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平素より、株主・投資家の皆様におかれましては、格別のご高配を賜
り厚く御礼申し上げます。

当社グループは、「インターネットを活用し　健康と生活の質を向上
させることにより　笑顔を増やします。」を経営理念としております。

この経営理念のもと、特に歯科医療分野においては、より良い歯科医
療環境の実現を目指し、インターネットを活用したサービスの提供に
とどまらず、歯科医療を取り巻く全ての需要に対して課題解決を行っ
てまいりました。

また、新たな価値を創造すべく、歯科医療の枠を超えて、医療、美
容、ライフスタイルから、子育てママのサポートまで生活者にとって
有益な情報を提供することを促進しております。

生活者・事業者に革新的なサービスを提供し続け、歯科医療プラット
フォームビジネス・領域特化型プラットフォームビジネスにおいて、
新たな社会的価値を創造するとともに、ステークホルダーの皆様に提
供・共有する価値を向上できるよう、全力を尽くす所存でございます
ので、変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

歯科医療・美容の専門特化型のウェブカンパニーから、
領域の更なる拡大、そして、世界へ

代表取締役会長CEO   平川　大

ひらかわ・だい／1973年2月2日、さいたま市生まれ。

青山学院大学経営学部卒業後、ジュピター･プログラミ

ング株式会社（現株式会社ジュピターテレコム）、コン

パックコンピュータ株式会社（現日本ヒューレット・パ

ッカード株式会社）、NEC Corporation(Thailand)Ltd.を

経て、2005年4月当社入社。2006年8月当社取締役就任。

2012年6月当社代表取締役就任後、8月より代表取締役社

長に就任。2016年8月当社代表取締役会長CEOに就任。

Profile

ご挨拶
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会社概要（2018年5月31日現在）

商号

設立年月日

資本金

本社

大阪支社

福岡支社

従業員数

業務内容

連結子会社

グループ会社

株式会社メディカルネット

2001年6月1日

286百万円

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号宝ビル

大阪府大阪市中央区南船場二丁目10番12号砂糖会館ビル

福岡県福岡市東区土井三丁目16番15号

104名（アルバイト含む）

メディア・プラットフォーム事業、

医療機関経営支援事業、医療BtoB事業

ブランネットワークス株式会社

Medical Net Thailand Co.,Ltd.

株式会社ガイドデント

役員（2018年8月30日現在）

代表取締役会長ＣＥＯ

代表取締役社長ＣＯＯ

取 締 役

取 締 役

取 締 役

社 外 取 締 役

常 勤 監 査 役

社 外 監 査 役

社 外 監 査 役

平 川 　 大

平 川 　 裕 司

早 川 　 亮

早 川 　 竜 介

石 井 　 貴 久 

槌 屋 　 英 二

中 西 　 弘 幸

中 村 　 泰 正

髙 　 敏 晴

会計監査人（2018年8月30日現在）

太陽有限責任監査法人

株式の状況（2018年5月31日現在）

発行可能株式総数

発行済株式総数

株主数

15,000,000株

5,386,500株

4,394名

大株主（2018年5月31日現在）

株主名

早川　亮

エムスリー株式会社

早川　竜介

平川　裕司

平川　大

山本　大助

株式会社光通信

株式会社ＳＢＩ証券

上杉　淳司

平川　裕貴

持株数

985,400株

808,000株

291,880株

160,880株

138,880株

130,000株

123,200株

86,100株

81,800株

66,960株

議決権比率

18.3%

15.0%

5.4% 

3.0%

2.6%

2.4%

2.3%

1.6%

1.5%

1.2%

株式分布状況（2018年5月31日現在）

金融機関　0.8%

金融商品取引業者　4.5%

その他の法人　18.0%

外国法人 等　2.6%

個人その他　74.1%

自己株式　0.0%

会社概要／株式の状況
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☆メディア・プラットフォーム事業　☆医療機関経営支援事業　 ☆医療BtoB事業　
・インプラントネット
・矯正歯科ネット
・審美歯科ネット
・エステ・人気ランキング
・美容整形・総合ランキング

