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代表取締役社長 CEO

藤
ふ じ た

田 恭
や す し

嗣

テクノロジーによって広がる可能性をコンテンツ業界が 
十分に享受できるよう、当社の中に取り込み、 

私たちがイニシアティブを取ってコンテンツを取り巻く 
プレイヤーにインストールしていきます。

メディアドゥは時代の転換点にある

先んじて挑戦を続けることで、 
社会に存在意義を示す。

今から十数年前、当社グループのビジョンである「ひとつでも

多くのコンテンツを、ひとりでも多くの人へ」を定めた背景に

は、創業間もない当社が着うた®配信事業を手掛けた頃から

一貫して、電子書籍だけではなく、あらゆるコンテンツの創

出・流通に貢献していきたいという強い思いがありました。当

時から将来の構想としては描きつつも、経営リソースが限られ

ていたことから、機会をうかがいながら非常に大きな成長を

遂げる電子書籍市場に軸足を置き、今日に至りました。そこ

から時は経ち、現在メディアドゥは、国内電子書籍流通におけ

る圧倒的No.1のポジションを獲得しています。その過程では、

（株）出版デジタル機構の買収と統合、持株会社化、執行役員

制度の導入や人事制度の見直し等、経営基盤の強化に努め

る一方、出版社や電子書店との確固たる関係性の構築や業

界の課題を解決するシステムやソリューションの提供に全社

一丸となって取り組んできました。加えて、当社として上場後

初の資金調達の実施や（株）トーハンとの資本業務提携を含

む複数のM&Aも実施し、成長スピードを緩めることなく、先ん

じて挑戦を続けることで、自社の成長とともに業界の発展に

貢献してきた自負があります。

　そして今、メディアドゥグループは大きな時代の転換点、分

水嶺にあると感じています。テクノロジーの発達によって世の

中はこれまで以上に便利になり、余暇の時間も増え、コンテン

ツも従来以上に次々と生まれてくる世界がすでに現実として存

在します。もはやコンテンツは一部の天才やプロだけが生み

出すものではなく、あらゆる人にその可能性がもたらされてい

ることを示すと同時に、その需要もこれまでにない速度で拡大

しています。

　そうした大きな潮流の中で私たちが進むべき方向はどこか。

それはこれまでの電子書籍流通を通じて「ひとりでも多くの

人」へコンテンツを届ける存在であることはもとより、培って

きた信頼とポジションを活用し、コンテンツに寄り添う立場と

して、よりコンテンツIPホルダーと協働しながら「ひとつでも多

くのコンテンツ」を生み出すことにも挑戦し、業界全体のイノ

ベーションを誘発していく存在へとトランスフォームすること

です。

　テクノロジーとコンテンツのあり方は、スマートフォンの台

頭によって劇的に変化しています。もはや人々の生活の一部

となっているこの小さなデバイスを通して、いかにコンテンツ

IPホルダーに収益機会、ユーザーに優れた顧客体験を提供で

きるかが問われています。同時に、優れた改ざん耐性を有す

るブロックチェーン技術の発展は、デジタル上でのコンテンツ

のプレゼンスを飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

　こうしたことを踏まえて私たちは、これまでの均一でコピー

可能だったデジタルコンテンツに“個数”の概念を持たせ、資

産として価値を担保し、流通させることができる、DCA®（デジ

タルコンテンツアセット）を発明したのです。これは、音楽・本・

映像など様々なデジタルコンテンツの価値をさらに高めるビ

ジネスモデルを提案することで、アーティストなど作品を作り

出すクリエイターに対する新たな選択肢、そして新たなユー

ザー体験を提供するというまさに「著作物（コンテンツ）の健
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全なる創造サイクルの実現」というミッションそのものの体現

