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事業成長と持続可能な社会の実現を両立

重要分野（4）

急速な事業成長を支える強固な経営基盤の確立
コーポレートガバナンスの強化やコンプライアンスの徹底により、マルチプロダクト体制下での事業成長を支
える経営基盤の強化を推進します。
重要課題
7. コーポレートガバナンスの強化
8. コンプライアンスの徹底

重要分野（5）

事業活動を通じた自然環境の保全
DXの推進やペーパーレス化の支援、環境に配慮したサービスの導入等、事業活動を通じて気候変動問題へ
の対応に取り組むことで、自然環境の保全を推進します。
重要課題
9. 気候変動問題への対応
10. 自然資源の効率的活用

価値創造ストーリー

サステナビリティマネジメント

貢献することが持続可能な社会の構築に寄与し、ひいては当

まな要素を考慮した上で、全てのステークホルダーとの協働・

9

社グループの持続可能な成長や企業価値の向上につながる

連携を通じ、サステナビリティの実現に向けた各種活動を推

10 自然資 源の効率的活用

ものと考えています。このような考え方の下、当社グループを

進します。

社会における重要性

取り巻く事業環境や経営状況、事業ステージといったさまざ

気候 変 動問 題への対応

5
6

人材の採 用・
育成・活躍 推 進

1
3

ダイバーシティ＆
インクルージョンの推 進

7 コーポレートガバナンスの強化
8 コンプライアンスの徹 底
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マテリアリティマップ

当社グループでは、事業活動を通じて社会課題の解決に

安 全かつ安定的な
インフラサービスの提 供

生 産性向上に寄与する DXサービスの推 進

2

データプライバシーの保護と
情 報セキュリティの徹 底

4

革 新的なビジネスインフラの創造

重要課題（マテリアリティ）
課題解決に取り組むことで、国連で採択されたSDGs（持続

バナンスの面で当社グループが優先的に取り組むべき重要課

的な開発目標）達成への寄与、ひいては持続可能な社会の構

題（マテリアリティ）を特定しました。本業を通じて、これらの

築へ貢献していきます。

当社における重要性

事業別戦略

当社は、2022年 6月の取締役会において、環境・社会・ガ

ステークホルダーエンゲージメント
重要課題（マテリアリティ）の特定プロセス
重要課題の特定プロセス①

重要課題の特定プロセス②

重要課題の特定プロセス③

課題の重要性評価

取締役会での議論・決定

SASB（Sustainability Accounting Standards
Board）のガイドラインやSDGs（持続的な開発目標）

プロセス①で選定した各課題について、
「持続可能社
会を実現する上での社会（ステークホルダー）にとって
の重要性」と、
「当社グループがビジョンの達成や事業
成長を実現する上での重要性」の2軸の観点で、当社
の全取締役が個別に評価を行いました。

プロセス②での評価結果について、取締役会で議論・
審議を行い、5つの分野に整理される10の重要課題を
特定しました。

におけるゴール・ターゲットを参照したほか、当社取
締役や機関投資家との対話・議論等を通じて、当社グ
ループに関連性が高い重要課題候補を選定しました。

ていくことが重要であると考えています。このような考え方の

を目指していく上では、さまざまなステークホルダーの皆さま

下、ステークホルダーの皆さまとの信頼関係や協働関係の構

とのエンゲージメントを通じて、当社グループに対する期待

築に向け、安心・安全なサービスの提供をはじめとした各種

や懸念、要望等を的確に把握し、経営や事業活動に反映し

取り組みを積極的に推進しています。

ステークホルダー

重要課題（マテリアリティ）の内容

重要分野（1）

セキュリティと利便性の両立
利便性を確保した上で、全従業員を対象としたデータプライバシーの保護や情報セキュリティ対策を講じ、
安全性の高いサービス提供を安定的に行います。
重要課題
1. 安全かつ安定的なインフラサービスの提供
2. データプライバシーの保護と情報セキュリティの徹底

重要分野（2）

革新的なDXサービスで働き方を変革
ビジネスインフラになるべく、当社の強みであるデータ化技術を活用し、社会・経済の生産性を大きく向上さ
せる革新的なDXサービスの開発・提供に取り組みます。
重要課題
3. 生産性向上に寄与するDXサービスの推進
4. 革新的なビジネスインフラの創造

