
重点テーマと主な取り組み

E S G

環境負荷の低減 著作物の健全なる 
創造サイクルの実現

地域社会への貢献と 
地方創生 
（豊かな社会づくり）

多様な人材の活躍
健全かつ透明性の高い 
コーポレート・ガバナンス
の確立

・ 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

・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

・著作物を公正な利用環境 
 のもと頒布
・地方創生に向けた起業家 
 輩出の支援
・地方での雇用創出

・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
・多様な雇用形態と 
 人材発掘
・コミットメントを軸に 
 した評価制度の導入

・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

・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

・市場拡大によるビジネス 
 機会の獲得
・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

・ 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
・労働生産性の向上

・成長機会の獲得と  
 事業リスクの低減
・企業体質の強化

・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

・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

・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

目
的

取
り
組
む
べき
課
題

主
な
取
り
組
み

自
社への
イ
ンパク
ト

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ーへの
提
供
価
値

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

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

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

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

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

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。

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

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

もたらす文化の発展に貢献するという責任と自負を持って、役

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

えています。こうした考え方のもと、SDGs（持続可能な開発目

標）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

長を両立させ、企業価値の向上を果たしていきます。

サステナビリティ推進体制
近年、産業構造や社会情勢の変化のスピードが加速し、事業

環境の不確実性が高まる一方、様々なステークホルダーとの

共通の価値を見出し、相互補完しながら価値創出していくこと

の重要性が増大しています。こうした状況を踏まえ、当社では

社長直轄組織である経営企画室及び管掌する執行役員CSO

が推進の主体となって社会情勢やステークホルダーからの 

要請を把握し、自社の中長期的なミッション・ビジョンとの整

合を図りながら、リスク管理委員会とも連携し経営計画を立案

しています。この経営計画に基づき、各部門やグループ会社が 

取り組むべき具体的なサステナビリティ戦略や目標を設定し、

推進主体が定期的にモニタリングすることで推進を図ってい

ます。

メディアドゥを取り巻く社会状況

持続的な企業価値の拡大
事業活動による負の影響を最小化

社会との調和による事業機会の拡大

ENVIRONMENT
・ COP21でのパリ協定に代表さ
れる気候変動問題の深刻化

・ 気候変動抑制に向けた 
脱炭素社会移行に向けた 
国際協調の加速

・ 増加する異常気象や 
自然災害に対応した事業 
継続計画（BCP）等の策定
・ 循環型経済を意識した 
出版業界全体としての 
返本・廃棄への対応

GOVERNANCE
・ サステナブルボードと 
サステナビリティ経営の確立

・ バリューチェーン全体を 
俯瞰し、社会課題や環境負荷
を意識した経営の推進

・ 証券取引所の新市場区分 
への移行

・ スチュワードシップ／ 
コーポレートガバナンス・ 
コードの改訂

SOCIAL
・ デジタルシフトの進展による、
産業構造や消費者の 
ライフスタイルの変化が加速

・ 特に日本においては労働人
口が減少し、超高齢社会が
進展

・ 社会システムは集中型から
分散型へと移行

メディアドゥグループのサステナビリティ

取締役会

各事業部・グループ会社

常勤役員会

執行役員CSO代表取締役社長

監査役会 リスク管理委員会

サステナビリティ 
方針提示

サステナビリティに 
かかるリスク管理 
方針指示

報告監査

報告

監督・指示

報告

報告

指示・対応

経営企画室
（サステナビリティ推進部門）

報告
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メディアドゥグループのサステナビリティ
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基本的な考え方
環境への負荷低減は、持続可能な地球環境を次世代に引き継

