
1

2009/09/27

国際コミュニケーション学科４年

仲野ゼミ ゼミ論課題

2065034 河本和也

株式会社ドワンゴ 企業分析



2

株式会社ドワンゴ 企業分析目次

1. はじめに

2. 企業概要

3. 財務分析

4. 経営戦略分析

5. 今後の展望

6. 参考文献

■はじめに

株式会社ドワンゴという企業は一般的には馴染みの無い企業かもしれない。が、同社が

グループとして運営している株式会社ニワンゴのサービスでもあるニコニコ動画という動

画共有サービスは多くの方々に知れ渡った名前だろう。このニコニコ動画はサービス開始

から 1 年に満たない 2007 年 11 月の時点で、すでに日本全体のトラフィック(ネットワーク

技術分野では、ネットワークを流れる情報のこと、または、その情報量のことをいう。) の

約 12 分の 1 を占めていたといわれており、株式会社ドワンゴのその急成長ぶりが窺える。

今回のレポートでは株式会社ドワンゴの企業概要、財務及び経営戦略の分析から同社の

今後の展望について考察、研究する。

■ 企業概要

株式会社ドワンゴは、日本の IT 関連企業であり、電子メールを利用した情報配信サービ

ス及び付帯広告の配信サービス・広告代理店業を業種とする企業である。また東京証券取

引所市場第一部に上場しており、証券コードは、「3715」である。社名の由来は「Dial-up Wide

Area Network Gaming Operation」の頭文字をとったものである。なおこの名前は米

Interactive Visual Systems(IVS)社が運営していたオンラインゲームサービスのブランド

名であり、IVS 社から権利を譲り受けたものである。

○ 株式会社ドワンゴ企業理念

1.社会の一員としてルールを守った行動をします。ビジネスに際して法律及び社会規範を遵

守して、公正な取引を行います。社会の一員であることを意識し、節度ある行動を取りま

す。一人ひとりが担当業務を誠実に履行し、不正な行為を行いません。円滑な意見交換に

基づき、公正な社内意思決定を行います。
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2.お客様が満足するサービスを提供し、企業として信頼の向上に努めます。お客様本意の姿

勢を貫き、取引に際しては十分な説明を行います。お客様からの声を誠実に受け止め、サ

ービスの提供に活かしていきます。｢遊びゴコロ｣を忘れずに、お客様の満足と共に収益を

追求します。

3.情報を適切に保護・管理します。業務を通じて取得した情報は、関連する法律を遵守して

厳重に管理します。高度な情報セキュリティ環境を構築し、安全な通信環境を提供します。

個人情報の保護について規定する法律を厳正に遵守します。

4.適切な情報の開示に努めます。会社の情報を適正に取扱い、インサイダー取引を行いませ

ん。情報の開示に際して、虚偽の報告を行いません。会社の会計資料に不正な記録や誤解

を招くような記録を行いません。保存するべき情報を適正に管理し、必要な時に開示でき

る状態を保ちます。

5.取引先との健全な関係を保ちます。暴力団や総会屋などの反社会的勢力とは取引を行いま

せん。同業者とは健全な競争を行い、独占禁止法やその他の取引に関する法律を遵守しま

す。取引先とは公正かつ自由な関係を維持し、不当な要求を行いません。第三者の知的財

産権を尊重し、適切な利用を行います。

6.モラルの高い労働環境を実現します。労働関連の法律を厳格に守り、公正で誠実な企業風

土の構築を目指します。各種ハラスメント行為の予防に努め、モラルの高い労働環境の維

持に努めます。各種ハラスメント行為が発生した場合にはこれを放置せず、厳正なる対処

を行います。働く人間の個性を尊重し、働くフィールドとして魅力ある環境を作ります。

(出典：株式会社ドワンゴ HP http://info.dwango.co.jp/corp/compliance.html)

○ 株式会社ドワンゴの沿革及びドワンゴの歩み

－沿革(一部割愛)

・1997 年 8 月 6 日 ネットワークゲームを対象としたシステムの企画、開発、運用、サポ

ート、コンサルティングを目的として設立(資本金 1,700 万円)

・1998 年 10 月 米国 Microsoft Corp.から SEGA Dreamcast 用カスタム WindowsCE の日

本国内でのサードパーティへの技術サポート業務を受託

・2000 年 8 月 株式会社イサオ、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントなど
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を割当先とした第三者割当増資を実施(資本金 3 億 8,950 万円)

・2000 年 12 月 事業の国際化とアジア市場開拓を目的として、台北市士林區に当社 98.8%

出資の現地法人多玩國股 有限公司(資本金 500 万台湾ドル)を設立

・2003 年 7 月 東京証券取引所マザーズに株式上場(資本金 8 億 8,625 万円)

・2004 年 9 月 東京証券取引所市場第一部に市場変更(資本金 48 億 6,855 万円)