であり、当社グループのありたい姿に向けた挑戦です。私自

身、今のデジタルコンテンツは娯楽としての消費財、消費活動

の対象にとどまっているように見受けられ、非常にもったいな

いと考えます。なぜならば、デジタルコンテンツの真価は、ユー

ザーにとって生産・創出活動の対象になってこそ発揮される

と考えているからです。先に述べたようにデジタルコンテンツ

はつくり手も含め、そのあり方が大きく変化しています。これ

までのフィジカルのコンテンツが中心だった世界では、ユー

ザーが生産・創出活動へ直接関与できる余地は非常に限ら

れていましたが、それがテクノロジーによって大きく広がって

います。いちユーザーが消費活動のみならず生産・創出活動

にも関与する仕組みが構築できれば、さらに多くのコンテンツ

が世の中に生み出され、企業としての成長はもとより、社会の

文化的な豊かさの発展にも貢献できます。メディアドゥの存在

意義とは、コンテンツとテクノロジー、コンテンツと人、人と社

会を繋ぐ媒介であり、その実現に向けて絶えず変化・進化し

続けることだと考えています。そして、こうしたことを踏まえて、

当社は2022年4月に新たな中期経営計画を策定・公表しま 

した。

前中期経営計画の振り返りと2022年2月期の総括

グループの経営基盤が強化され、 
新たな挑戦に臨む足掛かりが整う。

当社グループでは、2018年7月に公表した前中期経営計画に

おいて「電子書籍流通全体を支える存在」となることを目標と

して、既存の仕組みにおける電子書籍市場拡大を支援する

「Legacyを作る」、先端技術活用によりさらなる市場拡大に取り

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」の3つの戦略骨子と、5つの重点施策を掲げ、

実現に向け取り組んできました。この4年間における最大の成

果は、2017年3月に実施した出版デジタル機構の買収と統合

を経て、国内電子書籍流通として圧倒的No.1のポジションを

確固たるものにできたことにあります。この「Position」とは

当社にとっての最大の強みであると同時に最大の資産でもあ

ります。なぜなら、これは出版社や書店との信頼関係の積み

重ねとノウハウの蓄積によって形成されており、一朝一夕に模

倣できるものではありません。また両者の間に位置するから

こそ常に出版やコンテンツにおける共通課題を認識でき、共

通価値の創出を発想の起点とすることができます。業界No.1

のシェアとはその財務的側面ですが、真に重要なのはポジショ

ニングによって今後の様々な可能性に挑戦できるという非財

務的な資産を構築できたことです。

　業績についても、この4年間で売上高は2倍となる1,000億

円を突破し、前中期経営計画の中で目標とした業績も1年前

倒しで達成することができました。EBITDAにおいては、新規

事業の投資フェーズ継続を決断したことで、遺憾ながら目標

未達となりました。一方で戦略目標の定性面へと目を向ける

と、掲げていた5つの重点施策において、概ね全ての項目を達

成することができたものと評価しています。

　また、当期に焦点を当てると、業績面では売上高が前期比

25.4%増加し1,047億円、EBITDAについても前期比14.7%

増加の39.2億円と着実に成果を上げることができました。

トーハンとの資本業務提携による業界DXの推進や「FanTop」

の立ち上げによるデジタルコンテンツの価値向上など、ポジ

ションを生かした事業が進展し、大きな変化の途上にあった

ことから、予定していた中期経営計画の公表を1年延期しま 

した。一方で、この1年の間で当社グループが新中期経営計画

において取り組む新たな事業領域の方向性に関する解像度を

大きく引き上げることができたのではないかと思います。これ

までに積み上げた成果を最大限に活用しながら、新中期経営

計画に掲げる目標を確実に達成していきます。

新中期経営計画に基づく成長戦略の方向性

「信頼」を土台に、 
新たな収益の柱の構築を完遂する。

新中期経営計画では、「これまで培ってきたメディアドゥの『信

頼』を土台に、新たな収益の柱の構築を完遂する」ことをキー

ワードとして掲げました。まず、事業領域の進化という観点で

は、当期までに築いた足掛かりを生かし、DCA®の布石実現に

向けて「コンテンツ業界に貢献するメディアドゥ」へと進化を

果たします。同時に、安定的な収益成長という観点では、前中

期経営計画で積み残した課題である電子書籍流通事業以外

の収益の柱の構築を目指します。

　具体的には、当社の中核事業である電子書籍流通事業に

関しては引き続き当社の主力事業と位置付けつつ、当社がこ

れまでに培ってきた「Position」と「Technology」という強み

を発揮できる注力領域として、これまでに立ち上げてきた新規

事業を「インプリント事業」「出版ソリューション事業」「国際事

業」「ファンマーケティング事業」という4つのセグメントに整理

し、戦略投資事業を特定しました。電子書籍流通事業から得

られる安定収益を源泉としてこれまで以上に戦略投資事業へ

と重点的に投資を振り向けることで、中期経営計画最終年度

となる2027年2月期には戦略投資事業から得られる売上高

の構成比を現在の8％から25％、連結EBITDAにおいても

50％の構成となるよう、成長を加速させていく考えです。

　当社の主力事業である電子書籍流通事業においては、目

指す姿として掲げる「さらなる流通カロリー抑制と機能追加

により業界のインフラとしての役割を強化」の実現に向けて、

「流通カロリー抑制による電子書籍市場拡大」「データマーケ

ティングなど新たな機能追加」「新規商材の確立、文字もの電

子書籍市場拡大」という3つの施策に取り組みます。特に現在

ではコンテンツ数はもちろん、キャンペーン数や出版社、電子

書店数のいずれも増加していることから、そのマトリックスを

上手く管理し、安全かつ効率的に電子書籍が流通するための

仕組みと規格を提供することが、取次事業者である私たちに

最も求められていることだと考えています。加えて、これらの

施策により、引き続き業務効率化による流通カロリーの抑制

[ CEOメッセージ ]

と、流通スピードの向上、例えば入稿から販売までの期間短

縮といったオペレーショナルエクセレンスの強化に努め、電子

書籍流通事業をさらに強固な事業へと深化させていきます。

　戦略投資事業については、特に出版業界への貢献という観

点ではトーハンとの連携で実現した「NFTデジタル特典付き

出版物」に大きな期待を寄せています。日本国内の出版市場

規模は1996年の約2.6兆円をピークに、足元では約1.2兆円

まで縮小*しており、書店は大変苦しい事業環境に長らく直面

しています。当社もその解決に向けて貢献できる手段がない

かを模索し続けてきました。全国の特に地方では書店の減少

が顕著になっています。私自身、過去の経験談として、地元の

書店が撤退したことをきっかけに自分が住んでいた地域で文

化的な会話が大きく減ったことをよく覚えています。そして、日

本の未来においてこれは深刻な社会的課題になり得るので

はないかと考えました。そうした課題意識もあり、「NFTデジ

タル特典付き出版物」を実現し、2021年10月の流通開始から

半年間で15タイトル程の流通を手掛けてきました。本、雑誌、

写真集など幅広く手掛け、中でも、（株）扶桑社が刊行する『週

刊SPA! 』では、価格が通常版よりも高く設定されているにも

かかわらず特装版の冊子の売れ行きが非常に好調であったこ

とから、2022年7月には出版業界初、発行全部数にNFTデジ

タル特典を付けての刊行に至りました。

　このようにトーハンとメディアドゥは資本業務提携を行って

からわずか半年の間に、新たな出版のあり方を提案し、ユー

いずれはあらゆる 
コンテンツの創出・流通に 
貢献していきたいという 
思いを常に抱いていました。
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代表取締役社長 CEO