いでいくためにも、また、100年先まで続く企業体を目指す当
社グループにとっても取り組むべき大きな課題の一つであり、

気候変動抑制に向けた脱炭素社会、循環型社会への移行は

国際的な潮流です。

　地球規模での持続可能な発展を支えていくには、長期的視

点に基づく環境負荷の低減活動が不可欠です。当社グループ

の事業活動で使用する資源やエネルギーの実態把握と効率的

活用策を講じるだけでなく、業界全体での負の影響最小化に

も積極的に寄与していきます。

環境データ
総CO2排出量 紙使用量

（kWh）（t）（t-CO2）

（注）!"#$年!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。

電力使用量

 環境負荷の低減
テクノロジーを活用した流通カロリーの低減  

当社グループは事業特性上、自然資本への依存度は高くない

ものの、出版業界全体で見ると、紙資源の利用や流通にかか

る物流エネルギーの発生、返品・廃棄等によって環境にイン

パクトを与えています。

　そうした中、当社グループでは中期経営計画で掲げる 

「電子書籍市場の拡大」を推し進め、電子書籍の認知・利用拡

大を図ることが自社の企業価値向上に直結するだけでなく、 

出版物・出版業界の「流通カロリーの低減」にも寄与すると考

えています。当社が強みとするテクノロジーを最大限活用し、

電子書籍の利便性を一層高めることで、持続可能な出版イン

フラの構築と提供に取り組んでいきます。

　そして、「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、環境への負荷低減にも繋げていくこと

で豊かな社会づくりに貢献していきます。

2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期

環
境

総CO2（スコープ1+2）排出量（t-CO2）*1 160.1 171.1 126.0
スコープ1（kg-CO2） ̶ 9.4 10.7
スコープ2（kg-CO2） 160,136.3 171,070.4 125,985.8
電力使用量（kWh） 351,948 365,535 283,688
水使用量（m3） 15.7 11.1 1.01
紙使用量（t） 3.08 2.85 1.11

社
会

従業員数：男女の割合及び女性比率
（うち、嘱託社員及びアルバイト）

全体（人） 286 (48) 294 (78) 295 (70)
男性（人） 176 (10) 167 (15) 153 (13)
女性（人） 110 (38) 127 (63) 142 (57)
女性比率（%） 44.31 51.08 54.52

管理職数（人）*2
全体 85 89 87
男性 77 70 68
女性 8 19 19

女性管理職比率（%）*3 9.41 21.35 21.84
女性の新規管理職登用数及び比率（人［%］）*2 8 (53.33) 0 (0) 2 (18.18)

女性管理職内訳（人［%］）*2
取締役・監査役 0 (0) 0 (0) 0 (0)
部長職以上 0 (0) 6 (14.6) 3 (10.3)
マネージャー 8 (15.0) 15 (31.91) 16 (30.77)

国内における新規採用数：男女の割合 
（うち、嘱託社員及びアルバイト）（人）

全体 41 (39) 207 (58) 216 (36)
男性 27 (10) 117 (4) 113 (4)
女性 14 (29) 90 (54) 103 (32)

グローバル社員在籍数*2
全体（人［%］） 21 (6.29) 13 (3.49) 5 (1.37)
男性（人） 18 10 2
女性（人） 3 3 3

地方での雇用数（嘱託社員及びアルバイト）（人）*4 22 (41) 28 (66) 27 (57)
障がい者雇用数（人） 1 3 2

平均年齢（歳）*2
全体 35.28 34.89 35.39
男性 35.94 36.16 37.21
女性 32.61 33.2 33.38

エンジニアの人数（人）*2
全体 54 58 59
男性 44 49 50
女性 8 9 9

育児勤務制度利用者数*2
男性（人） 1 2 2
女性（人） 4 5 7
復帰率（%） 100 100 100

有給休暇取得率（一人当たり平均）（%）*2 63.7 73.3 52.1
月間総労働時間（一人当たり平均）（時間）*5 168.9 169.5 168.5
年間所定外労働時間（一人当たり平均）（時間）*2 11.7 14.2 14.7
労働災害発生度数率 （%）*6 1.83 1.80 0
ストレスチェック受検率（%） 94.6 95.0 95.7
定期健康診断受診率（%） 78.1 92.3 99.7
従業員1人当たりの研修平均金額（実績）（円） ̶ 40,000 40,293
セキュリティ侵害件数（件） ̶ 0 0
データの漏洩件数（件） ̶ 0 0
ABJマーク*7付与数（サービス数） 509 700 777
法執行機関からのユーザー情報開示請求件数（件） 0 0 0
情報開示請求を受けたユーザー数（件） 0 0 0
社会貢献活動費*8（百万円） 14.6 3.0 39.2

