
【ソーシャルゲームプラットフォームでグローバル№1】

◎国内ゲーム事業

急速に拡大したアプリ市場でヒットを生み、
足がかりを作る

◎海外事業

欧米では、多様なゲームシステムを活用し、複数
ジャンルからヒットを創出する。その他地域では
成長市場を見極めて取り込みを図る

◎ＥＣ

特化型ＥＣサービスの積極展開

◎中長期を見据えた新規サービス開発

少人数・ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰに新たな成長ｴﾝｼﾞﾝを生み出す

株式会社ディー・エヌ・エー （2014年）株式会社ディー・エヌ・エー （2014年）

ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）の2014年3月期連結決算は、売上高1,818億円（前期比89.6％）、営業利益532億円（同69.2％）と減収減益であった。８割以

上の売上を占めるソーシャルメディア事業における国内ゲーム事業のコイン消費の減少がその要因だがその背景には携帯電話からスマートフォンへの急

速なシフトがある。ひとつの事業領域に固執せずに、時代を切り拓く新しい事業を生み出し続け、創業当初のeコマースに加え、プラットフォーム事業、ソー

シャルゲーム事業へと事業領域を拡大することで、2012年度まで８期連続増収増益を達成してきた。しかし事業環境が大きな変化をみせる中で、こうした既

存の事業を再び時代に合せて再強化するとともに、新たな事業を確立することが急がれる。

■ 競争優位と競争戦略

http://dena.com/

① オークションサイトからソーシャルゲームに
シフトしたように素早い意思決定

② ゲーム開発のオープン化とユーザー課金システ
ムの巧みさ

③ 潤沢なキャッシュ

【ゲーム事業は爆発力を持つ主力事業。更に中長期
で成長する構造的な強みを持つ事業を創出】

① モバイルゲームは引き続き注力・強化

・国内外でアプリゲームでのポジション確立

・ブラウザゲームの利用維持・活性化

② 中長期を無据えた成長領域への積極投資

・インターネット上のコンテンツ／コミュニケーショ
ンプラットフォームの強化

・インターネットによるリアル巨大産業の構造変革
を推進する

③ 新規事業

・医療・健康のほか、教育分野などへの参入

■ 2014年3月期決算の総括

（２） 現在の強みと弱み （３） 今後の課題と新しい競争優位の方向（１） 現在の戦略

資料１ 価値活動分析表

コスト・リーダーシップ戦略

差別化戦略

集中化戦略

●

① スマホ向けゲームへの対応遅れ

（対コロプラ、ガンホー）

② コンプガチャ問題など、法規制の強化による

急激な事業環境変化の可能性

強
み

弱
み

３つの
基本戦略

・新規事業の着手については、役員の決裁を必要としない同社の仕組みを持つ。
これは創業者である南場智子氏の「人材は仕事でしか育たない。現場を信じて任せることで企業は活性化する」という持論による
・ 「DeNA Quality」チームとして最大限のパフォーマンスを発揮するために、全社員に必要な共通の姿勢や意識
・デライト（Delight） 顧客のことを第一に考え、感謝の気持ちをもって顧客の期待を超える努力をする
・球の表面積（Ownership） 常に最後の砦として高いプロフェッショナル意識を持ち、DeNAを代表する気概と責任感を持って仕事をする
・全力コミット（Be the best we can be） 2ランクアップの目線で、組織と個人の成長のために全力を尽くす
・透明性（Transparency＆Honesty） チームワークとコミュニケーションを大切にし、仲間への責任を果たす
・発言責任（Speak Up） 階層にこだわらず、のびのびしっかりと自分の考えを示す

・ 2013年1月にDeNAの新しいロゴが誕生。新しいロゴは、これからのDeNAが大切にしていきたい2つのキーワード
「Delight」（喜び・楽しみ）と「Impact the World」（世界規模のインパクトを創出）を表現している。

調達活動 製造 サービス
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社
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他
」
事
業

出荷物流 販売マーケティング

◎オープンプラットフォーム化による
ゲーム開発業者の拡大
300～500社

◎売上原価率：33.0％（12年：28.0％)

◎総設備投資額：142億円
（前期比25.1％増）

◎国内「Mobage」
モバコイン消費1,948億円
（前期比15％減）

◎総合ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｻｲﾄ「DeNAｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ」
取扱高125億円（前期比19％増）
有料法人会員店舗数4,408店
（前期比148店減）
◎オークションサイト「モバオク」
有料会員数96万人
（前期比4万人減）

