HOW WE DO?

メディアドゥグループのサステナビリティ
基本的な考え方
当社グループは、著作物を生み出す著作者や出版社、著作物

もたらす文化の発展に貢献するという責任と自負をもって、役

を手にするユーザーとそのアクセスポイントの役割を担う電子

職員が一丸となって積極的に企業活動に取り組むことだと考

書店、そしてそれらの媒介たる当社グループとの協創によって

（持続可能な開発目標）
えています。こうした考えのもと、SDGs

社会エコシステムの構築を目指していくことを、ミッション「著

に代表される環境問題・社会課題に対してもミッション・ビ

基本的な考え方

作物の健全なる創造サイクルの実現」
、ビジョン「ひとつでも多

ジョンを軸にした経営・戦略を推進し、ESGの切り口で事業機

環境への負荷低減は、持続可能な地球環境を次世代に

地球規模での持続可能な発展を支えていくには、長期

くのコンテンツを、ひとりでも多くの人へ」として掲げています。

会とリスクを整理しながら、社会課題の解決と持続的な成長

引き継いでいくためにも、また、100年先まで続く企業体

的視点に基づく環境負荷の低減活動が不可欠です。当社

したがって、当社グループにとってのサステナビリティとは、自

を両立させ、企業価値の向上を果たしていきます。

を目指す当社グループにとっても取り組むべき大きな課題

グループの事業活動で使用する資源やエネルギーの実態

の一つであり、気候変動抑制に向けた脱炭素社会、循環

把握と効率的活用策を講じるだけでなく、業界全体での

型社会への移行は国際的な潮流です。

負の影響最小化にも積極的に寄与していきます。

らの事業・提供サービスが健全な経済社会の形成と著作物が

Environment（環境との関わり）

環境への配慮

重点テーマと主な取り組み
環境負荷の低減
目的

事業活動による負の影響を最小化

持続的な企業価値の拡大

社会との調和による事業機会の拡大

E
取り組むべき課題

環境負荷の低減

主な取り組み

・当社グループが事業活動
において利用する資源・
エネルギーの効率化
・電子書籍市場の利用拡大
による紙使用量削減と
物流にかかるエネルギー
消費量の抑制

S

著作物の健全なる
創造サイクルの実現

・企業理念に基づく
事業活動の遂行
・著作者、
出版社、
ユーザー
（読者）
が安心・信頼して
利用できる仕組みの構築
と強化
・国際標準規格策定への
参画

テクノロジーを活用した流通カロリーの低減

地域社会への貢献と
地方創生
（豊かな社会づくり）

G

多様な人材の活躍

・著作物の公正な利用と
頒布

・ダイバーシティの推進と
個々人が活躍できる
職場環境整備

・地方創生に向けた起業家
輩出の支援

・多様な雇用形態と
人材発掘

・地方での雇用創出

・コミットメントを軸に
した評価制度の導入

健全かつ透明性の高い
ガバナンスの確立

・様々なステークホルダー
との対話を通じた
コーポレート・
ガバナンスの強化
・コンプライアンス
・リスクマネジメント

当社グループは事業特性上、自然資本への依存度が

カロリーの低減」にも寄与すると考えています。当社

高くはないものの、出版業界全体で見ると紙資源の

が強みとするテクノロジーを最大限活用し、電子書籍

利用や流通にかかる物流エネルギーの発生、返品・

の利便性を一層高めることで、持続可能な出版イン

廃棄等によって環境にインパクトを与えています。

フラの構築と提供に取り組んでいきます。

そうした中、当社グループでは中期経営計画で

そして、
「ひとつでも多くのコンテンツを、ひとりで

掲げる「電子書籍市場の拡大」を推し進め、電子書籍

も多くの人へ」届けることを、環境への負荷低減に

の認知・利用拡大を図ることが自社の企業価値向上

もつなげていくことで豊かな社会づくりに貢献して

に直結するだけでなく、出版物・出版業界の「流通

いきます。

環境データ

自社へのインパクト
ステークホルダーへの提供価値
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・気候変動への負の影響を
抑制
・持続可能な出版流通イン
フラの構築