・2006 年 2 月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社との業務・資本提携

及び第三者割当による新株発行を実施

・2008 年 5 月 当社子会社の株式会社ニワンゴが運営する動画投稿共有サービス『ニコニ

コ動画』において、ヤフー株式会社と協業することを決定

－ドワンゴの歩み

ゲーム事業 dwango.jp 事業 アニメ事業 ニコニコ動画

1997 年 ドワンゴ設立

1998 年 技術サポート業務の委託

｢釣りバカ気分｣配信

｢ドワンゴかもね｣配信

1999 年 ドワンゴ制作の通信サー

バシステムが｢SEGA

Dreamcast｣用で採用

2000 年

携帯電話向けオンライン

ゲーム｢サムライロマネス

ク｣等サービス開始2001 年

ゲーム総合サイト｢ドワン

ゴセブン｣配信開始

総合着信メロディサイト

｢16 メロミックス｣配信開始

2002 年
｢16 メロミックス｣が｢40 メロ

ミックス｣に名称変更

2003 年

ソニー・コンピュータエンタ

テインメントの PS2 用オン

ラインゲーム｢みんなの

GOLF オンライン｣のサー

ビス運用開始

｢40 メロミックス｣から｢いろ

メロミックス｣に名称変更

｢アニメロミックス｣配信開

始
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2004 年
｢ドワンゴセブン｣から｢イロ

メロゲームズ｣に名称変更

｢いろメロ CDサウンド｣配

信開始

チュンソフトを子会社化

スパイクを子会社化

｢パケットラジオ｣サービス

開始
2005 年

ゲームズアリーナを設立
｢いろメロ CDサウンドフ

ル｣配信開始

｢Animelo Summer Live

-THE BRIDGE-｣

ドワンゴ プランニング ア

ンド ディベロップメント

(DPD)を設立2006 年

｢イロメロゲームズ｣から

｢携帯ゲーム百選｣へ名称

変更

各サイト名称を

｢dwango.jp｣に統一

｢Animelo Summer Live

-OUTRIDE-｣

｢ニコニコ動画｣サービス

開始

URSORevolutionを子会社

化(現在の社名はドワン

ゴ・エージー・エンタテイン

メント(DAGE))
2007 年

｢Animelo Summer Live

-Generation-｣

(出典：株式会社ドワンゴ HP http://info.dwango.co.jp/corp/compliance.html)

1997 年と早い時期から情報配信サービスを主眼としており、音楽配信、ゲーム、アニメ、

動画共有と各分野においてしっかりとビジネスモデルが確立されている。特筆すべきは

2003 年の東京証券取引所マザーズに株式上場した時の資本金(8 億 8,625 万円)が翌年 2004

年に東京証券取引所市場第一部に市場変更した時に資本金が 48億 6,855万円まで成長して

いることだろう。同社ホームページによるとこの 1 年間に音楽ポータルメディアを創出す

ることを目的として、タワーレコード株式会社の株式の一部を取得すると共に、同社及び

株式会社 NMNL と業務提携を行なったとのことである。上記のドワンゴの歩みからも音楽

配信サービス『いろメロミックス』を運営開始したことがわかる。『いろメロミックス』は

着メロサイトとしては後発でありながら、提供するデータの高音質さが口コミで広がった

ことと、巧みなプロモーション戦略により、瞬く間に最も著名な着メロサイトになった。

このサービスの成功が現在のドワンゴの礎となっていると言っても過言ではないかもしれ

ない。

■ 財務分析

売上高 経常利益



6

単位：千円 単位：千円

当期純利益

単位：千円

従業員数

単位：人

近年の傾向を見ると、売上高と従業員数に関しては右肩上がりであり、優秀な数字を示

している。が、反比例するように純利益が下がってしまっている。経常利益は確保してい

るようだが、純利益がここまで下がっている事を考えると、現在の不況の影響を少なから

ず受けてしまっているのではないかと考えられる。特に純利益に関しては３期連続で赤字

決算となっており、早急な対策が求められることになるだろう。また、株価の変動を見て

同社の動きも考察していきたいと考える。

上記は日足チャートでみた同社の株価の動きである。日々の上がり下がりは当然ながら

あるものの、全体として上昇傾向にあるのではないかと推測される。が、これはあくまで

近日中のデータであるので、同時に月足チャートで 2004 年度からの株価の動きを考察して

いこうと考える。以下が同社の株価の月足チャートである。
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データからも分かるように、やはり 2004 年度の株価の伸びが著しい。その後は緩やかな

