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インターネットメディア事業
ビジネスモデル及び事業計画



スピーカー自己紹介
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株式会社東京通信
取締役COO 横山 佳史

 略歴
• 長年にわたり、カジュアルゲーム開発やポ
イントアプリ事業立ち上げに従事

• 2015年に東京通信の社員第一号として入社
• 自身がプロデュースしたアプリが2019年に
国内ダウンロード数3位になる等、アプリ
メディア開発の実力者



 国内向けカジュアルゲーム及びグローバル向けハイパーカジュアルゲームを展開。
従来課金型と異なり、ユーザーの隙間時間を狙った広告収益を中心とする無料の
スマートフォンアプリがメイン

 高成長が続くモバイルゲーム内広告市場を狙い、4,000タイトル以上を製造。
代表作は“ Save them all ”

インターネットメディア事業
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事業概要

業績推移

スキーム図

(百万円) 売上計画及びセグメント利益率

無料アプリメディア内の広告収益を
主軸としたビジネスモデル

1,352 2,099 
3,278 3,544 

24.8% 22.9%
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広告表示

広告表示

• グローバル向けにミドルカジュアルゲームのリリースを計画
• 国内向けは新ジャンルとしてインセンティブゲームのリリースを検討、第二の収益の柱へ

※１

※１．「グローバル」とは、国内及び海外の「ハイパーカジュアルゲームアプリ」、「海外向けカジュアルゲームアプリ」の合計です。
※２．「ミドルカジュアルゲーム」＝カジュアルゲームに課金要素を掛け合わせたゲーム
※３．「インセンティブゲーム」＝アプリ内通貨などのインセンティブを付与する形式のゲーム

※２

※３



インターネットメディア事業 / ポジショニングマップ
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DL数（多）

開発数（多）

DL数（少）

開発数（少）

一般的なソーシャルゲーム

• 2021年国内アプリデベロッパーNo.1のダウンロード実績を誇るマーケティング能力が強み
• 4,000タイトル以上の開発実績から培った知見と平均開発コスト20万円の量産体制を持つ

※

B社

C社

D社

E社

F社

※App Annie社『モバイル市場年鑑2022』の「2021年トップアプリ＆ゲーム企業（市場別ランキング/日本）」にて第２位を獲得（第１位は海外企業）

<当社インターネットメディア事業の強み>

・2021年国内No.1のダウンロード数を誇るマーケティング能力
・4,000タイトル以上の開発実績から培った知見
・平均開発コスト20万円の量産体制

ゲームデベロッパー
（広告収益モデル）

A社



インターネットメディア事業 / ビジネスサイクル
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１～２週間 数週間～数年

①プロトタイプ開発 ②テストマーケティング ③コンテンツ拡充・試験運用 ④運用（広告出稿あり）
- 収益確保 -

数週間～数年

⑤ストック収入（広告出稿なし）
- 収益確保 -

アプリの収益性（広告出稿
効率）などを検証するため、
マーケットでの試験的な運
用を行います。

収益性（広告出稿効率）が
一定の基準を満たした場合、
アプリ内のコンテンツを拡
充。
更にマーケットでの試験的
な運用を行い、ヒットの検
証を行います。

マーケットでの本格的な運
用（広告出稿）を行い、
収益を確保しながらヒット
を目指します。

広告出稿効率が悪化したも
のは広告出稿を完全に停止
するものの、
アプリはマーケットに残し
たまま収益確保を維持しま
す。

当社独自の『小さく生んで、大きく育てる』スマートフォンアプリの開発～運用サイクル

開発チーム
（3名：１チーム）
プロデューサー
デザイナー
エンジニア

１～２週間 ２～３週間

※

※「運用」とは、スマートフォンアプリの広告出稿が伴う運用を指します。



インターネットメディア事業 / 収益モデルとKPI
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• エンジニア数を増加させることでデベロッパーとしての生産体制を増強
• 運用本数を増加させることで総売上を拡大

売上 1本あたり
売上

エンジニア数
（重要KPI） 生産性

運用本数 ※
（重要KPI）

FY2021
実績

FY2022
計画 増減

運用本数
(月平均) 298 351 53

エンジニア数 18 23 5

KPI（運用本数・エンジニア数）収益モデル
進捗状況につきましては、四半期決算短信の公表にて定期的に開示を行います。

※１．「運用本数」とは、広告出稿から運用を伴うすべてのスマートフォンアプリの本数（月平均）として管理しており、ストック収入は含まれておりません。
※２．FY2021までKPIとしておりました「国内向けカジュアルゲームアプリ」及び「グローバル」区分につきましては、「国内向けカジュアルゲームアプリ」のローカライズ（海外）展開の機会が増加したこと
や、国内市場の展開も一部含む「グローバル」の収益増加の背景などにより、区分自体の線引きが曖昧になってきた状況を鑑み、すべての本数を合算した数値のみを開示する方針に変更いたしました。
なお、「アプリ1本あたりの売上高」「貢献利益率」等の指標につきましても、これまで区分ごとの運用状況の把握・分析、戦略立案の観点から重視していたものの、区分を合算したことにより、
指標としての重要性が低下したと判断したことや、投資家からのご意見も踏まえ、区分を合算した運用本数に影響を与えるエンジニア数が、より重要なKPIであると判断したことから、「運用本数（月平均）」と
「エンジニア数」の２種のKPIに整理いたしました。