の創出なのだと確信しています。それがひいては「FanTop」

というプラットフォームの価値向上に繋がり、結果として会員

数の増加や売上といった目に見える財務的な価値へと繋がっ

ていくのだと考えています。進むべき方向性が明らかとなりま

したので、今回の中期経営計画期間においてしっかりと推進

していくことによって業界全体を盛り上げていきたいと考えて

います。

　他方、海外展開についてもこれまで以上に注力していく考

えです。前 中 期 経 営 計 画を公 表した5年 前と比 較すると、

FirebrandグループとSupadüのグループ入りによって国際事

業の飛躍に向けた基盤が強固なものとなりました。特に

Firebrandグループは私たちと同様にBtoB企業、いわば業界

の裏方として、35年という長い歴史の中で業界におけるプレ

ゼンスを確固たるものにしている企業であり、海外の出版業

界の課題や動向について精通しています。具体的には、書籍

の書誌情報を中核とした出版EPR事業、情報配信事業、電子

書籍配信事業の複合事業を展開しており、米国大手出版社

をはじめ北米・英独など欧州で100社以上の顧客が利用する

シェアNo.1のサービスです。こうした海外出版社と強固な関

係を築いている彼らのポジションを生かしながら、出版業界に

おけるDXで先行する欧米出版業界で最先端のIPとノウハウを

活用して日本やアジアへサービスを展開するとともに、グループ

の海外進出拠点とすることで世界的にもDCA®としてデジタル

コンテンツの価値を高めていきます。また、海外展開に投資を

行うための財務基盤についても数年前と比較して強固なもの

となっていますので、情報とファイナンスの両面から、強化に向

けた足掛かりが構築できたものと捉えています。今後はグロー

バルへの展開という観点でも、成長を加速させていきます。
* 出所：出版科学研究所

サステナビリティ経営に対する考え方

逆風が訪れた局面を乗り切るための備えを、 
企業全体で追求する。

当社ではこれまでも、企業として社会課題の解決と持続的な

成長を両立させ、企業価値の向上を果たしていく枠組みを構

築するべく、サステナビリティ方針の策定やESG重点テーマの

設定とそれに基づく戦略を推進してきました。これに加えて、

統合型リスク管理の充実と、社会課題を踏まえた事業機会の

最大化を図るべく、2022年6月にはリスク管理委員会を改組

し、サステナビリティ推進委員会を設置しました。

　私はサステナビリティ経営とはより広範な意味合いを持っ

ているものと捉えており、すでに存在する事業が目の前で直面

する課題を解決することとは別の視座で、常にこれからの社

会がどのように変化していくのかを捉える大局観を持ち続け

ることが重要であると考えています。そのためには、企業とし

て意識的に様々なところにアンテナを張り巡らせなければな

りません。また、目的を達するためには、多様な考え方や価値

観を上手く自社内に取り込むことも必要です。このようにして

張り巡らせたアンテナから世界全体の大きな流れを経営に生

かしていくことが私の考えるサステナビリティ経営のあり方で

す。よって、私たちが実際にすでに取り組んでいるスポーツ事

業や起業家の育成・支援といった、一見するとメディアドゥの

本業から離れていることに取り組むこともサステナビリティ経

営の重要な側面だと捉えているのです。加えて、持続可能な

企業になるためには、逆風が吹いたときに私たちを応援、サ

ポートしてもらえる仕組みや評価をつくっていくことも重要で

す。例えば当社が設立した一般社団法人徳島イノベーション

ベース（TIB）のような起業家支援活動はすでに全国17県に広

がっていますが、今後は30県に広がる見通しで、数多くの経営

者の皆様に参画・賛同していただいています。もちろんこれ

は、地方創生という社会的課題の解決に向けて、当社単体だ

けでなく地域とともに取り組む形となるようデザインした施策

ザーの楽しみ方の選択肢を増やすと同時に、出版社や書店に

対して収益機会や読者との接点創出といった新たな価値を提

案する、まさに出版構造のDXを図ってきました。これは今後

のコンテンツビジネスにおける大きな機会に発展していくも

のと考えています。元々、どの業界においてもインターネット

やデジタルはフィジカルを侵食・代替する性質がありました

が、ブロックチェーンやNFTといった新しい技術はフィジカル

を補完することができる、いわば「フィジカルと共創するテクノ

ロジー」だと考えています。それが今回の「NFTデジタル特典

付き出版物」であり、短期間での実績ではありますが一つの

突破口として社会実装し、その効果を証明できたことは重要

な革新であったと評価しています。コンテンツの中でも、音楽

や映像と比べて本は店舗（＝書店）というリアル拠点がまだ数

多く存在します。この書店を「コンテンツ発信拠点」へと昇華

させることで、よりたくさんの人々、潜在的ユーザーに対して

書店へ行く楽しみを提供することが、私たちが提唱する新しい

コンテンツビジネスのあり方です。効果の実証を確認できた

次の段階は、当社がどれだけの量・タイトル数を調達できる

か、そしてそれらを「FanTop」というNFTマーケットプレイス上

で永続的に売れる仕組みとして構築していくか、という点が肝

要です。今はまだ量、プレイヤーともに「点」の取り組みです

があらゆる出版社や取次、書店といった業界プレイヤーを巻

き込み、点から線へ、そして線を繋いで面として業界全体へと

広げていくことが、共通課題への打開策でもあり、共通価値

ですが、こうした社会との繫がりを意識した活動が当社の信

頼度や存在価値を高め、ひいては、知名度やプレゼンスが向

上し、「メディアドゥ」というブランドが確立され、人材採用と

いった経営基盤強化に繋がる。つまり、これだけの規模の社

会関係資本を当社は築き上げることができるということをお

示ししているのです。長期的に企業経営を行ううえでは、必ず

逆風に晒される局面が訪れます。そうした局面を乗り切るた

めに、社会全体の動向を常に大局観を持って見定めておくこ

と、そして、逆風が訪れた場面でも当社の味方となっていただ

けるような存在をつくり上げていくこと、それを追求していくの

がメディアドゥの経営陣におけるサステナビリティではないか

と思っています。

最後に

強い覚悟のもとで、必ず成し遂げる。

冒頭で申し上げた通り、今回の中期経営計画期間は、メディ

アドゥがもう一段階次のステージへと上がっていくための重要

な分水嶺であると捉えています。経営面においては、電子書

籍流通に続く新たな収益の柱をきちんと打ち立てること、事

業領域においては、「電子書籍流通事業のメディアドゥ」から

「コンテンツ業界に貢献するメディアドゥ」への進化を成し遂

げること、とりわけ、デジタルコンテンツのアセット化について

は何としても実現したいテーマなので、必ずや機会をたぐり寄

せて事業の方向性を見出したいと考えています。株主・投資

家をはじめとするステークホルダーの皆様におかれましては、

私たちが展開する戦略、サービスの可能性に、ぜひご期待くだ

さい。

[ CEOメッセージ ]