・HP制作／メンテナンス
・SEM
・人材キャリア
・医療機器／機材
・コスト削減
・衛生管理
・治療保証

・歯科医療従事者支援サイト

・海外での歯科医院経営

・コンベンション
・リサーチ
・歯科医療従事者向けマガジン
　「Dental Tribune Japan」

※グループ会社（株）ガイドデント運営

※グループ会社
　ブランネットワークス（株）運営

125サイト
運営

メディア・プラットフォーム事業
（BtoCメディア）

Web・人材・治療保証・etc... （BtoBサービス）
医療BtoB事業医療機関経営支援事業

歯科医療従事者会員

サイト運営

人35,523

125

メディカルネットグループの 
歯科医療プラットフォームビジネス
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ポータルサイトを通して、生活者に有益な医療情報を

価値ある情報の提供

歯科治療の「理解」と「普及」をテーマに、自分に最適な歯科医院についての情報や、歯の基礎知識、
インプラントなどの専門治療の説明など、生活者にとって有益な情報を提供しています。

メディア・プラットフォーム事業
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　インプラントネットは、歯科インプラント治療の専門
ポータルサイトです。

　インプラント治療は、歯を失った部分のあごの骨に、
歯根の代わりとなる、チタン製のインプラントを埋め込
み、その上に人工の歯を取りつける治療です。
　従来の治療法であるブリッジや入れ歯に比べて、見た
目に優れているだけでなく、自分の歯と同じようにしっ
かりと噛むことができることから、近年、急速に発達、
普及しています。

　インプラントネットは、全国のインプラント治療を行
う歯科医院をお探しいただけるほか、インプラント治療
の理解と普及を目的として、豊富な治療説明ページや
Ｑ&Ａ、用語集、また、インプラント治療について、歯
科医師に相談できる相談室などの豊富なコンテンツがあ
ります。

医院紹介ページ インプラント治療説明ページ 相談室ページ

医院内の施設や設備、歯科医師やスタッ

フを動画や写真でご紹介しております。

インプラントの基礎知識や、治療の流

れ、費用など、詳しく解説しています。

インプラント治療に関する疑問点につい

て、歯科医師に無料で相談ができます。

http://www.implant.ac/

「インプラントネット」 トップページ スマートフォンサイト

インプラントネット
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　矯正歯科ネットは、矯正歯科治療の専門ポータルサ
イトです。

　矯正歯科ネットは、全国の矯正歯科治療を行う歯科
医院をお探しいただけるほか、矯正歯科治療の理解と
普及を目的として、豊富な治療説明ページやＱ&Ａ、
用語集、また、矯正歯科治療について、歯科医師に相
談できる相談室などの豊富なコンテンツがあります。

　審美歯科ネットは、審美治療（歯や口腔の審美性・
機能性を回復・改善させる治療）の専門ポータルサイ
トです。

　審美歯科ネットは、全国の審美歯科治療を行う歯科
医院をお探しいただけるほか、審美歯科治療の理解と
普及を目的として、豊富な治療説明ページやＱ&Ａ、
用語集、また、審美歯科治療について、歯科医師に相
談できる相談室などの豊富なコンテンツがあります。

http://www.shinbi-shika.net/

http://www.kyousei-shika.net/

「審美歯科ネット」 トップページ

「矯正歯科ネット」 トップページ スマートフォンサイト

スマートフォンサイト

矯正歯科ネット/審美歯科ネット
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　歯医者さんネットは、虫歯治療、歯周病治療などの
保険診療や歯科治療全般に関する専門ポータルサイト
です。