ガ
バナ
ン
ス

取締役人数（人）

全体 7 6 6
女性 0 0 0
社外 2 2 2
独立 2 2 2

監査役人数（人）

全体 4 3 3
女性 0 0 0
社外 3 2 2
独立 3 2 2

独立取締役比率（%） 28.5 33.3 33.3
独立監査役比率（%） 66.6 66.6 66.6
取締役報酬総額（百万円） 88 84 98
監査役報酬総額（百万円） 16 14 13
内部通報件数（件） 3 0 0

集計対象範囲：!"#$年!月期から!"!"年!月期までは旧（株）メディアドゥホールディングス、旧（株）メディアドゥ、旧（株）出版デジタル機構、（株）メディアドゥテック徳島を対象。 
!"!#年!月期は現（株）メディアドゥ及び（株）メディアドゥテック徳島を対象。
（注）!"#$年!月期の一部数値については、算出根拠データが不足していたため経年比較可能性を考慮し、記載していません。

*#  CO!の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Ver%.&」を参照しています。
*! 正社員及び嘱託社員
*' 対象年度内で初めて管理職になった者を算出
*%  （株）メディアドゥテック徳島において採用・雇用した人数
*( 正社員・嘱託社員（管理職含む）
*& 労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間×#,""","""
*) 掲示した電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標
** 寄付・協賛・出資を含む

　ENVIRONMENT
　環境との関わり

環境への配慮

ESGハイライト
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メディアドゥグループのサステナビリティ

　

大量の書籍データやそれを流通させるためのシステム等を取り扱う当社に

とって、情報セキュリティの確保やシステミックリスクへの対策は欠かすこと

のできない重要テーマです。特に電子書籍取次という事業特性上、当社グ

ループのサプライチェーンは出版社や電子書店をはじめとした広範なビジ

ネスパートナーとの繋がりによって成り立っています。メディアドゥが著作

者やコンテンツホルダーから信頼され、安心してコンテンツを預けていただ

ける企業であるために、流通におけるバリューチェーン上で可能な限り安全

かつ強固なセキュリティ対策を講じる、という想いを持って情報セキュリティ

の強化に努めています。また、私たちは出版業界全体のDX推進に貢献することを目指していますが、情報セキュリティと

いう観点から出版業界に目を向けると、未だ改善すべき点が積み残されている現状があります。とはいえ、とりわけ資本

規模や人的リソースの限られる中小規模の出版社や電子書店にとって、個社の努力だけで強固なセキュリティの枠組み

を構築することは容易ではありません。そのような企業に対して、情報セキュリティの観点でご安心いただける当社プ

ラットフォームを利用していただくことで、業界全体の情報セキュリティ向上にも寄与していきたいと考えています。

　当社では2019年に（株）出版デジタル機構との合併を行いましたが、現在の情報セキュリティにおける基盤は、出版デ
ジタル機構が整備し、培ってきた知見や基準がベースになっています。これに加えて、グループ全体の情報セキュリティ