「コンテンツ業界に 
貢献するメディアドゥ」への 
進化に強い覚悟を持って 
取り組みます。
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企業理念

 
メディアドゥの根底にあるもの

誰しもが幼い頃から触れ、学びを得てきた「著作物」は 
人々の叡智が生み出した作品です。

著作物なくして、私たちの文化や社会の形成・発展は成しえません。

メディアドゥは、この先の未来も、絶えずひとつでも多くのコンテンツが誕生し、 
ひとりでも多くの人が手にできる世界をつくっていきます。

社名の由来

世の全ての価値創造は、本来ならば出会うことの 

なかった価値同士が出会うことによって実現されます。

メディアドゥという名前には、本来ならば出会うことの

なかった価値同士を媒介し、世の中のさらなる進化 

発展に貢献し続ける媒体のような存在になりたいとの

願いが込められています。

どんな時代になろうとも存続し、社会に貢献する。

そして、時代の流れや変化に適応できる組織である

こと。

メディアドゥはそういう組織を目指します。

社是

「成長と可能性」

全ての人は可能性を持って生まれ、 時間の経過と 

共に成長します。万物に平等に与えられたこの時間は、

その成長の実感と共に自らに、そして等しく他人にも

豊かな可能性が在ることを気付かせてくれます。

仲間を認め、尊敬し、その成長と可能性を喜び合うこと。

そして、仲間を大切にするという私たちの決意こそが、

不可能を可能とし、より強固な組織を作ると信じて 

います。

人が成長し続ける限り、メディアドゥも成長し続けます。

私たちはどのような時代になったとしても変化に適応

し存続することで、社会に貢献して参ります。

ひとつでも多くのコンテンツを、ひとりでも多くの人へ

あらゆるコンテンツを世界のあらゆる場所、 

あらゆる人に届けるために、 

コンテンツの創作者、出版社、販売者、ユーザー、 

全てのステークホルダーのサポーターとして存在する。

VISION
あるべき姿

著作物の健全なる創造サイクルの実現

著作物を公正な利用環境のもと、 

私たちの力でできる限り広く頒布し 

著作者に収益を還元し、世界中の文化の発展、 

及び豊かな社会づくりに貢献する。

MISSION
存在意義

Do Professional
Do My Best

Do Myself
Do Sustainable

わたしたちは、 行 動します。

自らの存在意義を強く胸に抱き、Visionの達成に向け、 

私たちは4つのValueを大切に行動する。

VALUES
行動指針

3
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Webサイトのご案内

メディアドゥの価値創造ストーリー
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6 企業理念

8 目次

10 What’s MEDIA DO?

12 メディアドゥのあゆみ

14 事業基盤となる強み

16 業界課題・変化と強みを生かしたメディアドゥの役割

18 パフォーマンスハイライト

成長戦略
20 前中期経営計画の振り返り

22 中期経営計画の全体像

24 メディアドゥを取り巻く事業環境

25 事業部門別戦略

 28 対談特集 01： 

  取次の進化によって、 
  電子書籍市場の拡大をさらに加速する

 36 対談特集 02： 

  デジタルコンテンツ市場における 
  メディアドゥの成長戦略

40 CSO・CFOメッセージ

サステナビリティ情報Webサイト
https://mediado.jp/sustainability/

IR情報Webサイト
https://mediado.jp/ir/

編集方針
「株式会社メディアドゥ 統合報告書 2022」は、ステークホルダーの皆様に向け

た統合的コミュニケーションツールとして発行しています。
　当社のミッションやビジョンの実現に向けて、全社員が強い志を持ち、一丸
となって取り組む戦略の方向性やその進捗をお伝えしています。
　なお、本冊子内で「当社」とは、（株）メディアドゥを、「当社グループ」は当社
及び連結子会社、関連会社・共同支配企業を指します。

報告対象期間
2022年2月期（2021年3月1日～2022年2月28日）
* 一部、対象期間外の情報も掲載しています。

将来見通しに関する注意事項
本冊子に記載されている現在の計画、予測、戦略などには、資料作成
時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した将来見通しが含まれ
ています。将来の実際の業績は、様々な要素により、見通しと大きく異
なる結果となり得ることをご承知おきください。業績に影響を及ぼすリ
スクや不確定要素の中には、当社の事業環境を取り巻く経済情勢、市
場競争、為替レート、税、またはその他の制度などが含まれます。