◎広告宣伝費
64億円（前期比42.5％減）

◎販売促進費
100億円（前期比14.5％減）

・返品受付を開始（11年）

◎“世界に驚きと喜びを”

◎従業員数（2014年3月末）：
従業員数 2,197人（前年比+89人）
ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 6,978人（同+80人）

◎労務費〔従業員給付費用〕
115.4億円（前期比13.6％増）

売上高人件費比率：6.4％
（前年5.0％）

◎研究開発費
「当該事項なし」

人
事
労
務

技
術
開
発

全
般
管
理

◎ソーシャルゲーム数
ｵｰﾌﾟﾝ 内製

ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ 738 25
PC 252 7
ｽﾏﾎﾌﾞﾗｳｻﾞ 620 31
ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ 140 63

◎ﾏﾝｶﾞﾎﾞｯｸｽやShowroomなど、
ゲームに次ぐ事業の確立

◎EC事業の食品・日用品強化
西友、サンドラッグがオープン

http://dena.com/


（年）

資料２． 業績の推移

資料３． 戦略経路分析（Historical Path of Strategy）

◆ 連結決算 （億円）

◆ セグメント別売上収益 （億円）

◆ 過去５年間の業績推移

【地域別セグメント情報】

※ 日本国内での売上高が連結損益計算書の売上高の90％を
超えるため記載なし。

2009 2010 2011 2012 2013

売上高 481 1,127 1,465 2,025 1,813

営業利益 213 561 603 768 532

経常利益 215 563 603 782 549

※2010年度までは「日本基準」、2011年度以降は「国際会計基準」
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◆ 有効会員数 （万人）

2009 2010 2011 2012 2013

有効会員数 1,813 2,714 3,988 4,955 5,508

増加率 134.9% 149.7% 146.9% 124.2% 111.2%

◆ セグメント別営業利益（損失） （億円）

2012 2013
構成比

（％）

前年比

（％）

全　体 2,025 1,813 100.0% 89.6%

ソーシャルメディア事業 1,796 1,559 86.0% 86.8%

ＥＣ事業 172 187 10.3% 108.9%

その他 56 67 3.7% 119.1%

2012 2013
前年比

（％）

全　体 768 536 69.8%

ソーシャルメディア事業 781 571 73.1%

ＥＣ事業 52 38 72.8%

その他 -18 -19 -

調整額 -48 -54 -

トップ人事

商品政策

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
政策

組織変更

基本戦略

局面

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

攻勢的成長期攻勢的成長期 反転成熟期反転成熟期

代表取締役 子安功

プラットフォームモデル確立

解釈

2009年、それまで内製中心のゲーム開発をサービス事業者及び開発者に開放するオープンプラットフォーム化

に踏み切る。09年10月に提供を開始した同社初のソーシャルゲーム「怪盗ロワイヤル」が大ヒットするなど、

10年度の売上高は前年比2.3倍以上を記録し1,000億円を超え、営業利益も2.6倍以上と飛躍的な成長を遂げる。

Mabageオープンプラットフォームのタイトル数が拡大することで利用者の選択肢が増えて魅力が増し、モバコイ

ン消費が拡大。また利用者が拡大することで提供するゲーム業者などにとっても魅力的なプラットフォームにな

るということで、さらに提供業者とタイトル数が拡大すると言う好循環が生まれた。

11年12月には「横浜DeNAベイスターズ」でプロ野球に新規参入を果たす。

携帯電話からスマートフォンへの急速なシフトが進む
中、2013年度は初の減収減益となる。

2014年度からは国内ゲーム事業は主戦場となった

スマホで新たなヒット作を開発するなど主力事業とし

て再強化するとともに、海外事業やＥＣの拡大、さら

には新規事業などに積極投資し、再成長への足が

かりを構築する。

2014年

ゲーム開発業者拡大によるゲーム多数化

米国進出を契機に
海外ユーザー開拓

韓国・カナダ進出

1999年～ 代表取締役 南場智子

怪盗ロワイヤル

中国、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ﾁﾘ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾍﾞﾄﾅﾑに進出

資本提携など
国内でのユーザー拡大

ミクシィと業務提携
ヤフーと業務提携し、
ＰＣ「Yahoo!Mobage」」

AndroidとiPhone対応で
ｽﾏﾎ版開始

三国志ロワイヤル、
パズ億

「横浜DeNAベイスターズ
でプロ野球参入

ウォルト・ディズニー・
ジャパンと業務提携

ビジネス・エンタメなどプラットフォームの業容拡大

漫画雑誌アプリ

通信教育アプリ
早稲田大学と
提携講座を開設

スマホ向け音楽ﾌﾟﾚｰﾔｰ
提供開始

ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰ
ﾌﾞﾘｹﾞｲﾄﾞ



資料４．時系列活動分析表

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

99年 KDDI が 「 Ez
web」サービス
を開始

3月 インターネット上のオーク
ションサイトの企画・運営
を行うことを目的として、
東京都世田谷区下馬四
丁目20番６号に有限会

99年

11月 オークションサイト「ビッダーズ」の
サービスを開始

丁目20番６号に有限会
社ディー・エヌ・エーを設
立

8月 平成11年８月 株式会社
に組織変更し、株式会社
ディー・エヌ・エーとなる

• 本 社 を 東 京 都 渋 谷 区
富ヶ谷一丁目17番９号に
移転

10月 本社を東京都渋谷区神
山町５番３号に移転

00年

01年

10 月 NTT ド コ モ が
「FOMA」サービ
スを開始。

5月 会員制EC支援サービス「クラブビッ
ダーズ」を導入し、オークション＆
ショッピングサイト「ビッダーズ」にリ
ニューアル

• 「ビッダーズ」をオークション＆ショッピ
ングサイトにリニューアル

4月 消費者向け電
子商取引が急
速に広拡大

7月 提携サイトに対し「ビッダーズECプラッ
トフォーム」を開始

12月 本社を東京都渋谷区
幡ヶ谷二丁目19番７号に
移転

02年
12月「ビッダーズ」のショッピングサービスを

「ビッダーズショッピング」として拡充

04年

2月 総務省の調査
の結果、光ファ
イバーを使用し
たブロードバン
ド加入者が、
100万人を突破

10月 新潟県中越地
震

3月 携帯電話専用オークションサイト「モ
バオク」のサービスを開始

6月 携帯電話向け総合ショッピングサイト
「ポケットビッダーズ」を開始

7月 アフィリエイトネットワーク「ポケットア
フィリエイト」のサービスを開始

3月 本社を東京都渋谷区笹
塚二丁目１番６号に移転

03年
10月「ビッダーズ」が改正古物営業法オーク

ションに認定

8月 音楽配信で世 1月 ケータイオークションサイト「auオーク

10月 携帯電話のナ
ンバーポ

タビリティ制

2月 携帯電話専用ゲームサイト「モバゲー
タウン」のサービスを開始
携帯電話向け総合ショッピングサイト

05年

8月 音楽配信で世
界 大手の米
ア ッ プ ル コ ン
ピュータが、日
本での音楽配
信開始

1月 ケ タイオ クションサイト「auオ ク
ション」を開始（現：au one モバオク）

• 「ポケットビッダーズ」がiモード公式メ
ニューで初のオークションサービスを
開始

2月 株式会社東京証券取引
所マザーズ市場に上場

6月 株式会社モバオク（現連
結子会社）を設立

06年

ータビリティ制
度ｽﾀｰﾄ

• 携帯電話向け総合ショッピングサイト
「auショッピングモール」を開始

• 子会社 株式会社モバコレを設立
4月 携帯電話専用ファッション系ショッピン

グサイト「モバコレ」を開始
5月 株式会社ペイジェント（現

連結子会社）を設立
7月 株式会社エアーリンク

（現連結子会社）の株式
を取得

• 子会社 北京得那網絡
科 技 有 限 公 司 （ 呼 称 ：
DeNA北京）を設立

• 海外事業を開始

8月 株式会社ペイジェント、決済エスクロー
サービス"モバペイ"を「モバオク」「au
オークション（現：au one モバオク）」に
て開始

11月 BtoBマーケットプレイス「ネッシー」を
開始

1月 ソフトバンク、
が基本使用料
980円/月の「ホ
ワイトプラン」

2月 モバゲータウン公式ショッピングサイ
ト「モバデパ」を開始

• エアーリンク、オンライン海外航空券
予約サイト「空丸」を開始

• DeNA初の全国CM（一部地域を除く）
がオンエア

07年

4月 エアーリンク、保険の総合Webサイト
「総合保険センター」を開始

12月 中高年向けSNS「趣味人倶楽部」を開

設

4月スカイゲート株式会社を子
会社化

12月 株式会社東京証券取引