を維持しつつ、システムの可用性・冗長性を向上させるための取り組みとして、第三者機関による脆弱性診断など、定期

的に外部の知見・指摘を取り入れながら社内体制のアップデートを図っているほか、社内においては情報セキュリティ

に関する資格取得を支援する制度の導入、意識啓発やルールの徹底を目的とした社員に対するトレーニングを継続して

実施しています。また、実際の運用にあたっては、異常値やインシデントに対して社内独自の基準を設け、担当部門がデー

タやシステムに対するアクセスを常に監視し、実際に異常が見られた場合には、情報セキュリティ管理統括責任者と密

に連携を取りながら、問題への迅速な対処並びに再発防止に努めています。

　「ひとつでも多くのコンテンツが誕生し、ひとりでも多くの人が手にできる」世界を実現するためには、デジタルコン

テンツに対する安心感を常に獲得し続ける必要があります。そして今、DCAモデルを活用した新たな事業へと踏み出し

たことで、当社グループの情報セキュリティに対する責任は一段と大きくなるものと認識しています。社会のあらゆるス

テークホルダーの皆様からの期待と信頼に応え、当社が持続的な成長を成し遂げていくために、今後も社内制度や体

制、社員への啓発など、あらゆる観点から継続して強化に取り組んでいきます。

基本的な考え方
当社グループでは、豊かな文化発展のための社会インフラを提

供し、著作物の健全なデジタル流通と創造サイクルの構築とい

うミッションを実現するためには、著作者、出版社、書店、ユー

ザー（読者）といった各ステークホルダーが安心・信頼して利

用できる仕組みやシステムの構築が不可欠と考えています。ま

た、この構築と強化に加えて、事業活動を正常かつ円滑に行う

点においても情報セキュリティの確保は経営上の重要事項で

あり、全社として取り組むべき課題として位置付けています。こ

れらを踏まえたうえで、当社が保有する全ての情報システム・

情報資産を不正アクセス、犯罪、過失、災害などの様々な脅威

から保護するとともに、情報に対する機密性、完全性、可用性

の確保と向上に努めています。

情報セキュリティマネジメント体制
当社では、取締役副社長COOを情報セキュリティ管理統括責

任者として、その配下に技術本部長を情報セキュリティ管理責

任者として任命し、ネットワークやシステムの運用状況を管理・

監視する体制を構築し、当社グループ全体の情報セキュリティ

の継続的な維持・向上に努めています。

　COOは、年間計画に基づいて、法令の制定、改廃及び経営

環境の変化等に照らし、情報システム・情報資産の取り扱いや

戦略の立案・施策において適切な情報セキュリティマネジメント

システムを構築するため、経営層とのコミュニケーションを図

りながらその推進に取り組んでいます。また、技術本部長は 

メディアドゥグループにおける情報セキュリティ管理責任者と

して、機密情報や情報システムの管理、情報セキュリティ対策

に関する規程類の整備、及び運用の徹底、安全対策の実施、

教育訓練等の実践について、モニタリングするKPIを定めたう

えで監督を行います。

具体的なリスク

技術本部 
本部長

井上 智裕

　SOCIAL
　社会との関わり

情報セキュリティの確保

サイバー攻撃

自然災害DDos攻撃

通信・システム障害

マルウエア

停電不正アクセス

海賊版の流通

改ざん

書籍内容のコピー

個人情報流出

企業信頼度の低落

社会のあらゆるステークホルダーの 
皆様からの期待と信頼に応えるべく、
不断の改善に取り組んでいきます。

““

””

代表取締役社長

情報セキュリティ管理統括責任者（COO）

各（本）部

情報セキュリティ管理責任者（技術本部長）

情報セキュリティ管理監査責任者

ネットワーク管理責任者

システム管理責任者
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規格は電子出版の創作や流通に大きな影響を与えるもので 