サステナビリティ戦略
44 メディアドゥグループのサステナビリティ

46 ESGハイライト

47 ENVIRONMENT （環境との関わり）

48 SOCIAL （社会との関わり）

 54 対談特集 03： 

   サステナブルな事業活動を通じ、 
より豊かで持続可能な社会の構築に寄与する

 58 事業を通じた共通価値の創出 
  Connect to the Future

コーポレート・ガバナンス
62 MEDIA DO’s Management

66 役員一覧

68 コーポレート・ガバナンス

72 リスクマネジメント

 FACT DATA 
74 連結財務諸表 

80 企業・株式情報 

「統合報告書 ����」のポイント目次

Media Do 3.0
Publishing Platformer

コンテンツ業界のDXを 
支える存在へ

前中期経営計画
（����年�月公表）

メディアドゥと出版デジタル 
機構の統合と新事業創出に 

向けた布石を実現

新中期経営計画
（����年�月策定・公表）

紙も含めた出版業界における 
地位固めと新規事業の収益化による 
第�の事業軸確立

Media Do 1.0

メディアドゥ単体での 
事業運営

Media Do 2.0
出版デジタル機構との 

統合により電子書籍取次 
最大手へ

当社グループでは、これまで電子書籍流通事業を通して2,200社以上の出版社と150店以上の電子書店との取引実績により業界に

おける確かな信頼関係を構築し、2017年の出版デジタル機構の買収・統合によって最大の強みである「Position」を確立しました。

　今回新たに策定した中期経営計画では、コンテンツIPホルダーに寄り添う存在として、 新たな顧客体験の選択肢を提供すると

ともに、デジタルコンテンツに資産としての価値を担保した上で流通させるDCA®（デジタルコンテンツアセット）という概念のもと、

電子書籍にとどまらずコンテンツ業界全体への貢献を目標とし、これまで培ってきた信頼とポジションを生かし、新規事業（戦略投

資事業）の成長を目指します。

コーポレートWebサイト
https://mediado.jp/ 
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インプリント事業 

小説やマンガの原作といった「コン

テンツIPの源泉」を保有し、映画や

ドラマ化等マルチチャネル展開を 

加速

電子書籍流通事業

What’s MEDIA DO?

ジャイブ株式会社

売上分配

メディアドゥグループの事業領域

契約仲介

システム提供

キャンペーン管理

❶ 出版社及び電子書店間の調整業務
・ 各出版社と各電子書店間の個別契約仲介
・ 電子書店ごとに発生するデジタルデータ

の検証作業等のオペレーション受託

❷  売上・販売実績・書誌データなどの 
一元管理

・ 出版社からお預かりしたデータを 
電子書店に連携

・ 売上集計報告の一元管理 
（経費処理の効率化）

・ 作品の販売状況を電子書店ごとに把握・
提供（出版社管理画面提供）

❸ 電子書店の開拓と企画販促の推進
・各電子書店に売れ筋作品情報を提供
・ 各電子書店へ作品の販売機会最大化に

向けた企画販促（値引、割引等のキャン
ペーン）提案（キャンペーン管理機能）

適切な収益還元

コンテンツ

出版業界におけるメディアドゥの役割

作
家
・
著
作
者

電
子
書
店

出
版
社

読
者

メディアドゥグループは、電子書籍などのデジタルコンテンツを中心に著作物を世に広め、出版市場のみならずコンテンツ市場の

拡大に最大限貢献することを目指しています。

　そのために、出版バリューチェーンの中間に位置する「Position」を強みとして、電子書籍に関わる様々なソリューションの開

発・提供に取り組むとともに、NFTなど先端テクノロジーを活用することで新たなコンテンツの未来を切り拓いていきます。

ファンマーケティング 
事業

技術力を生かしたtoCサービスの

展開により、デジタルコンテンツの

新たな価値を創出

出版ソリューション 
事業

電子図書館、縦スクロールコミッ

ク、POD出版等の展開で出版業界

全体を活性化

国際事業 

海外での出版向けサービスの拡充

と、海外の先進的なサービスを国

内で展開

電子書籍流通事業を中核としてバリューチェーン全体でコンテンツ市場の変革・成長を後押しする

日本の出版業界の特徴として、欧米に

比して多数の出版社と電子書店が存

在しています。双方にかかる様々な業

務をメディアドゥが担うことで、円滑な

流通を実現しています。具体的にはメ

ディアドゥを経由することで、出版社と

電子書店は一社一社と契約する必要

がなくなり、複雑な商流を簡素化して

います。

主な対象子会社／サービス

主な対象子会社／サービス 主な対象子会社／サービス 主な対象子会社／サービス主な対象子会社／サービス

電子書籍取次の機能

実用書・コミック・小説・雑誌を 
紙・電子問わず出版・販売

（株）インプレスHDとの合弁会社 
法人／個人の両PODサービスを統合させPOD市場

拡大を目指す

国内出版社�,���社以上、電子書店���店以上との取引
を有する国内最大手取次事業を展開

取次事業に関する業務アウトソーシングを受託

メディアドゥグループの国際事業展開拠点 
（サンディエゴ）

メディアドゥが開発したNFTマーケットプレイス

世界最大級アニメ・マンガコミュニティメディア
「MyAnimeList」運営

マンガアプリ運営、ファンマーケティング 
サービスの提供

無料マンガ閲覧サービスの提供

書籍Webマーケティングツール「NetGalley」の提供

米国大手出版社を顧客に持ち 
出版社直販サイトをSaaSで提供

米国の書誌情報管理、情報配信、 
電子書籍配信等を展開

電子書籍売上管理、及び紙・電子の 
統合印税管理システム

書籍の要約コンテンツを提供する 
サービス「flier」を運営

次世代型出版「インプリント事業」を手掛け、 
女性向けマンガレーベルを保有

小説投稿サイトの運営及び映像化などの 
プロデュース事業

マンガのカラーリング・作画支援

DX／SaaS拡大業界の活性化IP創出 新たなコンテンツ価値創出
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メディアドゥのあゆみ
時代を見据えて業界に新しい世界観を 
生み出してきたメディアドゥグループ

売上高推移（億円）

メディアドゥグループは、電子書籍などのデジタルコンテンツを中心とした著作物を広く世の中に頒布するという使命のもと、 

常に変わりゆく時代の先端を見つめてきました。これからも、挑戦を恐れず、新たなコンテンツ体験や価値観を世に提案し、事業

の可能性に挑戦することで成長に繋げます。

テックカンパニーとしてのルーツ。 
コンテンツ配信事業をスタート

1994年6月、代表取締役社長 CEO藤田が
大学在籍時に創業し、携帯電話事業に参
入。1999年4月、（株）メディアドゥを設立し、
2000年10月、パケット通信量削減システム

