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CO2 総排出量の推移

FY2018
（基準年）
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2019年4月~9月にかけて渋谷を拠点

とするオフィスを集約したことによる

電気使用量の削減、新型コロナ感染

拡大の影響による営業交通費、出張

費等の減少によるもの

気候変動への取り組み

サイバーエージェントでは、事業活動を通じた温室効果ガス排出に関する情報開示に

2020年度より取り組んでいます。

インターネット領域を主とする当社の事業の特性から、CO2排出量の算定は国内の主な

オフィスからの排出、提供するインターネットサービスの運用のためのデータセンターから

の排出、従業員の通勤、出張等を対象範囲としています。今後も企業活動による環境への

負荷を計測し、事業効率の向上と総 CO2排出量の削減の両立に努めてまいります。

スコープ 3 カテゴリー別 CO2排出量の割合（%）

FY2018 FY2019 FY2020

20% 17% 19%

5% 4% 6%

1% 1% 0.3%

71% 59%66%

1

カテゴリ

3

5

6

オフィス用品の購入

データ項目

Scope1,2 に含まれない
燃料及びエネルギー関連活動

事業から出る廃棄物

従業員の出張

7% 15%10%7 従業員の通勤

FY2018 FY2019 FY2020

0 0 0

4,866 5,188 4,601

14,378 19,606 11,219

24,794 15,82019,244

スコープ１

データ項目

スコープ 2（ロケーション基準）

スコープ３

排出量合計

スコープ別CO2排出量　[t-CO2]

※データ項目

　スコープ 1 当社オフィス、データセンターからの CO2の直接排出（ガス等燃料の燃焼）
　スコープ 2 当社オフィス、データセンターにおける他社から供給された電気、熱の使用による間接排出
　スコープ 3 １，２以外の間接排出（該当カテゴリのみ）
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自然派ライフスタイルブランド「N organic」、

他ブランドも含む使用済み化粧品容器を回収し

新たな資源へと再生する「エコプログラム」を開始

（株）シロクが展開する自然派ライフスタイルブランド「N organic」は、有楽町

マルイ店にて、使用済み化粧品容器を回収し新たな資源として再生するエコプログ

ラムを実施。テラサイクル合同会社との協働により、有楽町マルイ店にて、使用

済み化粧品容器を回収し新たな資源として再生するエコプログラムを開始いたし

ました。「N organic」のみならず、他ブランドを含む使用済み化粧品容器を店頭で

回収いたします。本プログラムは、今までゴミとして焼却されてきた使用済み容器を

回収し、新たな資源として再利用を行うことで、世界で問題視されている海洋プラ

スチックごみ問題や廃棄物の軽減への貢献を目指します。

環境への配慮

Environment



社会への取り組み

Commitment to Society
ESG Topics



IT人材育成

Commitment to Society

テックカンファレンス「BIT VALLEY 2020」

（株）サイバーエージェント、（株）ディー・エヌ・エー、GMOインターネット（株）、（株）

ミクシィの4社共同で主催、本プロジェクトの取り組みにご賛同いただいた東京都と

渋谷区による後援と、東急（株）に加え、新たに青山学院の特別協力のもと、初の

産官学連携でオンライン開催。「次世代オンライン会議～次の時代を切り拓くテクノ

ロジーの祭典～」をテーマに掲げ、学生や若手エンジニアをはじめ、様々な業界・

職種で次世代を担う人たちに向けたコンテンツを用意。立場の異なる参加者が

それぞれの視点で次の時代について考える場とし、日本の未来を切り拓くイノ

ベーションが生まれるきっかけとなることを目指しています。

オンラインセッションの様子
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Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト

「Kids VALLEY　未来の学びプロジェクト」は、渋谷を拠点とする東急（株）と当社を

含むインターネット企業4社、そして渋谷区教育委員会が渋谷区立小・中学校での

プログラミング教育カリキュラムの開発および教育現場支援、また企業訪問など

によるIT人材育成に向けたキャリア教育支援を行う官民一体型プロジェクトです。

2020年は、全国の小中学生を対象に「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト 

presents プログラミングサマーキャンプ 2020」を開催。新型コロナウイルス感染

拡大により、小中学生の学ぶ場所や機会にも大きな変化が生まれるなか、全国の

小中学生に対象を広げ、オンラインも活用し、プログラミングや IT 業界への興味

喚起ならびに理解を深める機会を創出。渋谷から世界で活躍する人材の育成を

目指し、かつ日本全体のプログラミング教育を牽引するため一連の取り組みを

体系化し広く発信していく事で社会における人づくりに貢献する取り組みになって

います。

ワークショップへの参加が難しい方も自宅からプログラミングに挑戦できるよう、
プログラミング体験ができる動画「はじめてのプログラミング講座」を公開
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小学生を対象としたプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix」（テック