あり、当社グループはW3Cで未来の出版に関する情報を相互

共有し、国際標準規格への提言を続けるとともに、広く日本出

版業界へW3C加盟を呼びかけています。

著作物へのアクセスを保障する電子図書館の拡大  

新型コロナウイルス感染症の拡大で公共施設への頻繁な往来

がはばかられる中、図書館でも直接訪れず書籍にアクセスで

きる機会を保障する必要性が増大しました。当社は場所・ハン

ディキャップなどの制約を取り払い、あらゆる人々が著作物を

利用できる環境を整備すべく、米国のOverDrive,Inc.との戦略

的業務提携に基づき、OverDrive電子図書館を国内展開して

います。OverDrive電子図書館はオンラインで手軽に、書籍の

貸出・閲覧・返却などを全て非対面で運用でき、文字拡大機

能などアクセシビリティも備えています。

　2020年5月には公共・学校図書館などの需要に応え、初期費
用を無償化する「電子図書館緊急導入支援キャンペーン」を開

始。コロナ禍の対応を検討する多くの自治体から問い合わせが

あり、導入館数はキャンペーン開始前から約2倍に拡大（2021年
5月時点）するなど、著作物のアクセス環境整備に貢献しました。
　当社は資本業務提携を締結した出版取次大手の（株）トー

ハンと電子図書館の事業協力も開始しました。両社のリソース

を掛け合わせた一層広範な図書館サポートを実現することで、

今後も「新しい生活様式」に対応した環境整備に尽力します。

　SOCIAL
　社会との関わり

社会・出版業界への貢献

基本的な考え方
当社は、「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」との願いを社名に込めています。当社グループに