「パケ割！」を開発。2004年7月、コンテンツ
配信事業として着うた®配信サービスを開始。

1994 2006 2013 2017 2020

音楽から電子書籍へ。 
電子書籍取次事業への参入

「パケ割！」と着うた®配信サービスで培った
IT技術とコンテンツビジネスの知見を生か
し、よりシェア拡大のポテンシャルがある電
子書籍流通市場へ参入。2006年10月、コ
ンテンツ配信システム「md-dc」を自社開
発し、電子書籍取次事業を開始。

スマートフォン普及などによる 
市場拡大とともに成長

スマートフォンの普及に伴い、電子書籍市
場は急拡大。その追い風を受け、2013年4
月には「LINEマンガ」へのコンテンツ取次
を開始するなど、売上・シェアともに大きく
伸ばしていく。2013年11月、マザーズ上場。
2016年2月、東証一部に市場変更。

出版デジタル機構の子会社化。 
国内電子書籍取次No.1のポジションを獲得

2017年3月、（株）出版デジタル機構を子会社化し、同年6
月、完全子会社化。国内電子書籍取次No.1のポジション
を確立。

紙出版取次大手トーハンとの資本業務提携。 
ブロックチェーン技術の活用。市場拡大、そして新市場の創出へ

2022年4月、新たな中期経営計画を公表。With/Afterコロナ社会やコンテンツ
獲得競争といった事業環境の変化を踏まえながら、事業拡大に向けた新たな収益
の柱の確立を目指す。

1997 1999 2001 2003 20092005 20111998 2000 2002 20082004 2010 20121995 1996 2007 20152014 2016 2021 202220192018

（各年2月期）

1995
電子書籍サービス／ 

電子書店の誕生（PC向け）

W3C（World Wide Web Consortium） 
設立（米国）

2012
（株）出版デジタル機構設立

Kindle、Kindleストアが日本進出

2011
電子書籍ファイルフォーマット

「EPUB3」（日本語対応）がリリース

2001
ケータイ（フィーチャーフォン

向け）小説ブームが到来

2013
無料マンガアプリの

誕生

2010
iPad（タブレットPC）が登場

一般社団法人日本電子書籍 
出版社協会（電書協）設立

2003
ケータイコミック 

（フィーチャーフォン向け） 
が誕生

2006
メディアドゥ、

電子書籍取次
事業に参入

2007
iPhoneが世に送り出される

（米国）

Amazon Kindle／Kindle 
Storeが誕生（米国）出版・コンテンツ業界の主な出来事

����年　�月 代表取締役社長 CEO藤田が 
大学在籍時に創業

����年　�月 名古屋市中村区に 
「有限会社フジテクノ」を設立

����年　�月 名古屋市中村区名駅に 
「株式会社メディアドゥ」を設立

����年 ��月 パケット通信量削減システム 
「パケ割！」を開発

����年 ��月「株式会社フジテクノ」を 
吸収合併し、本社を名古屋市 
中村区名駅南に移転

����年 ��月 東京都新宿区西新宿に 
東京営業所を開設

����年　�月 着うた®配信サービスを開始

����年 ��月 コンテンツ配信システム「md-dc」を
開発

 ��月 電子書籍配信サービスを開始
����年　�月 コンテンツ配信プラットホーム 

「Contents Agency System（CAS）」
提供開始

 ��月 徳島県那賀郡那賀町に 
徳島木頭事業所を開設

����年　�月 ドコモの電子書籍ポータル 
「iMenuブック」へCASを提供

����年　�月 スマートフォン向け音楽配信サービス
として国内初 
DRMフリーMP�配信を開始  

 �月 スマートフォン向け電子書籍 
配信ストアソリューション「CAS」の 
提供開始

����年　�月

��月

LINE株式会社「LINEマンガ」へ 
コンテンツ取次を開始
東京証券取引所マザーズに 
株式上場（証券コード：����）

����年　�月 米国OverDrive社と戦略的業務提携
 ��月 LINE株式会社、株式会社講談社、 

株式会社小学館とともに 
「LINEマンガ」のグローバル展開の 

ための合弁会社「LINE Book 
Distribution 株式会社」を設立

����年　�月 東京証券取引所市場第一部に 
市場変更 

 �月 米国カリフォルニア州サンディエゴ市
に「Media Do International, Inc.」
を設立

 ��月 書籍の要約サービスを提供する 
「株式会社フライヤー」の株式を 

取得、子会社化 

����年　�月「株式会社出版デジタル機構」の株式を取得、 
子会社化

 �月「アルトラエンタテインメント株式会社」の 
全事業を譲受 

 �月「株式会社出版デジタル機構」の株式を 
���%取得し、完全子会社化  

 �月 会社名を「株式会社メディアドゥホールディングス」と
し、持株会社体制へ移行

����年 ��月 インターネット技術の世界的標準化推進団体 
「W�C（World Wide Web Consortium）」に加盟 

����年　�月「株式会社出版デジタル機構」と「株式会社メディア
ドゥ」が合併（社名：株式会社メディアドゥ） 
子会社である「Media Do International, Inc.」を 
通じて、「MyAnimeList, LLC.」の株式を取得 

����年　�月「株式会社メディアドゥホールディングス」が「株式会
社メディアドゥ」を吸収合併し、PMI*を完遂（社名：
株式会社メディアドゥ）

 ��月 新株予約権発行による資金調達を発表
 マンガアプリ「ゼロコミ」などを手掛ける 

「株式会社Nagisa」の株式を取得、子会社化

����年　�月「Media Do International, Inc.」を通じて、 
「Firebrandグループ」の株式を取得、孫会社化

 �月「株式会社日本文芸社」の株式を取得、子会社化
出版取次大手である株式会社トーハンと資本業務提携

 �月 株式会社トーハンと、ブロックチェーン技術を基盤としたNFT活用による 
「NFTデジタル特典サービスプロジェクト」に着手

��月 NFTマーケットプレイス「FanTop」サービス開始
��月 小説投稿サイトの運営、書籍化・映像化等のプロデュースを 

手掛ける株式会社エブリスタの株式を取得、子会社化
����年　�月 連結子会社である「NetGalley, LLC」の英国現地法人「NetGalley UK Ltd.」 