　全国約６万件の歯科医院をお探しいただけるほか、
歯に関する基礎知識から虫歯治療、歯周病、かみ合わ
せなど、豊富な治療説明があります。

　Ask Dentistは、歯の悩みや知りたいことなど、
ユーザーからの相談に歯科医師が回答する歯科Q&A
サイトです。

　サイト上での歯科医師への相談のほか、他のユー
ザーの相談と歯科医師からのその回答も閲覧すること
ができます。また、「歯について知ろう！」や「歯の
用語集」などの歯科の基本知識に関するコンテンツが
あります。

http://www.haishasan.net/

http://www.ask-dentist.org/

「Ask Dentist」 トップページ

「歯医者さんネット」 トップページ

スマートフォンサイト

スマートフォンサイト

歯医者さんネット/Ask Dentist
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　Dentyは、歯科医師、歯科衛生士等の歯科医療従事
者専門の就職・転職情報サイトです。

http://www.denty.jp/

「Denty」 トップページ

・求人情報
Dentyは、歯科専門の求人情報が掲載されており、全
国の求人検索が可能なほか、匿名でスカウト登録する
ことにより、歯科医院から直接スカウトメールを受け
取ることもできます。また、就職・転職活動をサポー
トする歯科業界の就職・転職マニュアルなどのコンテ
ンツがあります。

・人材紹介
歯科医師、歯科衛生士を対象にサービスを提供してお
ります。歯科業界に精通した専任のコンサルタントが、
歯科求職者と歯科医院の懸け橋となり、最適な職場な
らびに人材の紹介から、面接の調整や条件交渉、入職
までをサポートいたします。

スマートフォンサイト

人材紹介サービス

専任コンサルタントが紹介希望

者一人ひとりのコンサルティン

グを行っております。

Dentyスカウトサービス

公開されている求職者に直接ス

カウトメールをお送りいただけ

ます。

デンティ

歯科求人サイト/Denty
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　エステ・人気ランキングは、美意識の高い女性を
ターゲットにした、エステに関する専門ポータルサイ
トです。

　全国のエステサロンを地域やコースメニューでお探
しいただけるほか、総合ランキングやコースランキン
グ、体験レポート、メニュー説明、Ｑ&Ａなど豊富な
コンテンツがあります。

　気になる！美容整形・総合ランキングは、美容整形
の専門ポータルサイトです。
専門性の高い治療から一般的な美容整形までわかりや
すく紹介しております。

　全国の美容整形クリニックを地域や診療項目でお探
しいただけるほか、ランキング、最新キャンペーン情
報、特集、体験レポート、ドクター紹介など豊富なコ
ンテンツがあります。

http://www.esthetic.cc/

https://www.biyou-seikei.cc/

「エステ・人気ランキング」 トップページ

「気になる！美容整形・総合ランキング」 トップページ

スマートフォンサイト

スマートフォンサイト

エステ・人気ランキング
気になる！美容整形・総合ランキング



株式会社メディカルネット

10

　すべての美しくなりたい人達へ「キレイになりた
い！」をサポートする美容情報サイト。

　肌の悩みや外見にコンプレックスを抱えるユーザー
に向けて、ニキビやシワなどの肌トラブルに関する基
礎知識（原因、症状、治療法など）や正しいケア法、
効果的なマッサージ法、食事や運動のアドバイスな
ど、さまざまな美容情報を発信しております。

https://www.b-lab.jp/

「美LAB.」 トップページ スマートフォンサイト

「読んで癒せる、キレイになれる」ダイエット＆美容
アプリの決定版！
iOS版／Android版ともにリリースいたしました。

アプリで美LAB.をもっと快適に！

美LAB. 
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日本中のママやパパが子育てを公開しているユーザー参加型の
コミュニティアプリです。
初めての出産や育児はわからないことだらけ。
育児で発見した工夫や、普段の赤ちゃんとのやり取りなど、リアルな日常を
みんなで共有することが子育ての強い味方になります。
毎週開催しているフォトコンテストも人気です。

iOSの方「App Store」、
Androidの方「Google Play」
よりダウンロード。

「Moopen」 フォトコンテストページ 「Moopen」 新着記事ページ

子育てコミュニティアプリ / Moopen
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◇ ホームページ制作