・ICTの活用による環境負荷
の低減
・社会のCO2排出量削減
への貢献

・事業ポートフォリオの
拡充による持続的な
成長の実現
・ステークホルダーとの
信頼関係の構築

・新たな流通プラット
フォームの実現による
出版市場全体の拡大
・著作者・取引先との
相互発展

・地域社会との共生・調和
・ブランド力の強化
・ニアショアによる
業績貢献

・企業競争力強化
・自走できる組織の構築

・成長機会の獲得と
事業リスクの低減

・労働生産性の向上

・企業体質の強化

（kWh）

（枚）
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・市場拡大によるビジネス
機会の獲得
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・社会・文化の形成・発展と
豊かな社会づくりへの
貢献
・地域経済の活性化

・能力発揮・成長の機会
提供と適正な評価
・多様性を受容した社会の
実現への貢献

・経営の実効性強化
・企業価値の向上

0
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*1 対象：
（株）
メディアドゥの本店所在地の利用にかかる当社及び子会社
*2 2019年2月期以降の数値が増加しているのは、旧（株）出版デジタル機構を合併し、本店所在地に移転拡張したことによるものです。
*3 CO2排出量の算定においては、地球温暖化対策の推進に関する法律の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer4.6」を参照しています。
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HOW WE DO?

メディアドゥグループ のサステナビリティ

Social（社会との関わり）

社会との調和・相互発展に向けて

地域社会への貢献と地方創生（豊かな社会づくり）
地方創生に向けた起業家輩出の支援（TIB）

基本的な考え方

当社は、日本が直面する労働人口減少や超高齢社会

大学、行政と緊密に連携するとともに、年商1億円を

当社は、
「本来ならば出会うことのなかった価値同士を

発展は事業成長と一体不可分であり、自らの事業活動

という大きな社会的課題に対し、将来にわたって

超 える 世 界 の 起 業 家 14,000 名 以 上 が 参 画 する

媒介し、世の中のさらなる進化発展に貢献し続ける媒体

や提供サービスが健全な経済社会の形成に資するだけ

成長力を確保し、
「活力ある日本社会」を次世代へと

「Entrepreneursʼ Organization（ 起業家機構）」とも

のような存在になりたい」との願いを社名に込めていま

でなく文化の発展と豊かな社会づくりに貢献するものと

受け継いでいくために、積極的な地方創生活動に

す。また、人々が生み出した叡智である著作物を公正な

考えています。

取り組んでいます。課題の一つとして、大都市に質の

利用環境のもと、私たちの力でできる限り広く頒布し、

協働を図っています。
当社は、設立のコンセプトである「アントレプレナー

引き続き、役職員が一丸となって積極的に企業活動に

高い情報が蓄積され、人や企業が集まり生産力が

シップをもつ徳島県人よ

著作者に収益を還元するサイクルを実現していくことが

取り組み、事業成長につなげるとともに、当社ならでは

維持される一方、地方では逆の現象、情報格差拡大

やろう、世界を驚かそう」を体現し、起業家が起業家

当社の使命であり、企業理念です。

の強みや特長を活かした社会的価値の創出に取り組ん

があります。そうした課題の解決の一助となるべく、

を生み育てる環境を整備していきます。

でいきます。

創 業 社 長 藤 田の出身地である徳 島 県において、

このように当社グループにとって、社会との調和・相互

徳島から日本を変えて

2020年1月、起業家を支援する「一般社団法人徳島
イノベーションベース
（TIB）」を地元メディア・金融

著作物の健全なる創造サイクルの実現
著作者、出版社、書店、ユーザー
（読者）が安心・信頼して利用できる仕組みの構築を目指して
当社は、電子書籍流通における国内No.1企業として、