を通じて、欧米・北米を中心に出版社向け直販サイトをSaaSで提供する 
英国「Supadü Limited」の株式を取得、子会社化

 �月「株式会社エブリスタ」の株式を追加取得、完全子会社化
 �月 株式会社インプレスホールディングスと合弁会社「株式会社PUBFUN」 

を設立
徳島初のBリーグ参入を目指すバスケットボールクラブ 

「徳島ガンバロウズ」の運営法人「株式会社がんばろう徳島」を設立
東証プライム市場へ移行

*  Post Merger Integration：経営統合に伴って、計画したシナジー 
効果を獲得するためのプロセス統合とマネジメント

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

2018
正規版サイト 

「ABJマーク」運用開始

1994– 2006– 2013– 2017– 2021–
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• 流通の中核機能
• グローバルにおける存在感
• 圧倒的なシェア
• 業界からの支援

• 高い開発能力
•  システム・データ管理を含めた 

ワンストップ対応

Position Technology

メディアドゥは従来の出版業界には存在しなかった、最先端のテクノロジーを活用したSaaS志向のビジネスモデルによって、 

電子書籍流通における中間としての独自のプラットフォームを目指すという事業構想のもと、競争優位としての「Position」と

「Technology」の進化・高度化を図っています。

事業基盤となる強み

電子書籍提供出版社のうち

99 %
以上と取引可能

W3C*のPublishing Business Groupに

アジアで唯一となる 
共同議長を輩出

日本人初のW3Cエヴァンジェリストが誕生
*  W�C（World Wide Web Consortium）：インターネット技術の世界的標準化

を推進する団体

電子書店キャンペーン管理件数（2022年2月期）

1.6 万件超（前期比132％）

キャンペーン取り扱いコンテンツ数（2022年2月期）

150 万件超（前期比149％）

国内流通シェア

38 %*
出版社数2,200以上、取引電子書店数150以上の 

中間に位置する圧倒的なポジション
* 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2022」より当社計算

に基づく（うち、一部書店の大型キャンペーンによる一時的な流通増加額を
除いた場合のシェアは36.9%）

電子書籍配信システムの 
コンテンツ配信数 

9億ファイル／月 以上

日本初、

NFT二次流通 
トランザクション数最多*

のブロックチェーンFlowを使った 
プロダクトをローンチ

*出所:CryptoSlam!「Blockchains by NFT Sales Volume(All-time)」

電子書籍流通基盤から、ブロックチェーンを 
用いたNFT管理システムまで、

全てを自社開発

NFTマーケットプレイスのビューアアプリに

日本初の 
3D・AR閲覧機能を搭載

（2022年2月）

エンジニア 
約150 名体制*

*当社従業員に占めるエンジニア比率 ��.�%

流通総額

2,000 億円*
*うち、一部書店の大型キャンペーンによる一時的な流通増加額は約��億円

事業領域の拡大と競争優位性の進化

Media Do �.�
（株）出版デジタル機構との 

統合を経て、国内電子書籍取次 
事業者No.�の地位を確立

・ スマートフォンの普及に伴い、 
電子書籍市場は急成長

・ 2017年3月、当時業界最大手であった 
出版デジタル機構を子会社化し、国内電
子書籍取次No.1のポジションを獲得

現在地
デジタルコンテンツの新たな 

あり方、流通プラットフォームを築き、
コンテンツの持つ可能性を広げる

・ パートナーとの協業による新たなデジタル
コンテンツ市場の創出

・ NFTマーケットプレイス「FanTop」の 
サービス＆アプリ提供開始

Media Do �.�
DXの推進による 

出版業界全体の効率化や 
ビジネスモデルを支える存在に

・ ビッグデータ、デジタル技術の活用展開
・ 出版業界で積み重ねてきた「Position」と

信頼を生かし、出版業界のDXを支援する
サービスを展開

Media Do �.�
Publishing Platformer 

コンテンツ業界のDXを支える存在へ

・ メディアドゥの強みである「Position」を最大活用
し、コンテンツ業界のDXを支える存在へ

・ デジタルコンテンツに“個数”の概念を持たせ資産
として価値を担保、流通させることができるDCA®

（デジタルコンテンツアセット）の世界の実現

Media Do �.� 
創業以降

テックカンパニー 
としてのルーツを生かし、 

テクノロジーの知見を 
強みとして電子書籍 

取次事業へ参入

14 15株式会社メディアドゥ　統合報告書 2022 株式会社メディアドゥ　統合報告書 2022

メディアドゥの価 値 創 造ストーリー



業界課題・変化と強みを生かした 
メディアドゥの役割

電
子
書
店

出
版
社

ユ
ー
ザ
ー

メディアドゥが
目指す 

提供価値

メディアドゥが
目指す 

提供価値

メディアドゥが
目指す 

提供価値

メディアドゥが
目指す 

提供価値

中期経営計画方針 価値提供に向けてメディアドゥが取り組む経営資源の進化

 1  オペレーション変革・効率化

・電子書籍取次
・ 売上／印税分配
・ 書誌情報管理
・ 海外展開支援

 2  ビジネスモデル変革

・DCA®（デジタルコンテンツアセット）の実現
→ “個数”の概念を持つ 

デジタルコンテンツの提供
・ 新サービスの創出
→出版インプリント、メディアなど

人的資産
• HRTechによる効率化と多様な評価・処遇制度の導入等による人的資源の最適化
• タレントマネジメントや人材育成プログラムの充実
• コミュケーションを重視した職場環境整備

顧客・パートナー資産
•  電子・紙を問わずDXを推進し、 

出版社・書店との関係を深化
•  出版に限らない、あらゆるコンテンツ 

IPホルダーへの提案力強化

技術資産
•  当社従業員の3分の1を占める 

エンジニアの高度化
• 新たな採用・育成プログラムの導入

作
家
・
著
作
者

土台
「信頼」

• コンテンツ（IP）ビジネスの拡大
• 投稿型プラットフォームの充実
• 収益化、グローバル展開の進化
• フィジカルコンテンツの配送からダウンロード、配信型へ変化
• 安価に大量なコンテンツ流通が可能