◇ Webマーケティング

◇ 人材・キャリアサポート

◇ 医療機器・機材の導入

◇ 開業・事業譲渡サポート

◇ 海外での歯科医院経営

ITを通じて歯科医療分野で培ったノウハウや専門知識を
ネットからリアルまでさまざまな分野で展開しています。

12

医療機関経営支援事業
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DENchaTは、ホームページに配置されたチャット形式の
AIシステムです。ユーザーの入力する質問のゆらぎを学
習して、回答精度を上げていく「質問形式学習」と、答え
られなかった質問に対し、医師の回答を順次対応していく
「回答形式学習」の２つの機能を持ちます。

患者さまにこそ価値のあるホームページを

AI機能を搭載したWEB接遇支援
システム「DENchaT」

自医院のホームページへの訪問者数を
増やしていくためのお手伝い「リスティング広告」「SEO」

◇ SEO

◇ リスティング広告（検索連動広告）運用代行

特定キーワードにて、検索した結果ページに、対象とするサイトを上位表示させるサービスです。

検索結果ページやコンテンツページに表示されるテキスト広告等の運用代行サービスです。

■ホームページ制作

■We bマーケティング（SEM）

ホームページ制作/Webマーケティング（SEM）
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歯科医療従事者のための
求職サイトを運営

歯科医院をトータルサポート

■人材・キャリアサポート

■医療機器・機材の導入

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、受付・助
手といった歯科医療従事者向けの求職サイト
「Denty」を運営。専門のキャリアコンサルタ
ントが、就職・転職を希望される方と人材を募
集している歯科医院をサポートしています。

日々の歯科治療で必要となる消耗品や歯科材
料、高度管理医療機器の導入をトータルサポー
トします。
協力企業と連携し、歯科医院に質の高いサービ
スをご提供しています。

人材・キャリアサポート/医療機器・機材の導入



第1７期 Business Report

15

新規開業、事業承継も安心

日本の先進歯科医療を普及

■開業・事業譲渡サポート

■海外での歯科医院経営

歯科医院の新規開業に伴う、物件、設備・イン
フラ、ホームページ、集患など多くの課題を
トータルサポートします。
またスムーズな事業承継ができるようワンスト
ップで対応しています。

タイ・バンコクで歯科医院経営を開始しまし
た。タイでの歯科医院経営を皮切りに、海外諸
国において日本の先進歯科医療の普及をしてい
きます。事業化を行い新たなマーケットの拡大
を図るとともに、歯科医療環境の健全な発展を
通じ世界中の生活者の笑顔を増やします。

開業・事業譲渡サポート/海外での歯科医院経営
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リサーチ ソリューションソ

・学会、セミナー集客
・製品プロモーション
・大規模イベント集客

・ガムの成分に関する推奨調査
・骨補填材に関する調査
・歯科矯正装置に関する調査
・歯周病検査に関する調査
・抜歯後の鎮痛剤の処方に関する調査

・世界最大の一般消費財メーカーの
　大規模イベント
・グローバル製薬企業の大規模市民
　イベント
　・都道府県歯科医師会学術講演会
　・都道府県歯科衛生士会学術講演会

・学会、イベントの事務局
・企業、学会などのサイト運営
・資材請求、資材管理
・WEBサイト、カタログ制作

広告 コンベンション

歯科医療従事者会員
28,067名

2018年5月末時点

医療BtoB事業
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歯科医療従事者のための
総合情報サイトを運営
薬剤・器材情報、学術情報、学会・セミナー情
報や動画など、最新の医療情報を掲載する総合
サイト「Dentwave.com」を運営。
歯科医療従事者の知識の向上と、歯科医院の情
報効率化を図り、歯科医療全般の活性化を促進
しています。

https://www.dentwave.com/

「Dentwave.com」 トップページ

Dentwave.com
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■広告

■リサーチ

日本最大級の歯科医療総合情報サイト
「Dentwave.com」の歯科医療従事者登録数
は 28,067名（2018年5月末時点）。
「Dentwave.com」のバナー広告やメールマ
ガジンはもちろん、Facebook広告との特別
プランやセミナーの開催など、クライアント
企業のあらゆるマーケティング課題に対応し
ています。