重要分野（3）
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人材の多様性を尊重し、イノベーションを生み出す
出会いの力でビジネスの課題解決につながるイノベーションを生み出すため、多様性に富んだ全ての人材が
活躍できる機会の創出や環境の整備を推進します。
重要課題
5. 人材の採用・育成・活躍推進
6. ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

取り組みの概要

データ

重要課題候補の選定

当社グループでは、持続的な事業成長や企業価値の向上

主な取り組み例

お客さま

・ カスタマーサクセス部による日常的なサポート
お客さまに、安心・安全なサービスを安定的に提供し、課題解 ・ サービスのお問い合わせ窓口の設置
決につながる新しい価値提供を継続できるよう努めています。
・ ホームページやソーシャルメディア等を通じた情報発信
・ 各種イベントやセミナーの開催

株主・投資家

・ 株主総会や決算発表、適時開示等を通じた情報発信
株主の皆さまの期待に応えるべく、正確かつ公平な情報開示の
・ 機関投資家及び個人投資家向けの各種説明会の開催
ほか、双方向での対話が可能な機会の積極的な創出等に取り
・ 統合報告書の発行
組んでいます。
・ IRお問い合わせ窓口の設置

取引先・パートナー

従業員

地域社会・NPO

・ 購買活動を通じた日常的なコミュニケーション
公平・公正な取引の下、取引先やパートナーと適切な連携関係
・ コンプライアンス・リスクチェックの徹底
や情報管理体制を構築し、安心・安全なサービス提供に努めて
・ 購買等に関する業務規程の整備
います。
・ 業務委託先の安全管理
・ 全従業員参加型の企業理念に対する議論や見直しの機会設定
ミッションやビジョンの実現に向け、多様性に富んだ従業員が ・ エンゲージメントサーベイの実施
活躍できる機会や環境の整備に努めています。
・ 各種社内制度・相談窓口の整備
・ 研修やセミナーの実施
・ Sansan for NPO
「これからのために今からできること」をコンセプトに、地域社会
・ こどもめいしプロジェクト
の一員として、本業を通じた社会課題の解決、共通価値の創造
・ 神山まるごと高専支援
に取り組んでいます。
・ よいこ for CSR
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特集

