W H AT W E DO?

メディアドゥの存在意義

読者

目指しています。

著作物のデジタル流通に必要となるソリューションを開発・提供

電子書店

サイクルを実現し、
「ひとつでも多くのコンテンツを、ひとりでも多くの人へ」届けることを

当社グループは、電子書籍取次を中核事業とし、国内・海外へ

出版社

メディアドゥは、
「著作物のデジタル流通」を事業コンセプトとして、著作物の健全な創造

デジタルコンテンツ流通の
中核を担う存在

作家・著作者

著作物の健全なる
創造サイクルを実現する

電子書籍取次とは

しています。最先端テクノロジーやノウハウを駆使することで、
著作者や出版社の著作権や利益を守りながら収益を適切に
還元する「健全なデジタル流通ネットワーク」を構築していく
ことが、私たちの使命です。

流通総額

1
1,000億円超

国内No.

取次

業 界そのものの活 性 化を目指す

エンジニア

市場にイノベーションを与えるような

取 次という貴 重 なポジションを活 かし、電 子 書 籍 流 通 における

システムの構 築・提 供を目指して

あらゆるサポートや提案を行います。全ての著作者、出版社、そし

お預かりした著作物を保護・配信するだけでなく、収益を適切に

て電子書店の頼れるパートナーとしてあり続けるとともに、相互に

還元するために重要なことは、堅牢かつ可用性の高いシステムの

適切な収益を還元するという、
「著作物の健全なる創造サイクル」

開発と運用です。常にテクノロジーや開発体制のアップデートを

を実現することで、出版業界のさらなる活性化を図る。これが私

通じて、出版業界に変革をもたらしていくような、未来を創造する

たちの最大のミッションです。

開発こそが、私たちの真の目的です。
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メディアドゥの存在意義

読者

発展に寄与します。

電子書店

読者と結び付け、その収益を還元することで新たな知的創造を支え、出版業界そのものの

出版社

メディアドゥは、著作者や出版社の権利を守り、生み出されるコンテンツを様々な書店や

より安心・安全な
「電子書籍販売流通網」の
持続的な供給を果たす

作家・著作者

著作者・出版社の知的創造を支え、
出版業界のさらなる拡大に貢献

私たちに、何ができるのか

いつでもどこでも購入可能な電子書籍は、市場が堅調に成長
する一方、カタログ効果 *も伴って、紙本の売上にも寄与して
います。当社グループは、人材とIT、そして戦略を駆使すること
で、新時代の「パブリッシング・プラットフォーマー（Publishing
」として、出版市場そのものの拡大・推進に貢献します。
Platformer）
* 電子コンテンツを読むことがきっかけとなり、紙・電子のコンテンツが売れる
ようになる効果

出版社口座数

2,200以上
150以上
取引書店数

2

作家・著作者

出版社

電子書店

出 版 社との作 品づくりに

電 子 書 籍 流 通ビジネスにおける
最 大のパートナー

ワンストップで揃う

電 子 書 籍というフォーマットの特 長は、いつでもどこでも誰でも

電子書籍による出版ニーズは、日々増加しています。これに伴い、全

電子書店の運営には、電子書籍はもちろん、決済や広告のシステム

読者の元へ作品を届けられるのが強み。作品に対する読者の反響

ての著作物や販売情報を一元管理可能なメディアドゥの基幹シス

まで、様々なものが必要です。メディアドゥは取次でありつつも、

をダイレクトに受け取るケースが増えたこともデジタルならでは。

テムは、今や欠かせないツールとなっています。加えて、読者ニーズ

これら必 要な機 能の全てをオール・イン・ワンで提 供 可 能です。

担当の編集 者さんと思わず跳んで喜んでしまうこともしばしば。

の吸い出しによる販売戦略立案から、書籍のデジタル化といった煩

一層魅力的な書店にするための、集客や販売に関する様々なノウ

次回作への創作意欲や励みにつながることが私たちの願いです。

雑な業務のサポートまで、常に頼れるパートナーであり続けます。

ハウや企画立案も、重要なソリューション機能です。

さらに没 頭できる体 制

電 子 書 店 運 営に必 要なもの全てが

株式会社メディアドゥ

統合報告書 2020

3

W H AT W E DO?
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読者

叡智が生み出した作品です。現代社会ではインターネット技術

電子書店

もと、文化の発展や豊かな社会づくりの実現に貢献していきます。

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

出版社

メディアドゥは、
「ひとつでも多くのコンテンツを、ひとりでも多くの人へ」というビジョンの

著作物の公正利用と頒布により、
社会の発展に寄与する

作家・著作者

ひとつでも多くのコンテンツを、
ひとりでも多くの人へ

私たちに、何ができるのか

が社会基盤化し、人々のコミュニケーションはもとより、著作物
に触れる機会もその技術に支えられています。当社グループは、
「Position」と「Technology」という独自の強みを活かし、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であり続
けます。

取扱稼働コンテンツ

200万点以上

読者

人とコンテンツに、

もっとうれしいつながりを
私たちは、テクノロジーでコンテンツを届けています。しかし単に
流通の一部を担うことだけが私たちの役割ではありません。私たち
が目指すのは、コンテンツの新しい流れを通じて人とコンテンツ、
人と人の出会いを生み出すことで、ともに豊かな未来を実現して
いくことです。

4

株式会社メディアドゥ

統合報告書 2020

5

W H AT W E DO?

メディアドゥの存在意義

社是

社名の由来

「成長と可能性」
全ての人は可能性を持って生まれ、

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。

6

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。
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企業理念

CONTENTS

メディアドゥの根底にあるもの

WHAT WE DO?

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。

1 Cover Story：メディアドゥの存在意義

メディアドゥでは、モバイル事業、音楽事業などを経て、現在では電子書籍取次事業を中心に

8 企業理念

出版業界を支える存在として、世に流通する莫大なコンテンツ（著作物）を大切に扱っています。

10 CEOレター
12 メディアドゥグループの挑戦と進化
14 The Media Do Group at a Glance
16 パフォーマンスハイライト

WHY WE DO?
MISSION

18 CEOメッセージ

著作物を公正利用のもと、

存在意義

私たちの力でできる限り広く頒布し

著作物の健全なる
創造サイクルの実現

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。

HOW WE DO?
24 特集 ̶「コンテンツ配信の未来をつくる」会社として
25 COOインタビュー
28 CxOメッセージ
32 中期経営計画の概要と進捗
40 メディアドゥグループのサステナビリティ

VISION

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

あるべき姿

創作者、出版社、販売者、ユーザー、

ひとつでも多くのコンテンツを、
ひとりでも多くの人へ

全てのステークホルダーのサポーター
として存在する。

41 Environment（環境との関わり）
42 Social（社会との関わり）
46 コーポレート・ガバナンス

FACT DATA
52 連結財務諸表
58 企業・株式情報

VA L U E

自らの存在意義を強く胸に
抱き、Visionの達成に向け、

行動指針

Do Professional
Do Myself

私たちは4つのValueを

Do My Best
Do Sustainable

わたしたちは、行動します。

大切に行動する。

編集方針
「株式会社メディアドゥ 統合報告書 2020」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ました。当社の企業理念を
実現すべく、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をお
伝えしています。
当社の初回発行となる本冊子を通し、過去・現在・未来それぞれの時間軸
とともに「メディアドゥ」の全体像をご理解いただけますと幸いです。
なお、本冊子内で「当社」とは、特記のない限り
（株）
メディアドゥホールディ
ングス及び商号変更後の（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

2020年2月期（2019年3月1日〜2020年2月29日）
* 一部、対象期間外の情報も掲載しています。
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