歯科医療従事者 28,067名（2018年5月末時点）
のパネルに対してスピーディに精度の高い調
査を実施。職種、専門、年代、エリアなど細
かいスクリーニングにも柔軟に対応していま
す。
「医薬品に関する調査」「セミナー満足度」「歯
科医師推奨率調査」などあらゆる調査仕様に
も対応し、多くの歯科系企業へ導入実績があ
ります。

広告/リサーチ
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■ソリューション

■コンベンション

学会や企業のWebサイトやランディングペー
ジ、カタログなどを制作。広告、リサーチ提案
の一環として、独自のノウハウを駆使し最大限
の効果、コンバージョンを実現するためのツー
ルを制作しています。
クライアント企業のマーケティング課題に対し
て、ワンストップでソリューションを提供して
います。

日本全国、数十名から数千名規模までの歯科コ
ンベンション、歯科イベントをサポートしてい
ます。
コンベンションの企画、集客、運営はもちろ
ん、事後の満足度調査、レポートまでフルサ
ポート。小規模なスタディグループから国内外
の大手歯科系企業の大型コンベンションまで、
多数の実績があります。

ソリューション/コンベンション
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最新の臨床診断、歯科産業関連のニュースやイベントに関する実
用的かつ最新の情報が満載。さらに、著名な開業医やメーカー代
表者のインタビューなどを掲載。
国際的な取材記者のネットワークと編集委員会が、最高レベルの
記事を提供。日本版では、日本の歯科医に必要な情報を厳選し、
かつ日本独自のニュースや情報も掲載しております。

News
paper

「Dental Tribune Japan」（デンタルトリビューンジャパン）新創刊

Web

「Dental Tribune」は90か国、25以上の言語、65万人以上の歯科医師に
愛読されている世界最大の歯科専門メディアです。2017年5月から（株）
メディカルネットは「Dental Tribune」の日本国内独占出版権を保有し、
同年10月には「Dental Tribune Japan」として日本版の新聞とウェブサ
イトを新創刊しました。

2,500,000PV／年
1,250,000visitors／年（全世界累計）

デンタルトリビューン
4,299,300部発行／年
（全世界270タイトル総計）

ドイツ・ライプツィヒにあるデンタルトリビューンインターナショナル本社にて
DTI CEOのトーステンオムス氏と当社社長COOの平川裕司

上記メディアスペックは、世界累計の部数・閲覧数です。

デンタルトリビューンジャパン
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生活者／事業者／関連企業を結ぶ、
唯一のビジネスモデル
私たちは、特定の専門領域で、生活者／事業者／メーカー・サプライヤー等
関連企業を結んだプラットフォームを提供しています。
こうしたビジネスモデルを持つこと自体も、私たちの強み。
特に、歯科医療の領域では、このようなビジネスを展開している企業は、他に例を見ません。
その上で、私たちは生活者／事業者／関連企業、
それぞれに向けたビジネスにおいても競合優位性を持ちます。

私たちの強み
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私たちのビジネスの原点は
「情報格差をなくしたい」「公平・中立な情報を提供したい」

という強い想い

創業者は、家族の病気を機に、医療を受ける患者と医師との間にある情報格差を感じ、それをなくした
いと強く思いました。現会長は、健康に気を遣う生活を送る中で、公平・中立に患者と接する医師と出
会い、その存在を広く世に知らしめたいと考えました。
こうした強い想いを持つメンバーが集まり、ビジネスをスタート。
歯科医療に関心のある生活者向けメディアを皮切りに、事業者である歯科医向けWebサイトの制作・
構築などを手掛けながら、美容領域、メーカー・サプライヤー向けサービス、そして、リアルサービス
へと、ビジネスを拡大してきました。

強い想いから生まれたビジネス
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私たちは、こうした強み・想いを持って、これからも生活者のライフスタイルの質を高めるための、

さまざまな領域にチャレンジしていきます。

健康寿命を延ばし豊かな人生を全うするため、歯から健康で長生きな社会を作りたいという想いを

実現するため、予防医療領域、未病領域まで事業を拡大していきます。

歯を単なる虫歯治療から、動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病、誤嚥性肺炎、アルツハイマー等を

