コンテンツを保有。コミック以外に

も、生活実用書や小説など、幅広い雑誌や書籍を紙・電子を問わず発行しています。

今後の戦略

当社グループは中小出版社のDXを後押しすべく、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

の実現を目指す「インプリント事業」に注力しています。2019年8月に買収したジャイブ（株）に加え、日本文芸社がグループに参画
したことで、複数の出版社がそれぞれのブランドを維持しつつ、管理機能やノウハウ、在庫・生産管理のシステムなどを共有し効率

的な出版プロセスの構築を目指すという、当社の目的に向かって大きく前進することができました。今後は、優れた独自性や編集機

能を持つ比較的規模の小さな出版社であっても、個々の伝統や独自性を生かしながら規模の大きな出版社と同等のインフラを利用

することが可能となる事業へと発展させていきます。

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、国内最大規

模の利用数を誇ります（2020年末時点で75万人超）。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

コロナ禍で対面での社員研修が開催できなくなったことなどを受け、メガバンクなど法人契約が増加しており、累計契約社数は200
社超にのぼります。2021年1月には総合情報サービス企業の（株）マイナビや社会人向け研修サービス大手の（株）インソース等を引
受先とする第三者割当増資を実施。今後も法人向け事業を一層拡大すべく、新たな機能追加や営業人員拡大、広告投資を実行して

いきます。

事業概要

2004年に誕生したMyAnimeListは、月間利用者数1,800万人、月間ページビュー2億7,000万PV、世界240以上の国と地域のユー
ザーが利用する、世界最大級のアニメ・マンガのコミュニティ＆データベースです。2019年3月にメディアドゥグループに参画し、
2020年には日本法人化しました。

今後の戦略

海外で日本アニメ・マンガの注目度が高まる中、MyAnimeListは海外のファンの興味や需要を捉えたIP販売及びマーケティング 

プラットフォームとしてさらなる規模拡大のため、当社、及び（株）アカツキ、（株）アニメタイムズ社、（株）KADOKAWA、（株）講談社、

（株）集英社、（株）小学館、合同会社DMM.com、（株）電通グループ、（株）ブシロードから資金調達を実施しました。株主各社、コン

テンツホルダー、各事業者と様々な取り組みを行い、より理想的なファンコミュニティとデータベースの形成に尽力し、世界最大の 

アニメ・マンガ特化型SNSの構築を図ります。

アルトラエンタテインメント（株）は2017年にメディアドゥグループに参画した企業です。マンガのカラーリングや作画事業を手掛け、 
そのクオリティは作家や出版社に高く評価されており、数々の有名作品に携わっています。

　海外における「MANGA」の主流はカラーであり、日本のマンガがその競争環境で流通量を増加させるためにはカラー化が重要な要

素の一つとなっているほか、近年は「Webtoon」と呼ばれる、縦読み・フルカラーのデジタルコミックの人気が高まっていることから、 

今後もカラーリングや作画事業へのニーズが増大し、事業機会の拡大が期待されます。

ジャイブ（株）は2019年よりメディアドゥグループに参画した、少女マンガレーベル
「ネクストF」を手掛ける出版社です。ピュア・キュン・LOVEな少女マンガをコンセプ

トとして、10～20代を中心に幅広い年齢層の女性読者に支持されており、出版業界
でも先駆的な少女マンガアプリとして同名アプリ「ネクストF」も運営しています。

　日本文芸社とともに、当社グループにおけるインプリント事業推進に向けて、一層

の事業拡大を目指します。
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