所市場第一部に市場変
更



市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

７月 iPhone３Ｇがソ
フトバンクより
発売開始

1月 DeNA Global, Inc.（現連
結子会社）を米国に設立

2月 本社を東京都渋谷区
代々木四丁目30番３号

08年

9月 リーマンブラ
ザーズ経営破
たん

4月 「モバゲータウン」の会員数が1000万
人を突破

• 「モバゲータウン」にて青少年の悩み
相談に応じる専用窓口「モバゲー110
番」を開設

代々木四丁目30番３号
に移転

3月 株式会社エアーリンクとス

カイゲート株式会社が合
併

4月新潟カスタマーサポートセ

ンターを開設

5月 エアーリンク、エクスペディアと連携し、
パッケージツアーの販売を開始

7月 中国 大級のモバイル
SNSサービス「天下網」を
展開する WAPTX LTD.を

5月 モバイル向けP4P広告ネットワーク「ポ
ケットマッチ」を開始

9月 英語圏に向けたケータイSNSサイト
「MobaMingle」試験版を開始

09年

10月 ソーシャルゲーム「怪盗ロワイヤル」
の提供を開始

子会社化

8月 WAPTX LTD.（現連結子
会社）の株式を取得

• 「モバゲータウン」のオー
プン化を決定

10月 米国Aurora Feint Inc.と資
本業務提携

• Ice Breaker U.S., Inc.を
子会社化

6月 ムーディーズが 1月モバゲーオープンプラットフォーム上で6月 ム ディ ズが
ギリシャの国債の
格付けを「Ba1」の
投機的等級に引下
げ

・ 鳩山内閣総辞職 に
より民主党代表選
挙で新代表に選出
された菅直人が総
理大臣に就任

8月 外国為替市場
でドル/円が15年ぶ
りの円高の84円72

月 ゲ オ プンプラットフォ ム上で
オープンゲームの公開を開始

5月 海外のiPhone/iPod touch向けに、コ

ミュニティ機能「MiniNation」の提供を
開始

• Facebookのアプリとして、ソーシャル
ゲーム「Bandit Nation（日本名：怪盗
ロワイヤル）」の提供を開始

6月 UGCメディア「E★エブリスタ」を開始

4月 子会社 株式会社エブリス
タを設立

• ヤフー株式会社との業務
提携に合意

5月 インキュベイトファンド投
資事業有限責任組合へ
の出資

10年

りの円高の84円72
銭に

10月 1日よりたばこ
税増税

11月 日本の株価（日
経平均とTOPIXとﾏ
ｻﾞｰｽﾞ指数以外）が
全て年初来安値を

6月 UGCメディア「E★エブリスタ」を開始

7月 「モバゲータウン」の会員数が2,000万
人を突破

10月PC上のソーシャルゲームプラットフォー
ム「Yahoo! モバゲー」を開始

9月 米国Gameview Studios, 
LLCを子会社化

• 米国Astro Ape Studios, 
LLCと資本業務提携

11月 米国ngmoco, Inc.を子会全て年初来安値を
更新

・ 東京工業品取引所
の金先物が約28年
ぶりの高値

12月 中国の中央銀
行が政策金利を引
上げ

12月 「モバゲータウン for Smartphone」を
開始

月 米国 g , を子会
社化

12月 サムスン電子との業務
提携に合意



市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2月 2010年のGDP
で中国が世界第二

3月 「モバゲータウン」のサービス名称を
「Mobage（モバゲー）」に変更

• 「Yahoo!モバゲー」のサービス名称を
「Yahoo! Mobage」に変更

3月東北地方太平洋沖地震
の被災地から雇用を
実施

4月 取締役人事： (1) 重任で中国が世界第二
位に

3月 東日本大震災

7月 東北電力・東京
電力管内で、大口
需要者に対して法
的拘束力のある
「電力使用制限」発

4月 KDDI提供の年齢確認サービスを活用
開始

5月 Android向けアプリ版「Mobage」を開始 5月 米国子会社 ngmocoがオ
ランダのゲーム開発会社
Rough Cookieを子会社化

4月 取締役人事： (1) 重任
南場 智子（代表取締
役社長兼ＣＥＯ） 春田
真（常務取締役ＥＣ事
業本部長兼ＣＦＯ） 守
安 功（取締役兼ＣＯ
Ｏ） 川崎 修平（取締
役兼ＣＴＯ） (2) 新任
小林 賢治（執行役員
ソーシャルメディア事
業本部ソーシャル
ゲーム統括部長） Neil 
Young［ニール・ヤン