予防するための医療と捉え、遺伝子検査をはじめとするさまざまなサービスを展開してまいります。

また、現在は0～6歳のお子さんを持つママに、サービスを展開しています。

出産を機に、生活や抱える悩み、人間関係さえも大きく変わる、子育てに奮闘するママに向けて、

ニュース情報サイト「まんまみーあ」や、この「子育てママ」という生活者を、

自分の育児の情報を発信できるアプリ「Moopen」の提供などを通じてサポート。

ママとお子さんのライフステージの進展に合わせて変わりゆく問題の解決も目指します。

加えて、医療・育児・教育・地方自治体など、さまざまな事業者、メーカー・サプライヤーを結ぶ

プラットフォームを提供していきます。

歯科医療、美容、子育てなど、私たちが取り組んでいる課題は、日本だけの課題にとどまりません。

これまでに確立したビジネスモデルやノウハウを駆使して、私たちは、海外へも展開していきます。

そして、これまで同様、特化した領域で、異なるステークホルダーを結ぶ

プラットフォームをインターネットを活用して提供し、あらゆる課題を解決していきます。

領域の更なる拡大、そして、世界へ
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1 , 7 4 0百万円
（前年比  + 1 7 . 5 %）

セグメント別売上高

・親会社株主に帰属する当期純利益
　営業利益増加により、前年比7.0％増の88百万円
となりました。

・営業利益
　成長に向けた積極的な先行投資を行い販管費が増
加しましたが、売上高が前年を上回り前年比24.0％
増の152百万円となりました。

・売上高
　全セグメントで前年を上回り、前年比17.5％増の
1,740百万円となりました。

メディア・
プラットフォーム

事業
906

その他
5

医療機関
経営支援事業

692

医療BtoB事業 
135

売上高

1 5 2百万円
（前年比  + 2 4 . 0 %）

営業利益

1 5 4百万円
（前年比  + 2 4 . 1 %）

経常利益

8 8百万円
（前年比  + 7 . 0 %）

親会社株主に帰属する
当期純利益

（単位：百万円）

2018年5月期業績概況
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売上高

経常利益

総資産 純資産

親会社株主に帰属する 
当期純利益

営業利益

25

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

財務ハイライト
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メモ



株主メモ

事業年度

定時株主総会

基準日

単元株式数

上場証券取引所

証券コード

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

同連絡先

公告の方法

毎年6月1日から翌年5月31日

毎年8月

定時株主総会及び期末配当金　 5月31日

100株

東京証券取引所マザーズ市場

3645

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1－1
TEL　0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電子公告
公告掲載URL　https://www.medical-net.com/
(ただし、止むを得ない事由により電子公告をすることが
できない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。)

ホームページのご案内

（ご注意）

１．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開

設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設さ

れている証券会社等にお問合せください。

２．未受領の配当金につきましては、株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行本支店

でお支払いいたします。

株主優待のご案内

当社では、株主様への日頃のご愛顧に感謝を込めて、株主優待制度を設けております。

毎年5月31日時点で、株主名簿に記載又は記録された当社株式1単元（100株）以上を保

有する株主様に、クオカード500円分を進呈いたします。

詳細につきましては、当社ホームページに掲載しておりますのでぜひご覧ください。

https://www.medical-net.com/ir/benefit/

当社ホームページの「株主・投資家情報」

でも当社の財務情報、ＩＲ情報、株式関連

情報、ニュースリリース等の各種情報を掲

載しておりますので、ぜひご覧ください。

https://www.medical-net.com/ir/

投資家の皆様へ当社のIR情報を電子メールにて配信しております。

ご登録は当社ホームページにて承っております。

https://www.medical-net.com/news/

・IRメール配信ご登録のご案内

株主・投資家情報ページ

株式会社メディカルネット
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 宝ビル　TEL：03-5790-5261

株主メモ／その他ご案内