企業経営におけるサステナビリティとは

価値創造ストーリー

サステナビリティマネジメント

算書という過去のトラックレコードだけではなく、こうしたこと
からも未来をどう見据え、価値をどうデザインし、実現しよう

寺田 親弘
（以下、寺田） サステナビリティの実現に向けては、

CEO 対 談

としているのかは伝えられるものだと思います。

本業そのものを通じて社会課題の解決に寄与することが第一

社会課題の解決という機会、

さまざまな企業活動を支え、DX化を進めることで生産性の向

企業としての責任やリスク管理

上に資するという、社会課題の解決を目的としたものとなって
います。本来、このような社会のニーズに向き合った結果とし

寺田

て対価をいただくこと以外で事業を成り立たせることはできな

での資本市場や社会の状況、また、自社の事業フェーズ等の

いと思います。したがって、事業活動と社会貢献活動とをはっ

さまざまな要因によって、求められる水準は常に変化していま

きり区別する必要はなく、事業活動を通じて、もしくは事業

すよね。その意識がないと、多くのところでリスクが顕在化し

活動に極めて近いところで社会との関係性を構築していくこと

てしまうため、社会の要請に応える責任とリスクマネジメント

それぞれの事業活動を通じて価値創出に取り組んできました。

が自然だと考えます。例えば、当社では「Scan for Trees」*¹

という双方の観点から取り組んでいく必要性を感じています。

この両社が企業経営の中で、サステナビリティにどう向き合い、その実現に向けてどのように取り組んできたのか、

という取り組みを続けており、当社サービスの利用者からは、

当社では、サステナビリティに関する取り組みを企業として再

両社 CEO が語り合いました。

自然なユーザー体験の一部として受け止められています。事業

現性のある形で浸透させて実践していくために、直近 1年で、

活動から少し手を伸ばして、その延長線上で社会への還元を

サステナビリティ方針の策定や重要課題の特定、対応戦略の

意識し、貢献していく。これらを積み重ねることで、サステナ

検討等を進めてきましたが、その重要課題の1つに、コーポレー

ビリティという文脈の中での当社の存在意義を発信していけ

トガバナンスの強化やコンプライアンスの徹底を設定すること

るのではないかと考えています。

にしました。このようにステークホルダーの皆さまに道筋を示

*1 サービスを通じてデータ化された書類の総数が 1 枚の木から製造できる枚数に達するた
び、植樹が必要な地域に木を植えるプロジェクト

すことで、企業としての取り組みを一層加速させることができ

昨今では、持続可能な社会の実現に向けた企業のあり方に対して、
さまざまなステークホルダーから期待や関心が寄せられています。

Sansan 株式会社と株式会社メディアドゥは、創業からこれまで、社会課題の解決に向け、

コンプライアンスやガバナンスのあり方は、グローバル
価値創造戦略

サステナブルな事業活動を通じ、
より豊かで持続可能な社会の構築に寄与する

と考えています。実際、当社グループが提供するサービスは、

事業別戦略

るものと考えています。

藤田 恭嗣（以下、藤田） 企業経営は持続的に存続可能な

株式会社メディアドゥ

代表取締役社長／ CEO

代表取締役社長 CEO

寺田 親弘

三井物産株式会社に入社。情報産業部門に配属された後、米国・
シリコンバレーでベンチャー企業の日本向けビジネス展開支援に

従事する。帰国後、社内ベンチャーの立ち上げや関連会社への
出向を経て、2007年にSansan株式会社を創業。
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藤田 恭嗣
1994年大学在籍時に起業し、1999年に株式会社メディアドゥを
設立。同社代表取締役社長 CEOを務めるほか、2020年には起業

家支援を目的とした一般社団法人徳島イノベーションベースを設

立し、代表理事に就任する等、さまざまな地方創生事業にも注力。

藤田

会から求められる存在であるかの連続性が重要と考えていま

後で全く違うと感じます。上場によって、企業は社会の公器と

す。寺田社長のご意見に重なりますが、社会から求められな

しての責任が増すだけでなく、ステークホルダーがより増える

い価値観や事業、スキームといったものは淘汰されることは

ことで売上・利益を上げて事業を成長させていくことの重みも

必至であり、社会から必要とされるビジネスモデルを常に追

増していきます。これは当社の社員も前向きな意味で理解して

求し表現し続ける、それが重要なのだと思います。

くれていると思います。しかし、攻めばかりでなく、守りの側

ESGの重要性に対する経営層や社員の理解は上場前

また、株主・投資家の皆さまが何に投資してくださっている

面も重視しなければ、どれほど事業が良くても結果として社

かを考えると、当然企業そのものに対してではあるのですが、

会にネガティブインパクトが生じることもあり得ます。成長とは

同時に企業のハンドリングを託している経営陣であり構想者

正負の差分なので、統合報告書の発行やコーポレートガバナ

に対してという側面もあると捉えています。当社が掲げ、取り

ンスコードへの対応、リスク管理委員会をサステナビリティ推

組むサステナビリティの施策は、社会と自社のつながりを踏

進委員会に変えるといったさまざまな角度からも、現場の社

まえ、提供可能な価値に対する構想力をお示しする機会でも

員もどんどん参画させる活動を広げ、より正の事象を積み重ね

あると思うのです。例えば、起業家支援に取り組む一般社団

ていかなくてはならないと思います。

データ

Sansan 株式会社

ものとしていかなくてはなりません。そのためには、いかに社

法人徳島イノベーションベース
（以下、TIB）は本業とは異なる
領域ですし、当社として多額の投資をしているわけでもありま

人材育成という共通項、共通価値

せん。それでも、TIBから始まった起業家を生み育てる活動は
広がり、参加者も全国で数百名を超えています。彼ら、彼女

藤田

らと一緒に何ができるか。仕組みを作り、それが受け入れられ

少があります。当社においても人材戦略は大きなテーマの1つ

ることでムーブメントになって社会を動かすかもしれない。決

です。また、私の生まれ故郷、徳島県の旧木頭村（現那賀町

日本にこれから確実に訪れる未来として労働人口の減
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CEO 対 談