4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモとの業務提携に合
意

• 株式会社サイバーエー
ジェントとスマートフォンア
ドネットワーク事業領域に
おける合弁会社株式会
社AMoAdを設立

6月 韓国に現地法人 DeNA
Seoulを設立

動（～9月）

8月 為替介入実施
後も米国債格下げ
を受け円高傾向

・ 福島第一原発の事
故を受けて流通各
社で国産牛肉や野
菜などに独自で放
射線検査を実施す
る動き

7月 中国版「Mobage」の展開を開始
• グローバル版「Mobage」を英語圏で展

開

8月 iPhone向けアプリ版「Mobage」を開始
• スウェーデンに現地法人 DeNA

Swedenを設立

9月 「Mobage」のタブレット型携帯端末への
展開を開始 9月 ベトナムのゲーム開発会

社 Punch Vietnamを子会

グ］（ngmoco, LLC 
CEO & ファウンダー）

8月 米国子会社 ngmocoと
AT&Tがグローバル版
「Mobage」の展開におけ
る業務提携に合意

• シンガポールに現地法人
DeNA Asiaを設立

• バンダイナムコゲームス
と共同出資により株式会

11年 9月 野田内閣誕生
・ 台風12号による記

録的な大雨で紀伊
半島中心に土砂災
害など発生

10月 円が戦後 高
値更新を続ける。
対ﾕｰﾛでも01年以
来の円高水準
・ タイ洪水が深刻
化、日系企業の工

社 Punch Vietnamを子会
社化

10月 チリのゲーム開発会社
Atakama Chileを子会社
化

と共同出資により株式会
社BDNAを設立

10月 モバデパ、ポケットビッ
ダーズ、PC向け「ビッダー
ズ」のサイトブランドを
「ビッダーズ」に統一

11月 韓国子会社 DeNA Seoul
がDaumと韓国版
「Mobage」の提供につい
て覚書を締結

場なども浸水 • ベトナム 大のインター
ネットサービス会社 VNG
との戦略的提携に合意

• gloopsと「Mobage」におけ
るゲーム提供等の戦略
的提携に合意

12月 日本プロフェッショナル野
球組織への新規参入が
決定／横浜ベイスターズ
を子会社化

• 中国子会社 DeNA China

1月 ユーロ圏の国
債格下げをきっか
けにユーロ急落。

4月 プラットフォーム
事業者6社による
「ソーシャルゲーム

3月 ソーシャルゲーム利用環
境向上のための施策を
強化

3月 守安 功 氏 代表取
締役社長 に就任

3月 中国ミニブログ 大手新
浪との業務提携に合意

• 中国3大移動通信事業者
であるチャイナ・モバイル、
チャイナ・ユニコム、チャ
イナ・テレコムと提携

• 中国子会社 DeNA China
が中国アリババ傘下の
AliCloudと戦略的提携に
合意

• 中国版「Mobage」と中国
大手SNS「開心網」の連
携を開始

12年

「ソ シャルゲ ム
プラットフォーム連
絡協議会」第一回
会合を開催

6月 消費税増税を
柱とする関連法案
が衆院で可決

8月 韓国の李明博
大統領の竹島上陸
や天皇謝罪発言を
受け、両国間が緊
張

9月 中国国内での

4月 「Mobage」における青少年ユーザの月
額課金制限を追加導入 7月 オンライ

ン シ ョ ッ プ 構 築 サ ー ビ ス
「ZEROSTORE」の提供を開始

イナ・テレコムと提携
• 株式会社BDNAの社名を

株式会社BNDeNAに変
更

• ウォルト・ディズニー・
ジャパンとワールドワイド
での事業提携に合意

4月 本社を東京都渋谷区渋
谷二丁目21番1号(渋谷
ヒカリエ)に移転

反日デモ激化
11月 アメリカ大統領

選でオバマ氏が再
選、中国共産党党
大会で胡錦濤氏の
後継に周近平氏が
選出される

12月 衆議院選挙で
自民党が圧勝 6月 中国SNS大手の人人と業

務提携



7月 西友とオンラインショッピン
グサービスに関する契約
を締結

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

12年
11月 プラットフォーム

事業者6社と関
連 団 体 、 関 連
事業者により、
一般社団法人

9月 株式会社gloopsと
「Mobage」における海外
事業の包括契約を締結

10月 無料通話アプリ「comm」
を世界204の国と地域で
配信開始

11月 株式会社Cygamesとの資