な環境で安心して利用できる構造を守り続けること

電子書籍規格の国際標準化活動への寄与、海賊版サ

です。そのためにも海賊版サイトの問題には率先し

イトへの対応、出版のアクセシビリティ研究等、当社

て取り組んでいます。政府による法律改正も進む中、

を取り巻くステークホルダーが電子書籍を安心・信頼

出版業界では正規版の電子書籍を扱うサイトにABJ

して利用できる環境の整備に取り組んでいます。

マークを付与する活動を行ってきました。2020 年

電子書籍のファイルフォーマットは、IDPF*1によって
策定された「EPUB*

目的で、
「一般社団法人ABJ」が設立され、代表理事

ています。IDPF は現在、W3C に統合され、EPUB の

に当社の取締役が就任するなど、業界とも一体と

メンテナンスもW3Cに引き継がれています。当社はこ

なって取り組みを加速させています。
に責任と覚悟を持ち、出版社や電子書籍流通事業

（APL）
」を設立し、
「Advanced Publishing Laboratory

者、インターネットプロバイダー、通信事業者等とも

Webにおける日本語表記の充実や読書のアクセシビリ

連携して、海賊版サイトの根絶と、著作者が安心して

ティなど、出版の未来についての研究と教育を推進

より良いコンテンツを生み出せる環境づくりに邁進

しています。また、2018 年 12月にはW3Cに加盟し、

することで、出版業界のさらなる拡大に貢献して

傘下のPublishing Business Groupではアジア枠の

いきます。

共同議長を当社グループの社員が務めるなど、電子

*1 International Digital Publishing Forum：
国際電子出版フォーラム
*2 Electronic PUBlication：
オープンフォーマットの電子書籍ファイルフォーマット規格

するとともに、欧米以外の文化という視点から出版

合う場を目指し、コワーキングスペースや現在活躍す
る起業家などを講師とする学習機会を提供します。
また、TIBでは情報や知識を意図的に地方に集め、
地方に人の流れをもたらすことも狙いとしており、

TIB会員

徳島県内の起業家や
社会人、学生など
アントレプレナーシップ
（起業家精神）を持つ
方々を先輩起業家らと
設立メンバーで育成・
支援していく。

世界最大規模の起業家集団
会員数約14 ,000 名
（国内約600 名* ）

・TIB月例会講師派遣
・33 年間蓄積してきたノウハウ提供

他大学

連携
連携

他団体
徳島県・とくしま産業振興機構他

当社の使命は、世の中で良質なコンテンツが継続
・テクノロジー面での連携
* 2020年5月末現在

42

連携

起業カリキュラム支援、インターンシップ斡旋などの支援
を行います。徳島大学とは 2021 年 2月期、TIB の月例会を
単位が得られる授業とする連携を開始しました。

支援

業界全体のデジタル化を推進しています。
的に創造される構造、及びそれらをユーザーが安全

・コワーキングスペースの提供
・月例会の開催
・フォーラム開催（法人を有する会員）
・その他、アントレプレナーシップの
醸成や起業に関する支援

共同設立

今後も、当社の電子出版業界におけるポジション

慶應義塾大学SFC研究所及び大手出版4社とともに、

出版の国際標準規格策定への提言活動をより強化

溢れる人々が集い、信頼し合える関係を築き、支え

5月にはABJマークに限らず様々な海賊版対策を行う

2」
が国際標準として広く利用され

うした動きに呼応し、W3Cの東アジアホストである

機関と共同で設立しました。TIBは、起業家精神に

競合するのではなく、より良い徳島県内での支援環境構築
のため、必要に応じて連携を図っていきます。

株式会社メディアドゥ
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HOW WE DO?

メディアドゥグループ のサステナビリティ

Social（社会との関わり）

人材マネジメント

バリュー策定と新人事評価処遇制度の設計
当社では、2019年3月の旧
（株）
メディアドゥと
（株）
出版

基本的な考え方

デジタル機構との統合にあたり、
ミッション・ビジョンを

当社では、社是において「全ての人は可能性を持って

邁進していくためには、当社がこれまで築き上げてきた事業

実現するために大切にする姿勢や価値観を明文化し、

生まれ、時間の経過と共に成長する」
「人が成長し続ける

インフラ、ノウハウや経験、企業カルチャーを土台としな

全社で共有すべく
「バリュー
（行動指針）
」を策定しま

「人材」
限り、メディアドゥも成長し続ける」と示すとおり、

がら、
「人としての成長と可能性」を最大限に引き出すこと

した。それに合わせて、ミッション・ビジョン・バリュー

こそが持続的成長に必須の経営資源だと考えています。

が不可欠です。こうしたことを基本的な考え方として、

を評価の根幹に据えた新人事評価処遇制度を
（MVV）

そして、著作物の健全な創造サイクルを実現し、
「ひとつ

社員一人ひとりが自立し、自己の成長を実感し、自らの

でも多くのコンテンツを、ひとりでも多くの人へ」届ける

可能性を感じながら、率先してチャレンジできる環境を

ことをミッション・ビジョンに掲げ、これらに向かってさらに

創造していきたいと考えています。

設計し、2021年2月期から運用を開始しています。
また、新制度では、バリューと同時に定めた「メディア
ドゥの18の姿勢」の実践度合いを評価対象とし、事業
の成長と個人の成長を両立し、自立を促す仕組み