木頭地区）で色々な地方創生の活動に取り組んでいますが、

より本質的な活動になるものと確信しており、本高専の支援

企業の求心力が高まります。実際、本高専の支援をしている

個人ができることの限界も感じています。企業や活動を将来に

を当社の重要課題における対応策の1つにしています。

ということに対して、社内からポジティブな反響を受けていま
すし、好循環の1つのきっかけになっていると感じます。

わたって持続可能なものにしていくには、私がいなくなる前に
広がり続ける仕組みやつながりをつくり、そして担える人を育

藤田

てなくてはならないと考えました。そしてこれは、メディアドゥ

いう規模の大きさだけでなく、ファンドを生成・運用するスキー

サステナブルな社会全体のために、

の社長である私のサクセッションにつながることでもあり、地

ムもすごいですし、社会におけるインパクトや反響はかなりあ

企業や起業家にできること

方、そして未来の日本のサクセッサーを用意することでもあり

るのではないですか。

しかし、学費無償化に向けて基金 100 億円を目指すと

寺田

価値創造戦略

寺田

ます。
これは経営者として、また起業家だからこそできる持続

一言では言い表せないですが、良い資金の流れを創出

反響があったら嬉しいですね。御社からの支援もそう

していくことは重要であると思います。今回、自分で寄付や奨

ですが、神山町の企業版ふるさと納税を活用して計 24億円を

学金基金のための出資を募ることで、それをより強く実感しま

当社は徳島県神山町で神山まるごと高専（以下、本高

集めたのも大変意義のある取り組みでした。このような制度

した。ちょっとした工夫や良い意味でのプレッシャー、つまり

専）の支援をしていますが、この始まりは、私が一個人として

の活用がより一般化してくると、企業が意思をもって必要なと

社会からの期待があるところへ資金が向くと、流れが良い方

当社のビジネスでは届かない社会課題に取り組みたいと思っ

ころに資金を振り向けるように変わってくるのではないかと思

向に変わったり、資金に意思が入ることで、何か一部分がス

藤田

たことでした。さまざまな選択肢の中から、学校をつくるのが

います。今、学費無償化に向けて取り組んでいるスキームも、

ムーズに良くなったりしていくことを実感したのです。本高専

げていくことと、可能性のある事業を生み出して成長と利益

一番良いのではないかと考え、個人で動き始めて形をつくり、

平たく言うと、日本企業から現金を借りて運用させてもらい、

設立の過程でさまざまな立場の人と議論させていただく機会

還元を果たしていくことに尽きます。一方で私は、事業の飛

有志メンバーとともに学校構想を立ち上げ、現在は2023 年 4

社会課題の解決に充てようというものです。仕掛けとして新し

があったことも貴重な学びとなりました。例えば、米国と比べ

躍的な成長は、経営者が先に圧倒的な成長を遂げなければ

月の開校に向けて準備をしています。最終的には理事長も私

いことができている実感と、来年の開校に向けてかなり面白

て日本の企業は人的資本に対する投資が非常に少ないです。

実現できないと考えています。そのために自社の事業に力を入

自身が務めることになりましたが、その前後では、当社経営と

い形が整いつつある手応えを感じています。

しかし、ネガティブな情報だけでなく、解決策と一緒に上手く

れていくのは当然のことですが、私たち経営者が発起人となっ

可能な未来に向けたアクションだと捉えています。
寺田

最後に
事業に関しては、経営者、経営チームとしてEPSを上

また、初めて藤田さんに本高専の構想を説明した際に、
「経

認知が広がっていくと、日本の短所も長所も含めて皆で改善

て企業が学校設立やTIBといった活動をすることで得られる

いぶんと議論を行いました。議論を重ねる中で気付いたので

営者として立体感が出るから絶対に良いよ」と背中を押してい

に取り組んでいくことを促せます。そういった流れに一石投じ

経験、普段接点のない方たちとコラボレーションすること、つ

すが、今回のプロジェクトの根底にある課題認識は、当社の

ただいたことは印象的でした。

ることができたら、企業や起業家としてより広い意義を発揮

まり他者との共創によって初めて得られる経験や価値を経営