とって、社会との持続的調和や出版業界との相互発展は事業

成長と一体であり、自らの事業活動やサービスは健全な経済

社会の形成、そして文化の発展と豊かな社会づくりに貢献する

ものと考えています。当社は引き続き、時代の流れや変化を見

据えた企業活動で事業成長に繋げるとともに、当社独自の強

みを生かした社会的価値の創出を図ります。

 著作物の健全なる創造サイクルの実現
一般社団法人ABJにおける海賊版対策の推進  

当社の使命は、良質なコンテンツが継続的に創造され、ユー

ザーが安全な環境で安心してコンテンツを利用できる環境を

守り、その流通量を最大化することにあります。違法に複製さ

れた著作物の蔓延は、コンテンツの創造や流通に関わる人々

を経済的にも精神的にも苦しめ続けており、業界全体の重大

な課題となっています。

　これまでにも様々な団体が緊急措置的に海賊版対策を担っ

てきましたが、長期間持続的に取り組むためには恒常的な組

織構築が必要との認識から、著者団体、出版社、通信事業者

など関係者が一堂に会し、2020年7月1日、海賊版対策の中
核となる「一般社団法人ABJ」を共同で設立しました。電子出

版流通の中間に位置する当社は発起人としてこれに参加し、

取締役副社長COO 新名 新が代表理事に就任しています。

　海賊版被害は依然深刻ですが、リーチサイトを規制し、出

版物を違法ダウンロード規制の対象とする著作権法改正を成

し遂げ、一定の成果を得ました。一方、アクセス数の増加が続

くストリーミング型海賊版サイト対策としてABJは違法サイト

の調査とリストの作成を行い、必要な関係者に提供しています。

また、作家やABJメンバーの協力を得て展開する「STOP！海

賊版」キャンペーン、正規のサービスであることを示す「ABJ

マーク」の付与活動などを展開し、ユーザーリテラシーの向上

と被害根絶に継続して尽力しています。今後も当社はABJを強

力に支援し、フィルタリング事業者、セキュリティ事業者など

への情報提供により海賊版サイトからユーザーを保護します。

さらに出版・通信業界や関係省庁との連携による、海外を拠

点とした海賊版サイトへの対処、ユーザーへの啓発活動など

にも全面的に協力し、著作者が安心して創作活動を持続でき

る環境の実現を目指します。

Web技術標準の国際団体「W3C」への参画  

電子書籍ファイルフォーマットの国際標準として利用される

「EPUB」は、Web技術標準国際団体「W3C（World Wide Web 

Consortium）」が規格を定めています。当社は2018年12月に
W3Cへ加盟し、傘下のPublishing Business Groupでアジア枠

の共同議長を当社海外子会社Media Do International, Inc.の

代表取締役 塩濵 大平が務めています。2020年には、塩濵が
各国の各分野のスペシャリスト約20人で構成するW3C公式エ

ヴァンジェリストに、日本人で初めて就任しました。国際標準

 地域社会への貢献
地方創生に向けた起業家輩出の支援  

労働人口減少や超高齢社会が深刻化する中、「活力ある日本

社会」を次世代へ受け継ぐため、当社は地方創生活動に尽力

しています。大都市に情報や生産力が集中し、地方では情報

格差や人口流出の拡大が課題です。当社はこの解決の一助と

なるべく、創業社長藤田の出身地・徳島県において、2020年1
月、地元企業4社と地方の起業家を支援する「一般社団法人
徳島イノベーションベース（TIB）」を設立しました。

　TIBは年商1億円を超える世界の起業家約15,000名が参画
する「Entrepreneurs’ Organization（起業家機構）」や大学、

自治体と連携しており、有益な学習機会、経営者同士が支え

合う関係を育むプログラムを提供し、地方から有力な起業家

を数多く輩出することを目指しています。他の企業もこれに 

呼応し、岩手県、長野県など20道府県以上で同様の動きが広
がっています。当社はこの取り組みを全国に広げ、活発な情報

や人の流れを地方にもたらし、日本の経済基盤を強固にする

新産業が全国各地で創出されることを目指します。

 利用者様の声  

北海道帯広市生涯学習部 生涯学習文化室図書館 係員 
土屋 舞奈様 （2020年12月導入）
帯広市では、コロナ禍において非接触・非来館サービス拡充のためOverDrive 

電子図書館の導入を決定しました。導入後のより良い活用のため、国の「GIGA 

スクール構想」における全児童・生徒へのICT機器配布に伴い、市内全児童・生徒

へIDを提供（学校教育課）しました。現在では、ICT機器を活用した授業や朝読書

での電子図書利用、英語教育などの学校教育支援に生かしています。そのほか、

帯広市公式SNSを通した電子図書館の周知・利用促進を行う（広報広聴課）な

ど、行政一体となった電子図書館の活用を実現しています。 帯広市立図書館
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基本的な考え方
当社では、社是において「全ての人は可能性を持って生まれ、

時間の経過と共に成長する」「人が成長し続ける限り、メディア

ドゥも成長し続ける」と示している通り、「人材」は持続的成長

に必須の経営資源だと考えています。そして、著作物の健全な

る創造サイクルを実現し、「ひとつでも多くのコンテンツを、 

ひとりでも多くの人へ」届けることをミッション・ビジョンに掲

げ、これらに向かってさらに邁進していくためには、社員一人ひ

とりが業務を通じてノウハウや経験を習得し、さらには企業カ

ルチャーを土台としながら、「人としての成長と可能性」を最大

限に引き出すことが不可欠です。こうしたことを基本的な考え

方として、社員一人ひとりが自立し、自己の成長を実感し、自ら

の可能性を感じながら、率先してチャレンジできる環境を創造

していきます。

 人材獲得・開発戦略 
当社は、エンジニア、事業開発、営業企画スタッフなど幅広い職

種において通年で門戸を開いており、様々なバックグラウンド

を持つ専門人材を積極的に採用しています。加えて、新規学卒

者も11年以上にわたり毎年採用しており、中核人材として育成
してきました。また、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、職位別に行動要件を定め、各々の職種、レベルにおいて

必要な業務経験、専門知識などを明示することで、個々人が 

目指すキャリアの方向とその実現に向かうステップが理解でき

るようになっています。また、行動要件を部下育成の道標とし

て、業務アサインや研修の受講指示などに活用しています。 

今後は、さらに一部職種においてジョブ型人事評価処遇制度の 

導入など雇用形態の多様化にも取り組んでいきます。加えて、

タレントマネジメントや計画的人材育成プログラムの充実など

により、当社の基盤強化に資する人材開発環境の整備に努め

ていきます。

 今後3年間の人材戦略構想

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

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

2023年
・部門間・グループ会社間の相互人材シフトの検討
・経営層までの人材パイプライン構築
・グローバル人事の採用・体制構築
・雇用形態別処遇・取り扱いパッケージ化