キッズグランプリ）は『21世紀を創るのは、君たちだ。』 をスローガンに掲げ、

VISION（ビジョン：子どもたちの掲げる夢や実現したい世界観）、PRODUCT（プ

ロダクト：夢を実現するクリエイティブなアイデアとそれを体現した作品）、

PRESENTATION（プレゼンテーション：自身のビジョンやプロダクトを社会に発信

していく姿勢）の3つの観点から審査を行っている国内最大規模のプログラミング

コンテストになります。

また、より多くの子どもたちにプログラミング学習の手応えを感じてもらう機会を

提供すべく、全国各地の自治体等と連携をして、各地域のプログラミングコンテスト

を同時開催しました。

小学生プログラミングコンテスト

「Tech Kids Grand Prix 2020」の開催

※プレゼンテーションの様子（2020年）
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デジタルトランスフォーメーション（DX）の促進
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近年、店舗・店頭のDX化やペイメントサービスの普及、マイクロECの台頭

によるD2Cビジネスの急成長など、消費行動におけるデジタル化がさらに

加速しています。さらに新型コロナウイルスの感染拡大を受け、リアルな

場での興行がメインとなるエンターテインメント産業においてもデジタル

シフトを進め新たな収益機会の創出が必要となっています。当社ではエン

ターテインメント産業をはじめ、行政、小売業界などのマーケティング分野

に対し様々なサービス提供を通じて培ってきたノウハウと保有する最新鋭

の技術や社内外のプラットフォームを活用しデジタルトランスフォーメー

ションを促進しています。
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高品質なライブ配信や動画配信、プロジェクト支援