下降と急上昇が見られる。株価急上昇の要因は上記沿革にあるニコニコ動画におけるヤフ

ーとの提携であるのではないかと思われる。いずれにしろ全盛期と思われる 2004 年度から

考えると株価の状況は 1/4 にまで落ち込んでしまっている。自身、株価への知識は薄いが、

情報配信サービス業界における株価の急上昇、急降下は決して珍しいものではないと考え

る。特に自分はこの業界では斬新なサービス提供が評価される傾向にあると考えているの

で、そういった点から見ると近年のドワンゴには往年のような画期的なビジネス戦略が薄

くなってきているのではないかと考えられる。しかし、同社は IR 優秀企業賞を受賞してい

るということもあり、一概に株価の上がり下がりだけで企業を評価できるものではないと

いうことを明記しておく。

■ 経営戦略分析

ドワンゴの事業は大きく分けて 4 つの事業に分けられる。それがモバイル事業、ゲーム

事業、ポータル事業、その他事業ということだ。ドワンゴはこれらの事業を総括し中長期

的な会社の経営戦略として方針を打ち出している。同社の言葉を借りるならば、昨今の市

場環境の変化に対応するため、ドワンゴグループはネットワークエンタテインメント分野

において集客力のあるサイト・サービスの構築・育成を行い、メディアとしての価値を高

めることで広告事業など、課金モデル以外の収益モデルを構築し、収益の多様化を図り、

また、経営資源を共有しグループ内に機動的な体制を作ることで多様化した事業間におい

ても堅固な連携を図り、グループ内での相乗効果を拡大させることを基本に事業戦略を進

めていくとのことだ。具体的に事業分野別の戦略を掲載する。

・モバイル事業

従来の着メロや着うた®・着うたフル®などの音楽系コンテンツ及びゲーム系コンテンツな

どのエンタテインメントコンテンツだけではなく、生活に密着した情報系・実用系コンテ

ンツなどを通じ、幅広いターゲットに向けたモバイルコンテンツサービスを積極的に展開

してまいります。
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・ゲーム事業

株式会社ゲームズアリーナを中心に、グループ内におけるゲーム事業の経営資源を集中さ

せ、ゲームソフト開発ノウハウと当社の強みであるシステム構築・運用ノウハウの相互活

用や連携を強化し、ゲーム事業戦略の企画、立案並びに強化を図ってまいります。

・ポータル事業

従来当社が主力としていた携帯電話会社の公式サイトにおける、ユーザからの情報料を収

益源とするビジネスとは別に、PC でのサービス、動画投稿共有サイト｢ニコニコ動画｣など

を通じ、集客を図ることによってメディアとしての価値を高め、広告収入や個別課金など

の収益モデルを構築してまいります。

・その他事業

当社が設立以来ネットワークゲームシステムの開発を通じ確立したノウハウを活用したソ

リューション事業や、当社グループ内に持つ、アニメ事業における声優・アニメソング歌

手の発掘・育成から、プロモーション・配信・制作・販売・権利管理に至るしくみを活か

し、今後ますます拡大する事が予想されるアニメ市場において、当社の競争優位性を維持

するとともに、存在価値を高めてまいります。

この業界において変化の早いビジネス環境の中で常に優位性を保ち続けていくには、利

益を着実に計上し、持続的な成長を図る必要があると考える。そのためにも各ビジネスモ

デルの確立、同時にグループ内での提携による利潤の確保が重要視されてくるだろう。分

野別に見てみると、やはりモバイルコンテンツはこれからも同社の主力となっていくので

はないかと考える。と、いうのも携帯電話のメロディーは常に需要がある分野の１つでも

あり、またレコード会社も CD 販売よりも音楽配信にシフトしつつあるからだ。また、ポ

ータル事業に分類されている「ニコニコ動画」の集客性も同社にとっては重要なポイント

だろう。現在「ニコニコ動画」のプレミアム会員(月額 525 円)は 50 万人を突破したと言わ

れている。単純に考えて２億 6250 万の売上になる。これはドワンゴにとって欠かすことは

できない売上だろう。今後主力となる事業の強化と撤退する事業の見極めがドワンゴのこ

れからに大きく影響していくことになると考える。

■ 今後の展望

情報配信サービスの需要は年々高まっていると考える。特に自分は今後、情報配信の場

は紙媒体ではなくメディア中心となっていくと考えているので、この業界の競争率は高く

なっていくものと確信している。IT 事業では安全性に重点をおいた企業経営は非常に難し

いとは思うが、同社の持つポテンシャルを十二分に活かし、業界の先駆けとなっていける
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ような斬新な企業戦略が不可欠ではないだろうか。

■ 参考文献

・http://info.dwango.co.jp/index.html

ドワンゴ ホームページより

・http://info.dwango.co.jp/corp/index.html

ドワンゴ 会社情報

・http://info.dwango.co.jp/ir/index.html

ドワンゴ IR 情報

・http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090901-00000514-san-bus_all

9 月 1 日 9 時 17 分配信 産経新聞 「ニコ動」堅調 一段高の展開 より

・ネットコミュニティ白書(2009)

株式会社メディアクリエイト (著)