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   メディアドゥテック徳島へのシフトに 

伴うスキル転換
・新規事業  NFT／SaaSビジネスに適した人材の拡充

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
・ 金銭報酬に非金銭報酬（株式等）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

　SOCIAL
　社会との関わり

人材マネジメント

　

メディアドゥが持続的に成長していくうえで、事業推進の源となる人材は最

大の資産です。当社のMission、Vision、Value（MVV）に強く共感する優秀な

人材を獲得し、適正なポジションで実力を思う存分発揮していただくこと、

また、当社での仕事にやりがいを感じて、自己成長と事業への貢献の二軸の

両立を実現していただくこと、これらが人材マネジメントにおける重要な鍵

と考えています。

 　これまでも様々な領域で優秀な人材の採用に注力してきましたが、今後

ブロックチェーン技術など最先端のテクノロジーを活用した新規ビジネスを

推進していくには、特に先端技術に秀でたエンジニアをはじめ、これまでの

メディアドゥにはないスキルや経験を持つ人材を獲得する必要があります。そのためには正社員雇用のみならず、契約

社員や業務委託など従来の雇用概念を取り払って、多様な人材との接点を広げるとともに、採用に際してワークスタイ

ルの選択肢を柔軟に提示できるよう工夫を重ねています。

 　2021年2月期より、当社のMVVをベースにした新人事評価処遇制度の運用を開始しました。本制度では、 

マネージャーの役割がより重要になります。マネージャーは、メンバーのキャリア形成や能力発揮を支援する役目から、

部下と合意した来期コミット目標に基づいて年俸を決定する「前予算制度」の運用まで、幅広い役割を担います。そのた

め、マネジメント研修やアセスメントの受講を通じて、企業戦略に深い理解を持ち、正しい方向へ自走しながらチームを

マネジメントできる人材をアサインしています。今後は全社横断的な人事情報データベースのさらなる充実を図るべく、

個々人のパフォーマンスや育成状況など幅広くデータを蓄積し、各人の適性の見極めやキャリアデザイン形成の支援に

活用していきます。

 　また2021年2月期は、コロナ禍での在宅勤務など、社員にとって働き方に大きな変化をもたらした年でした。半年に
一度の従業員満足度調査を通じて、積極的に社員の意見を収集し、そこから浮かび上がる課題の解決・改善を図ってい

ます。この1年の成果の一つとして、コロナ対策ガイドラインと在宅勤務制度を迅速に立ち上げ、自宅環境整備コストの
支援や、就業ルールについて具体的にわかりやすいマニュアルを作成しました。

 　一方、テレワークなどはポストコロナでも新しい働き方の一部として継続することを想定しています。新しい労働環境

下においても、マネージャーがメンバーの業務進捗の把握や目標達成に向けたサポートを円滑に行える仕組みづくりや、

新しい働き方に対応した人事制度への見直しなどを通じて、社員の適切な評価とモチベーションの持続的な向上に繋

げていく必要があると考えています。

 　人材マネジメントは当社の重要経営課題の一つです。社員一人ひとりの自己成長を会社の成長に繋げるWin-Winの

関係を構築することで、会社全体としてさらなる高い目標に挑戦し、質の高い価値提供を通じて社会に貢献していきま

す。

執行役員 
CHRO（Chief Human Resource Officer）

千原 陽一

人材は事業推進の源であり、 
会社の要となる資産です。
““
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PICK UP
優秀なテクノロジー人材の確保

メディアドゥの競争優位である「Technology」を支えているの

は、100名体制のエンジニア組織です。エンジニア組織は、大き
く分けて2つの部門に分かれており、一つは電子書籍流通プラッ
トフォームやSaaS型出版ERPシステム等の開発を担うBtoB向