できるのではないでしょうか。

に取り込み、自分の器を大きくすること。それが企業として非

高専が育成を目指す人物像として掲げるテクノロジーとデザイ

藤田

ン、起業家精神を三位一体で学んだ、
「モノをつくる力で、コ

ガティブなイメージは、未だに少なからずあるように感じます。

藤田

事業はもちろん、個人としても人を育てるということを

だと思います。事業の実績とともに、経営者がどのような思い

トを起こす人」は、今まさに当社が必要としている人材です。

そういうものを払拭するのも私たちの役割ではないかと考え

継続するのが非常に重要だと考えています。例えば先日、徳

や哲学を持って取り組み、この先何をしていこうとしているの

一方で、その視点で日本全体を見た時には、企業活動を含め

ていて。こうした新しい形で社会との共通価値を創出できれ

島大学で「起業を知ろう」というテーマの授業に登壇させてい

かという点にも、ぜひとも着目いただきたいです。

た既存の枠組みだけでは足りないと思い、社内における人材

ば、私たちのような新興企業をより立体的に捉えてもらえる

ただきました。そこで私は、アントレプレナーシップ、つまり起

育成から考え方のスコープを拡大し、学校を支援するのは有

のではないか、という話をさせていただいた記憶があります。

業家精神とは、社会における課題と理想の差分を知ることで

寺田

意義なことだという結論に至りました。事業活動を通じた人材

実際にメディアドゥでは、面接等でサステナビリティの施策

自分に何ができるかを考え行動することであり、何も自分で

まなサービスを企業やビジネスパーソンに届け、生産性の底

に関する質問を受けることが非常に多いです。面談・入社前か

資本金を集めて起業することに限ったことではないのだと話

上げに寄与することに力を注いでいます。名刺や請求書、契

ら、学生の皆さんは藤田恭嗣という人間のイメージをIT企業

しました。教師や医師、弁護士、会社員、どんな職業に就い

約書を自らでデジタル化する際には、かなり痛みを伴う側面

の社長という印象以外にも、社会的にさまざまな活動を行っ

ても、社会課題を見つけることが大切なのだということです。

がありますが、当社は独自のアプローチで、その社会の痛み

ている人というように立体的に感じてくれています。今の学生

これを聞いた学生たちは、自分にも当てはまることを知り、目

を取り除いていく事業を広く手掛けています。結果として、各

の皆さんはただ成功することだけでなく、どこに貢献できるの

を輝かせていました。私たち経営者や起業家が当たり前のよ

サービスが着実に使われ、社会全体に広く受け入れられ、あ

かということに非常に高い関心を抱いています。

うに取り組んでいる社会課題の解決に挑むことから類推して、

る種のインフラのような存在になっていくことを当社のビジョ

職業を問わずその感覚をもつことの大切さを教えていくこと、

ンとして掲げていますが、この実現こそが当社が社会に提供

それが御社は神山の学校で生徒に、私たちはTIBを通じて起

できる大きな価値ではないかと考えています。この実現は、事

よね。自分たちが提供する事業のゴールや果たすべき使命を

業家に教えて育てていく。そういった活動をしていく役割が、

業成長と隣り合わせにあることですので、多くのステークホ

社会的な存在意義という観点から言語化して確認することで、

起業家にはあるのではないかと実感しました。

ルダーの皆さまに応援していただければ幸いです。

寺田

Sansan 株式会社

連続な成長を遂げていくために、経営者が取り組むべきこと

ITベンチャー、起業家といったキーワードに対するネ

ミッションやビジョンを掲げる重要性とも通じています

データ

育成と比べると、さらに大きく長期的なものではありますが、

事業別戦略

本高専設立プロジェクトとの関係性について、取締役陣でず

経営者として考えているものと同じところにあったのです。本
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当社はアナログとデジタルの間をつなぐ立場で、さまざ
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