※１

※２



インターネットメディア事業 / 今後の展望
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国内市場

グローバル
市場

楽しむ - Enjoy -

Free-to-Play Play-to-Earn 

-当社が既に参入している領域 -

ハイパーカジュアルゲーム
(言語の壁や複雑な操作を必要としないグローバル向けのゲーム)

ミドルカジュアルゲーム
(カジュアルゲームに課金要素を掛け合わせたゲーム)

国内向けカジュアルゲーム
(隙間時間など短時間で簡単に楽しめる国内向けのゲーム)

- 当社が今後狙う領域 -

インセンティブゲーム
(アプリ内通貨などのインセンティブを付与する形式のゲーム)

• Free-to-Play領域ではグローバル展開を視野に、“ミドルカジュアルゲーム”のリリースを計画
• 新たに、Play-to-Earn領域にて国内向けに“インセンティブゲーム”の開発を模索

※１ ※２

※３

※１．「Free-to-Play」＝基本プレイ無料のゲーム
※２．「グローバル」とは、国内及び海外の「ハイパーカジュアルゲームアプリ」、「海外向けカジュアルゲームアプリ」の合計です。
※３．「Play-to-Earn」＝ゲームをプレイすることでお金やポイント等のインセンティブが得られるゲーム

「デジタルを通して人々の心を豊かでにできる」サービスを提供し『 Digital Well-Being 』を実現



インターネットメディア事業 / 世界のモバイル広告市場規模
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モバイル広告市場規模
（2021）※１

2,950億ドル

前年比 +22.9%モバイルゲーム内広告市場規模
（2020）※２

880億ドル

前年比＋6.0%

ハイパーカジュアルゲーム
DL数のシェア

（2021）※３

30％超
69 81 109 133 153 170 184 19668 83

88
115

138
156

172 185

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

課金収益 広告収益

• モバイルゲーム内広告市場規模は2020年に880億ドル、2025年に1,850億ドルに到達と予想される
• 2021年のモバイルゲームのダウンロード数はハイパーカジュアルゲームが30％を超えるシェア

世界のモバイルゲームの市場規模予想 ※２世界のモバイル広告市場概況

(単位：10億ドル)

※１．出所：App Annie 『モバイル市場年鑑』（2022）
※２．出所：Statista Digital Market Outlook ”Mobile Games Index 2021”(2021)
※３．出所：App Annie 『2021年モバイルゲーム市場最新レポート: サブジャンル、収益化、ユーザー獲得の重要トレンド』（2021）



インターネットメディア事業 / 成長ポテンシャル
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・当社が得意とする市場。国内デベロッパーとしては上位のシェ
アを誇り、世界的にみてもモバイル広告収益市場としてはまだま
だ大きい。
・リソースの一部をより成長性の見込める「グローバル」へ移管
いたしますが、国内市場でのシェアを維持しつつも、事業全体の
継続的成長に努めてまいります。

・ハイパーカジュアルゲームアプリ市場が盛んな欧米をはじめ、
アジア、インドやブラジルなどの新興国を含む全世界100カ国以上
を対象にアプリを配信。
・各国の特徴に合わせたきめ細やかなマーケティングにて、収益
の最大化を目指すとともに、ヒットを目指します。

「グローバル（ハイパーカジュアルゲームアプリ）」 管理ブランド名：FTY

「カジュアルゲームアプリ」 管理ブランド名：MASK

• APP STORE AWARDS 2021 にて第４位を獲得
• App Annie社「2021年トップアプリ＆ゲーム企業」にて第２位を獲得

得意とする国内市場ではシェアを維持、グローバル戦略においては圧倒的成長ポテンシャルをもつ

国内のゲーム人口 ※２

約5,000万人

アジア・太平洋のゲーム人口 ※１

約14億人
欧米のゲーム人口 ※１

約６億人

世界のゲーム人口 ※１

約27億人

※３

※４

※１．出所： Newzoo社『2020年グローバルゲームプレイヤー人口』(2020年11月)
※２．出所：株式会社角川アスキー総合研究所『ファミ通ゲーム白書2021』内「国内アプリゲーム人口」(2021年７月)
※３．APP STORE AWARDS 2021（トップ無料ゲームランキング）にて第４位を獲得(2022年)
※４．App Annie社『モバイル市場年鑑2022』の「2021年トップアプリ＆ゲーム企業（市場別ランキング/日本）」にて第２位を獲得(2022年)



インターネットメディア事業 / 運用タイトル事例
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