けの部門、もう一つはブロックチェーンを含む、様々なBtoC向

けのサービス・システムを開発する部門です。各部門の中にプ

ロダクト別にチームを構成し、各チーム5～8名ほどでバックエン
ド／フロントエンドに分けず、複数の領域や技術にまたがって

活躍できる環境を整えています。

当社では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえて、

2020年から企画営業職とエンジニア職双方に向けてのインターン
シップを完全オンラインで実施しています。エンジニア職につい

ては、「MediaDo Tech Internship」と題し、計10日間にわたる有給
型のインターンシップとして開催しました。前半の5日間で、価値
あるプロダクト開発のための手法「デザインスプリント」の体験、

後半5日間で実際にプロダクトを開発するまでを体験していただ
きました。期間中、エンジニア採用担当が一人ひとりと個別面談

を実施し、インターン期間中の不安や困っていることについて、ま

た今後のキャリアについてよりクリアに考える機会をつくるなど、

相互理解が深まるようにインターンシップを実施しています。

メディアドゥのエンジニア組織 完全オンラインベースでの新卒インターンシップ開催

メディアドゥは現在、出版業界の変革やDXを促進する可能性を秘めたチャ

レンジングな新規事業に複数取り組んでいます。これらを成功に導くために

は、優秀なエンジニアの獲得は必須で、まさに経営課題です。エンジニアの

採用は、変化と進歩が非常に速く、技術に対する専門知識も要求される特

殊性を有していると考えています。私たちは、新卒・中途の双方の採用活動

を担っていますが、即戦力を求める中途採用とポテンシャルを見極める新

卒採用をお互いで共有・補完し合いながら進めています。

　チームを立ち上げて以降、新卒採用は個別面談とインターンシップ、中途

採用はダイレクトリクルーティングを推進してきました。手法・ツールとして

は市場の動向に沿えている感触はあるものの、当社らしさや独自性を応募

者に対して訴求しきれていないことが課題です。これは育成においても同様

で、「エンジニアがメディアドゥを選ぶ理由、選び続ける理由」を追求し、伝

え続けることが私たちの役割・使命だと考えており、この軸をぶらさず人事

部や技術本部とも連携しながら採用活動を進めていきます。

私がメディアドゥへの入社を決めた大きなポイントは、ここに自らの成長と

可能性に挑戦できる環境がありそうだと感じられたことです。私は、大学～

大学院で6年間、情報電子工学を専攻し、Webアプリの開発やコードを自分

で書くことなどもしてきました。しかし昨今、こうした経験を有する新規学

卒者は珍しくなくなってきています。

　そうした中で、エンジニアとしてより早く成長していくためには、自らの 

志向や課題感に挑戦できる環境か、また会社としてもモダンなシステムをつ

くろうとする土壌があるかは重要です。加えて、私自身がマンガが好きで出

版コンテンツに関わりのある仕事に携わりたいという想いもありました。世

の中に出版コンテンツを扱う企業はたくさんありますが、多くの人にコン

テンツを楽しんでいただきたいというミッション・ビジョンを掲げ、それをテ

クノロジーの力でドライブ・進化させていくことができる企業はそう多くな

いと思います。私はこうした環境で自己研鑽に励み、ビジネスを理解してテ

クノロジーで課題を解決するエンジニアになることを目指します。

エンジニアがメディアドゥを選ぶ 
理由、選び続ける理由を追求し、 
伝え続けることが私たちの役割・ 
使命です

自己研鑽に励み、ビジネスを理解して
テクノロジーで課題を解決する 
エンジニアに

““

2021年4月新規学卒入社  
技術本部 プロダクト開発部

大森 涼

社長室 エンジニア採用グループ

太田 友晴（左）
梨本 彩記（右）

10点満点
48.3%

8点／9点
41.4%

メディアドゥのインターンを 
エンジニアを志望する 
友人にどのくらい勧めたい 

ですか？
（参加者アンケートより）
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