本・業務提携に合意

• 株式会社ミクシィとソー
シャルゲーム事業におい

ソーシャルゲー
ム 協 会
（JASGA）を発
足

12月 国内初のソーシャルゲー
ム開発・運営の専門拠点
を大阪に開設

て業務提携

1月 復興特別所得
税を導入（2037年ま
で）
・ 一時1ドル90円
と約2年半ぶりの円

1月 「Mobage」で「ファイナルファンタジー」

のモバイル向けソーシャルゲーム
「ファイナルファンタジー ブリゲイド」の
提供を開始

• ビッダーズに「横浜DeNAベイスターズ

1月 中国オンラインゲーム大
手ネットドラゴンとの合弁
会社設立に合意

• ミクシィとソーシャルコ
マース分野において業

安水準に
・ アルジェリア人
質拘束事件

2月 日経平均株価
が1万2000円超え。
リーマンショック前
（2008年9月）水準
にまで回復

8月 日本国内で約6
年ぶりに気温40度
以上を記録する猛
暑となる

公式オンラインショップ」を開設
• 「ビッダーズ」「ZEROSTORE」「ネッ

シー」のサービス名称をそれぞれ
「 DeNA シ ョ ッ ピ ン グ 」 「 DeNA
ZEROSTORE」「DeNA BtoB market」
に変更

2月 韓 国 版 「 Mobage 」 と し て 「 Daum

Mobage」の展開を開始

3月 ソフトバンクモバイル提供の使用者年
齢情報の活用開始

• スマートフォン向け音楽プレーヤー

2月 取締役辞任：Neil 
Young

4月 :Mobage統合事業本
部 Japan リージョン
事業本部・Greater 
China リージョン事業
本部・Korea リージョ

務提携
• 中国子会社 DeNA China

が中国検索 大手百度
と業務提携

• コーポレートロゴを変更

2月 カナダに現地法人 DeNA 
Studios Canadaを設立

13年

暑となる

9月 IOC総会で2020
年オリンピックの開
催都市が東京に決
定

10月 安倍首相が
2014年4月からの
消費税率引き上げ
（８％）を決定

･ ソフトバンクが
イー・アクセスとの

• スマ トフォン向け音楽プレ ヤ
「Groovy」を提供開始」

4月 「DeNA Running Club」発足

10 月 「 ス カ イ ゲ ー ト 」 の サ ー ビ ス 名 称 を
「DeNAトラベル」に変更

11月 仮想ライブ空間「Showroom」を開始

本部・Korea リ ジョ
ン事業本部・West 
リージョン事業本部、
クロスボーダーパブ
リッシング事業本部、
エンターテインメント
事業本部、マーケティ
ング本部の新設等

6月 中長期的に持続的な
成長を実現する事業
ポートフォリオ構築を
目指ア、ドバイザリー
ボードの設置

経営統合を発表

11月 東京株式市場
の日経平均が終値
で６年ぶりの高値１
万5,727円

• 本格シュミレーションゲーム「三国志ロ
ワイヤル」の提供開始

12月 爽快パズルゲーム「パズ億」の提供
開始

• 漫画雑誌アプリ「マンガボックス」を開
始

• 通信教育アプリ「アプリゼミ」を開始

9月 「マルチリージョン
ゲーム事業本部」、
「パブリッシング＆
ディベロップメント本
部」、「ゲーム第一・第
二本部」の新設等

2月 ・ロシア・ソチで
冬季オリンピックが
開催

2月 戦略バトルゲーム「進撃の巨人 -自由
への咆哮-」の提供開始

4月 早稲田大学とベンチャー起業型リー

3月 組織変更：①「Japan 
リージョンゲーム事業
本部」「渉外統括本

14年

開催
・ウクライナで反政
権デモ隊が首都中
心部を掌握

3月 ・ロシアがウク
ライナへ軍事介入。
クリミア議会がロシ
アへの編入を正式
要請し、プーチン大
統領が承認。米、Ｅ
Ｕは反発

4月 ・消費税が8％
に増税

4月 早稲田大学と ンチャ 起業型リ

ダーを養成する提携講座を開設
本部」 渉外統括本
部」の新設 ②「経営
企画本部」に「ヒュー
マンリソース本部」を
統合し「経営企画本
部」とする ③
「Mobage 統合事業本
部」の廃止

当社マーケティング戦略ケースも併せてご参照ください

● プラットフォーム発想を取り入れて、事業を活性化する（2013年）

ＨＯＭＥ

http://www.jmrlsi.co.jp/
http://www.jmrlsi.co.jp/member/sc100/case/2013/ws201211-02.html