（投げ銭）、オンラインサロン、EC 物販など、エンター

テインメント産業のデジタルシフトを推進

ファンとの交流イベントから大規模イベントまでオンラ

イン上で開催できる配信プラットフォームを提供予定

エンターテインメント分野

(株 )OEN ( 株 )CyberArrow

SUPERLIVE by OPENREC アメパス by Ameba

約1,200 平米、天井高 5mの都内自社スタジオ

「OPENREC STUDIO」にて、アーティストや舞台の

高品質オンラインライブ開催とライブ配信を支援

芸能人やインフルエンサーが出演するイベントのみ

ならず、音楽ライブから演劇、スポーツまで幅広い

分野のオンラインイベントのチケット購入が可能な

プラットフォームを提供

下：SUPERLIVE by OPENREC



ESGトピックス10 2

薬局・医薬品販売業のデジタルシフト支援事業

オンライン服薬指導

(株 )MG-DX

デジタル・ガバメント推進室

マーケティング分野

(株 )CA Retail Marketing

小売店舗でデジタルサイネージ等を活用して店舗を

デジタル媒体化、広告配信により購買率の向上を支援

マーケティング全般のデジタルトランスフォーメー

ション支援

Ex.「ファンコミュニティ形成によるD2Cブランドの

ビジネス開発支援」

DX Opportunity Center

官公庁・地方自治体における行政手続きのデジタル

化を支援

(株)CA Retail Marketingが (株 )杏林堂薬局と共に、デジタルサイ
ネージによる店内販促最大化を目的とした協働販促プロジェクトの様子



社会価値の創造支援

Commitment to Society

クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」

(株)マクアケが運営する「Makuake」は、まだ市場で販売されていない商品やサー

ビスの作り手が「Makuake」上でものづくりやサービス開発の背景となるストー

リーや想いを伝え、それに共感した個人が商品やサービスを購入することで、新しい

モノやコトの誕生を手伝うことができる、クラウドファンディングを通じた産業支援

プラットフォームです。2013年8月のサービス開始以来、近未来的なガジェットや、

全国各地で作られるこだわりのフード、お酒、飲食店、コンテンツ、伝統工芸の

新たな挑戦など、1万件以上にのぼる新しいプロジェクトが「Makuake」上に

掲載されました。特に 2020 年には新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、

オンライン上で作り手と買い手が直接つながり、作り手への応援の気持ちを込めて

商品やサービスを買う" 応援購入 "という新しい購入体験が注目を集めており、プロ

ジェクト・サポーターともに大きく増加しています。商業施設での実店舗やECでの

第二の販路拡大をサポートするなど、「Makuake」でのプロジェクト実施前後のビジ

ネス展開のサポートにも注力しています。
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スポーツ支援

Commitment to Society

ＦＣ町田ゼルビア

2018年10月、 Jリーグクラブ「ＦＣ町田ゼルビア」がサイバーエージェントグループ

に参画。サイバーエージェントグループの一員としてグループシナジーを生かし、

サポーターへの情報提供やサービスの充実、新たなサポーター層の獲得を図って

います。

今後も東京都・町田におけるスポーツ文化の振興および地域経済の発展に貢献し、

世界に通じるビッグクラブへの成長を共に目指します。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止によるJリーグ公式戦中断期間中、「みんな

で一緒に乗り越えよう！『#いまゼルビアにできること』」と銘打ち、SNSを中心に

オンライン上で様々な活動を積極的に行い、ファンとの交流を図っています。

FC 町田ゼルビア

サッカー

ESGトピックス10 4

©FCMZ



ユヴェントスF.C.

サッカー
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ユヴェントス F.C.

(株)Cygamesは、スポーツなど様々なフィールドにおいて、世界中の人々に喜び

や夢を与える最高のブランドを構築し、社会に多様な価値を提供することを目指し、

2020年7月にイタリアのプロサッカー１部リーグセリエＡにおいて最多優勝回数

を誇る名門チーム『ユヴェントス F.C.（ Juventus Football Club s.p.a.）』とスポ

ンサー契約を締結しました。



渋谷ABEMAS

サイバーエージェントは、企業チームとして「渋谷 ABEMAS」を結成し、2018年10月

に開幕した「Mリーグ」※に参加しています。2 年連続でファイナルシリーズ進出、

最終成績第三位にて2019シーズンを終えました。

今後も「Mリーグ」での取り組みを通して、麻雀の社会的地位の向上及び認知の

拡大、新たなファンの獲得を目指していきます。

試合の模様は、テレビ＆ビデオエンターテインメント「ABEMA」の「麻雀チャンネル」

にて開幕戦から決勝までの全試合を生中継しています。

※ ( 一社 )Mリーグ機構は、日本国内において麻雀の競技化、健全化を図り、その普及と発展を目的とした団体で

2018 年10月の開幕よりリーグチェアマンを当社代表の藤田が努めております。これまで国内で広く麻雀が親しまれ、

プロ団体に所属するプロ雀士は数千人にものぼると言われる一方で、博打のイメージが強いことや複雑なルール

などが理由で、麻雀の社会的地位の向上が進まないという歴史がありました。しかし2017年4月に麻雀が国際マイ

ンドスポーツに認定されたこと、多数のオンライン麻雀ゲームの登場、認知症予防効果があるとして高齢者層に人気

が広がっていることなど、幅広い世代の方が楽しめる頭脳スポーツとして認知されつつあります。

麻雀
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(株)DDTプロレスリング、ノア・グローバルエンタテインメント(株) 、(株) DDTフー

ズの３社を2020年9月1日付にて経営統合し、プロレス事業子会社「(株 )

CyberFight」を設立。

DDT、ノア共に更なるプロレス業界の活性化に取り組んでおり、ウィズコロナ・

アフターコロナ時代のプロレス経営を見据え、管理業務を一本化。人材配置の

最適化およびプロレス事業の拡充により、新時代のプロレス経営を図ってまいります。

プロレス
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写真上：プロレスリング・ノア
写真下：DDT プロレス