•  出版バリューチェーンの中間に位置する「Position」を生かし、 
コンテンツ創出に関わるあらゆるソリューションを提供

• 多様なプレイヤーから多様なコンテンツが創出される環境を整備
• 創出されたコンテンツが適正な利用環境のもと流通するプラットフォームを提供

• 活字離れの加速化
• 高止まりする返本率
• 著作権処理の複雑化と海賊版問題の継続
• DXの進展と電子書籍市場の成長による出版市場の活性化

• 「NFTデジタル特典付き出版物」やフィジカル書店での電子書籍販売などを通じた出版市場全体の
活性化

• 紙／電子を問わず、業界DXの推進により、オペレーションを変革・効率化
• 海外からのコンテンツ輸入やオリジナル作品制作などの環境整備

Publishing Platformer
コンテンツ業界のDXを支える存在へ

• 電子書籍市場の持続的成長
• 合従連衡含めた競争環境の激化

• 流通カロリー抑制による電子書籍市場拡大
• 販促施策による文字もの市場の拡大
• データベース管理、キャンペーン運用、バナー制作を効率化
•  新たな基幹システム開発、業界最大級のデータベースを活用したマーケティングツールなど 

新機能提供

• 余暇時間の選択肢の多様化
• 技術進歩やデバイス進化による消費者の利便性と利用率の向上
• サブスクリプションモデルの進化
• メディアの多様化

• 正規版の流通による著作権とユーザーの保護
• Web3を見据え、ファンとのコミュニケーションをもとにアイテムを届ける新たな流通の形成
• 独自アプリを提供することでデジタルアイテムの新たなユーザーエクスペリエンスを向上させる
• クリエイターとファンの接点を創出
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（百万円）

 2018/2（連結） 2019/2（連結） 2020/2（連結） 2021/2（連結） 2022/2（連結） 前期比

経営成績：
　売上高*� ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 104,722 +21,182
　　電子書籍流通事業*� — ��,��� ��,��� ��,��� 99,309 +16,960
　　その他事業*� — ��� �,��� �,��� 5,409 +4,219
　売上原価、販売管理費 ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 101,909 +21,036
　　著作料等 ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 92,449 +18,947
　　手数料等 ��� ��� ��� ��� 149 ‒66
　　広告宣伝費 ��� ��� ��� ��� 476 ‒401
　　人件費等 �,��� �,��� �,��� �,��� 5,256 +2,071
　　償却費等 ��� ��� ��� ��� 1,114 +357
　　その他 �,��� �,��� �,��� �,��� 2,457 +132
　営業利益 ��� �,��� �,��� �,��� 2,811 +147
　経常利益 ��� �,��� �,��� �,��� 2,783 +63
　親会社株主に帰属する当期純利益（損失） ��� (�,���) ��� �,��� 1,576 +57
　EBITDA*� �,��� �,��� �,��� �,��� 3,927 +503

財政状態（会計年度末）：
　総資産*� ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 52,509 +9,322
　負債合計 ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 35,596 +4,578
　純資産合計 �,��� �,��� �,��� ��,��� 16,912 +4,743
　自己資本 �,��� �,��� �,��� ��,��� 16,815 +4,710
　有利子負債（短期及び長期） ��,��� ��,��� �,��� �,��� 5,575 ‒1,079

キャッシュ・フロー：
　営業活動によるキャッシュ・フロー �,��� �,��� �,��� �,��� 4,632 +2,088
　投資活動によるキャッシュ・フロー (�,���) (���) (��) (�,���) (7,835) +6,560
　財務活動によるキャッシュ・フロー �,��� (���) (�,���) �,��� 2,089 ‒1,260
　フリー・キャッシュ・フロー (�,���) �,��� �,��� �,��� (3,203) ‒4,472
　現金及び現金同等物の期末残高 �,��� �,��� �,��� ��,��� 11,399 ‒1,304

�株当たり情報（円）：
　当期純利益（損失） ��.�� (���.��) ��.�� ���.�� 99.75 ‒4.77
　配当金 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� 21.00 ±0.0
　配当性向（%） ��.� — ��.� ��.� 21.1 +1.0
　純資産 ���.�� ���.�� ���.�� ���.�� 1,059.59 +271.93

主要な経営指標：
　総資産経常利益率（ROA）（%） �.� �.� �.� �.� 5.8 ‒1.2
　自己資本当期純利益率（ROE）（%） �.� (��.�) ��.� ��.� 10.9 ‒6.1
　自己資本比率*�（%） ��.� ��.� ��.� ��.� 32.0 +4.0
　財務レバレッジ（倍） �.�� �.��  �.�� �.�� 2.99 ‒0.56
　D/Eレシオ（倍） �.�� �.�� �.�� �.�� 0.33 ‒0.21
　従業員数*�（人） ��� ��� ��� ��� 580 +201

*1 報告セグメント以外の事業セグメントにおける売上高が含まれています。
*2 2019年2月期よりセグメントの組み換えを行っているため、それ以前については記載していません。
*3 EBITDA ＝ 営業利益＋（減価償却費＋のれん償却額）
*4  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を2020年2月期の期首から適用しており、2019年2月期は当該会計基準の変更を遡及 

  適用した数値としています。
*� メディアドゥグループにおける就業人員数を記載しています。

パフォーマンスハイライト

売上高

 営業利益　  EBITDA

    親会社株主に帰属する当期純利益（損失）　 
 自己資本当期純利益率（ROE）（右軸）

 有利子負債（短期及び長期）　  D/Eレシオ（右軸）

 総資産　  自己資本比率（右軸）

 1株当たり当期純利益（損失）　  1株当たり純資産

営業利益／EBITDA

20222021202020192018
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