新人事評価処遇制度
年俸制
前予算制度（コミット制）

MVV評価＋職掌別行動評価

社員の自立を促し、会社と個人の
成長を可能にする人事制度

を構築するなど、事業ポートフォリオに対応した人材

人材獲得・開発戦略

ミックスの実現にも取り組んでいます。

当社は事業の成長に伴い、エンジニア、営業、スタッフ

別に行動要件を定め、各々の職種、レベルにおいて必

など広範囲な職種において、通年で門戸を開いて

要な業務経験、専門知識などを明示することで、個々

おり、様々なバックグラウンドを持つ専門人材等を

人が目指すキャリアの方向と実現に向かうステップ

積極的に受け入れています。加えて、新規学卒者も

を理解できるようにしています。また、上席者は行動

従業員サーベイの導入・実施

10年以上にわたり毎年継続的に採用しており、会社

要件を部下育成の道標として、業務アサインや日常

当社では、多様な人材を魅了するオープンで闊達な

コロナウイルス感染症拡大といったBCP 上の課題

の中核人材として育成しています。

的な指導、研修プログラムの受講指示など様々な

組織風土や制度づくり、また、効率的で働きやすい

に対しても、従業員にとって最適な働き方を踏まえた

場面で活用できるようにするなど、当社の基盤強化に

職場環境の実現に向けて、従業員サーベイを導入し、

うえで施策を立案・実行するなど活用しています。

資する育成・開発環境の整備に努めています。

定期的に実施しています。約90%にのぼる高い回答

引き続き、社会情勢やワークスタイルの変化に対応

率が得られており、これに基づく迅速な打ち手の

した柔軟な人材活用を図っていきます。

他方、組織や担当業務の壁を越えて、事業の成長
と個人の成長の双方を実現すべく、人事評価処遇制
度の一新も図っています。新制度では職種別、職位

実施といった好循環を構築しています。今般の新型
こまめなサーベイによる従業員マインドの把握

今後 3年間の人材戦略構想
2022年

・新しい人材ポートフォリオの開発
・多様な雇用形態の開発
・人材タイプに基づく育成プログラム
・グループシェアードの拡充

2021年

・新しい働き方に対応した制度・仕組みの確立
・労働時間概念の転換
・サクセッションプラン導入
・多様な処遇方法の開発

2020年

・新人事評価処遇制度の定着
・新昇格アセスメントの導入
・強いマネジャーの育成
・人事制度・規程・システムの統合
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職場推奨度に関する総合調査

（ 2020 年 1月実施）

中長期的に目指す方向性
事業ポートフォリオに対応した人材ミックスの実現
・電子書籍取次事業
・新規事業

メディアドゥテック徳島へのシフトに

伴うスキル転換
SaaSビジネスに適した人材の拡充

在宅勤務環境の
整備に関するニーズの把握

（ 2020 年 4月実施）

人材獲得手法の積極活用と柔軟な雇用形態へのシフト

・新卒採用協定の事実上の消滅

通年採用

・幅広いツール・手法での採用

働き方改革に対応した柔軟な勤務形態の適用
・裁量労働導入も視野にフレックスの拡張

テレワークの実態及び
本格的導入へ向けた予備調査

（ 2020 年 5月実施）

従業員回答率

92%

従業員回答率

98%

従業員回答率

89%

迅速かつ徹底した新型コロナウイルス対策
迅速なテレワーク体制の導入

・2020 年 2月より時差出勤、3月からテレワークを
開始し、4月の緊急事態宣言をもって全員を対象に
テレワーク体制に移行

VPNを含めたモバイル環境を従業員
（正社員・派遣社員）全員に提供
従業員に対する各種サポート制度を整備

・在宅勤務手当の導入
・執務環境セットアップ補助制度
・ドロップインオフィスの活用
・社内コミュニケーション支援

・テレワーク勤務の導入・サテライトオフィスの設置

処遇手段の多様化

・Cash Baseの処遇から、Equity等をミックスすることで処遇の
拡張性を実現し、採用競争力を強化

高い回答率と会社の迅速な
打ち手の好サイクル

緊急事態宣言直後から

テレワーク率 98 % 以上を実現
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