サイバーエージェントは日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参画し、チーム

「CyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）」として2021年1月に開幕

されるリーグに参加します。アートとスポーツ、そしてビジネス面での新たな価値

の創造を目指す「D.LEAGUE」に共感し、新たなエンターテインメントの確立を

目指します。

ダンス

※「D.LEAGUE」は、（株）Dリーグが新たに発足するプロダンスリーグ。現在、ダンス経験者は国内に約2,000万人

いると言われており、2008 年にはダンスが義務教育化されダンス人口が年々増加する中、日本のストリートダンスの

発展と普及、ストリートダンスのプロフェッショナルの輩出を目指して「D.LEAGUE」は発足されました。2021年

1月に開幕するレギュラーシーズンでは、計8チームがダンスパフォーマンスを競い合います。

ESGトピックス10 8

CyberAgent Legit



ガバナンスへの取り組み

Governance
ESG Topics



DX化による生産性の向上と内部統制の強化

経営管理
グループ子会社との会計システム統合

財務経理のデジタル化

人事情報の一元データ管理

社内および行政対応のペーパーレス促進

グループ全体登記情報の一元データ管理

与信管理、契約書、押印作業のデジタル化

人事

法務
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サイバーエージェントでは、100社を超えるグループ子会社のデータ

を一元管理するなど、社内においてもシステム化を促進しています。

主に財務経理、人事、法務部門にデータの管理や利活用を促進

する目標を定めたりとDX化を進め、経理書類のデータ化、契約

書などの押印業務のデジタル化など、紙資源の削減による環境

への配慮、稼働効率の向上、内部統制の強化に繋がっています。
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経営本部
経営システム室 西村 壮礼 堤 雄一郎

人事管轄
人事データ統括室

経営本部
法務・コンプライアンス室 小紫 裕介

決算の早期化 / 経営の羅針盤作成 / 強固なガバナンス基盤の

作成という目標を掲げて決算プロセスのシステム化を推進。目標

の実現のため、2020年度に立替精算の電子帳簿保存法対応を

完了しペーパーレス化を加速させています。

決算プロセスのシステム化を推進し
ペーパーレスを加速

「人事データ一気通貫プロジェクト」を推進。当社最大の経営

資源である「ヒト」にまつわる多種多様なデータを整備・集約・

可視化することで、社員の才能開花サポートや採用、コンプライ

アンスなどの更なる強化を可能とする「データドリブンな人事戦略」

の基盤構築を目的としています。すでにその過程として、年換算で

10,000時間の人事ルーティン作業および、50,000枚の紙の削減

を達成しています。

年換算で10,000時間の人事ルーティン作業
および、50,000枚の紙の削減

ペーパーレス化で事務コスト軽減を推進

契約書・発注書・請求書等、取引にまつわる証憑をペーパー

レス化し、事業の現場で発生するお取引先様への郵送手続等、

事務負荷を軽減。また、ペーパーレス化により、事業部・経理・

法務・税務等の部署をまたいだシームレスな管理による管理

部門のコスト削減も目指しています。グループ各社の取締役

会議事録等の法定書類ではペーパーレス・データベース化を

完了。契約書の電子締結は60％を達成しており、印紙代や紙の

保管費用削減も推進しています。

担当責任者インタビュー



新型コロナウイルスの感染拡大における取り組み
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当社では、業務効率の改善、セキュリティ保護の取り組みを推進しており、業務用フォルダのクラウド

化や契約書・請求書のオンライン化、ビデオ会議システムの導入などを展開していました。データ

送信のセキュリティ保護を可能にするVPN回線を業務内容に応じて複数提供したりと、社員が

どこにいてもストレスなく業務を継続でき、新型コロナウイルスに伴うリモートワークでもパフォー

マンスを落とすことなく働ける環境を提供しています。

リモートワーク開始前後のビデオ会議およびVPN回線の利用状況

3月26日の全従業員リモートワーク
推奨後、ビデオ会議・VPN回線の
利用人数・時間が増加しております
が従来より環境を整えていたため
業務と止めることなくスムーズな
移行が確認できます。

従業員のコンディションの把握
ツール「GEPOO」によるアンケート
でリモートワーク開始直後から約
60%の従業員がスムーズにリモート
環境に適応し、組織、個人で工夫
を重ねさらなる改善に繋げること
ができています。

Q： リモートワークはうまくいっていますか？天気で教えてください。

※アンケート実施時：

　在宅勤務比率：97%

　（4月7日時点）
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96,774時間
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4月7日緊急事態宣言発令3月26日全従業員リモートワークを推奨

ビデオ会議利用時間推移（時間）

VPN利用者数推移（WAU）

政府要請による
緊急事態宣言の発令に伴う

出社比率目安

当社の出社比率

2020年3月末～4月末

出社比率の比較

出社目標値

20%
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3%

リモートワーク
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