
業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお

いて、社会から批判を浴びる反社会的勢力への関与を

断固として遮断すること、また、「リクルートグループ内

部統制基本方針」において、反社会的勢力との取引関

係を含めた一切の関係を遮断し、事案発生時の対応に

係る規程などの整備を行うとともに、不当要求などへの

対応を所管する部署を定め、外部専門機関とも連携し、

法令に則して毅然と対応することを明文化しており、全

役職員の指針としています。

（2）反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況お

よび具体的な取り組み

反社会的勢力チェックの社内体制整備の方針・基準

1.反社会的勢力対応部署の設置

反社会的勢力からの不当要求などへの対応を所管す

る部署として当社総務所管部署（以下「対応責任部

署」）を設置しています。

2.反社会的勢力からの不当要求などへの対応

不当要求などが行われた場合には「リクルートグルー

プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、

交渉および面談を行います。「有事対応者」には「不

当要求防止責任者講習」の受講機会を設け、原則的

に参加することを義務付けています。

3.反社会的勢力に関する情報収集および管理体制の

確立

取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため、当

社審査統括所管部署が情報収集を行うことで、当社

グループ独自の反社会的勢力に関するデータベース

を構築しています。

4.外部専門機関との連携体制の確立

当社グループは、反社会的勢力への対応や情報収集

に関して、外部専門機関との連携を図っています。

5.規程およびマニュアルの策定

当社グループは、「リクルートグループ反社会的勢力

対応規程」などの関係規程およびその運用ガイドラ

インを整備するとともに、有事の際の対応マニュアル

を作成し、グループ各社に配布をしています。

6.暴力団排除条項の導入

取引に使用する契約書などには、反社会的勢力との

取引の排除および契約解除を容易にさせる趣旨の

「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。

１．株主の権利・平等性の確保

株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実

質的に確保されるよう、適切な対応を行う。

２．株主以外のステークホルダーとの適切な協働

リクルートグループ経営理念に基づいて、長期的かつ安定

的に発展し、ユーザー、クライアント、株主、従業員、取引先、

NPO・NGO、国・行政、地域社会等当社が重要と位置づけて

いる全てのステークホルダーにとって魅力的な企業として継

続的に企業価値を向上させていく。

３．適切な情報開示と透明性の確保

法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決

定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナ

ンスを実現するとの観点から、コーポレートガバナンス・コー

ドの各原則において開示を求められている事項等について、

主体的に開示を行う。

４．取締役会等の責務

取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監

督機能を担う。また、法令で定められた専決事項に加え、経

営理念、コーポレート・ガバナンス体制、連結業績やグループ

のレピュテーションに大きな影響を与え得る業務執行の決定

を行う。一方で、迅速な意思決定の重要性に鑑み、代表取締

役社長に業務執行権限を一定の範囲において委譲し、その

執行状況を監督する。

取締役は、株主により選任された経営の受託者として、そ

の職務の執行について忠実義務・善管注意義務を負い、当社

の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献する。

５．株主との対話

IR業務を専任で担う部署及びIR担当役員を設置し、株主

との対話を促進する。機関投資家からの面談依頼に対して合

理的な範囲で応じるとともに、個人株主からの問い合わせに

ついても対応できる体制を整備する。

コーポレートガバナンス・コードの5原則に基づいて
開示しています

当社は、コーポレートガバナンス・コードの5原則について、下記方針を採用しています。

その他事業

事業概況
当セグメントでは、2013年3月期より各サービスにおけるユーザーIDの共

通化などに係る費用を計上しています。このため、この間EBITDAはマイナス

で推移しており、2015年3月期の売上高は前期比29.9％減の20億円、

EBITDAはマイナス112億円（前期はマイナス115億円）となりました。

今後の戦略
これまで当社グループは、人生で数度しか訪れないイベントの情報を取り扱う

サービスから、日常生活のなかで何度も訪れるシーンに関する情報を取り扱う

サービスまで、それぞれのサービスを専門プラットフォームとして個別に運営し

てきました。

各専門プラットフォームはそれぞれの分野において国内で圧倒的なユー

ザー数を誇っていますが、各専門プラットフォームのさらなる成長を目的に、

ユーザーIDの共通化を推進するとともに、株式会社ロイヤリティマーケティン

グが運営する「Ponta（ポンタ）」と提携することで、ポイント利用における

ユーザーの利便性を向上させています。また、この取り組みによって、一人ひ

とりのユーザーの行動をより深く分析、把握し、最適な情報提供を行うことが

可能となります。これらによって、新規ユーザーの獲得効率や既存ユーザーの

リピート率、クロスユース率の向上を実現し、ユーザー集客コストの最適化を

図りながら、各専門プラットフォームの競争力強化を目指していきます。

2014年12月には、当社グループの主要サービスにおけるユーザーIDの共

通化が完了しました。共通ID化を行ったことで、例えば「ゼクシィ」を利用した

ユーザーが「じゃらんnet」経由で旅行をするなど、クロスユースの効果が一部

表れてきています。

また、2015年冬頃を目途に、当社グループが発行するリクルートポイントを

「Pontaポイント」に変更する予定です。「Pontaポイント」への変更を進める

第一弾として、2014年7月より、実際の店舗で利用可能な「Pontaポイント」

と、当社グループが運営する各種WEBサービスで利用可能な「リクルートポ

イント」の相互交換サービスを開始しています。

ユーザーIDの共通化により、サービス間のクロスユースを促進

2013 2014 2015.3

20

28
33

売上高 （億円）

＊ セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高
または振替を含む

2013 2014 2015.3

-112-115

-33

EBITDA （億円）

ID共通化による利便性向上

• • •

• • •

アルバイトをする

外食をする

転職をする

旅行をする

結婚をする

髪を切る/キレイになる

車を買う

習い事をする

受験勉強をする

買い物をする

コーポレート・ガバナンス
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業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお

いて、社会から批判を浴びる反社会的勢力への関与を

断固として遮断すること、また、「リクルートグループ内

部統制基本方針」において、反社会的勢力との取引関

係を含めた一切の関係を遮断し、事案発生時の対応に

係る規程などの整備を行うとともに、不当要求などへの

対応を所管する部署を定め、外部専門機関とも連携し、

法令に則して毅然と対応することを明文化しており、全

役職員の指針としています。

（2）反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況お

よび具体的な取り組み

反社会的勢力チェックの社内体制整備の方針・基準

1.反社会的勢力対応部署の設置

反社会的勢力からの不当要求などへの対応を所管す

る部署として当社総務所管部署（以下「対応責任部

署」）を設置しています。

2.反社会的勢力からの不当要求などへの対応

不当要求などが行われた場合には「リクルートグルー

プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、

交渉および面談を行います。「有事対応者」には「不

当要求防止責任者講習」の受講機会を設け、原則的

に参加することを義務付けています。

3.反社会的勢力に関する情報収集および管理体制の

確立

取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため、当

社審査統括所管部署が情報収集を行うことで、当社

グループ独自の反社会的勢力に関するデータベース

を構築しています。

4.外部専門機関との連携体制の確立

当社グループは、反社会的勢力への対応や情報収集

に関して、外部専門機関との連携を図っています。

5.規程およびマニュアルの策定

当社グループは、「リクルートグループ反社会的勢力

対応規程」などの関係規程およびその運用ガイドラ

インを整備するとともに、有事の際の対応マニュアル

を作成し、グループ各社に配布をしています。

6.暴力団排除条項の導入

取引に使用する契約書などには、反社会的勢力との

取引の排除および契約解除を容易にさせる趣旨の

「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。

(注) １  取締役の報酬限度額は、1991年６月開催の第31回定時株主総会において月額50百万円以内とすることが決議されました。また、2014年６月開催の第54回定時株主総会において、
業績向上や企業価値を増大させるためのインセンティブを与えることを目的に、新株予約権410個・当社普通株式41,000株（2014年７月31日を効力発生日として、当社普通株式１株
を10株に分割しており、410,000株となっています）を上限として付与することが決議されました。

２ 監査役の報酬限度額は、1997年６月開催の第37回定時株主総会において月額８百万円以内とすることが決議されました。

役員区分

取締役（社内）

監査役（社内）

社外役員

報酬などの総額
（百万円）

基本報酬 ストック
オプション

賞与 対象役員数
（人）

報酬などの種類別の額（百万円）

820

44

43

301

42

43

388

－

－

－

－

－

6

2

4

退職慰労
引当金など

131

2

－

株主総会

カンパニー内各社・各事業

指名委員会
評価委員会
報酬委員会

リスク
マネジメント

委員会
CSR委員会

経営諮問
委員会

倫理
委員会

監査役会
（監査役）

内部監査室代表取締役
社長兼CEO

経営戦略会議
（CEOの諮問機関）

選任・解任

選定・解職・監督

諮問・助言

指示・監督

指示・監督

監査

具申

指示・監督

カンパニー

各部門・グループ会社

選任・解任

選任・解任

会計監査
連携

監査

具申

起案報告 具申

報告

起案
具申

連携

連携監査

執行役員

取締役会
（取締役）

会計監査人

中核会社社長 カンパニーボード会議（中核会社社長の諮問機関）

リクルート
グループ

投資委員会
人材開発
委員会

コーポレート・ガバナンス
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業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお

いて、社会から批判を浴びる反社会的勢力への関与を

断固として遮断すること、また、「リクルートグループ内

部統制基本方針」において、反社会的勢力との取引関

係を含めた一切の関係を遮断し、事案発生時の対応に

係る規程などの整備を行うとともに、不当要求などへの

対応を所管する部署を定め、外部専門機関とも連携し、

法令に則して毅然と対応することを明文化しており、全

役職員の指針としています。

（2）反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況お

よび具体的な取り組み

反社会的勢力チェックの社内体制整備の方針・基準

1.反社会的勢力対応部署の設置

反社会的勢力からの不当要求などへの対応を所管す

る部署として当社総務所管部署（以下「対応責任部

署」）を設置しています。

2.反社会的勢力からの不当要求などへの対応

不当要求などが行われた場合には「リクルートグルー

プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、

交渉および面談を行います。「有事対応者」には「不

当要求防止責任者講習」の受講機会を設け、原則的

に参加することを義務付けています。

3.反社会的勢力に関する情報収集および管理体制の

確立

取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため、当

社審査統括所管部署が情報収集を行うことで、当社

グループ独自の反社会的勢力に関するデータベース

を構築しています。

4.外部専門機関との連携体制の確立

当社グループは、反社会的勢力への対応や情報収集

に関して、外部専門機関との連携を図っています。

5.規程およびマニュアルの策定

当社グループは、「リクルートグループ反社会的勢力

対応規程」などの関係規程およびその運用ガイドラ

インを整備するとともに、有事の際の対応マニュアル

を作成し、グループ各社に配布をしています。

6.暴力団排除条項の導入

取引に使用する契約書などには、反社会的勢力との

取引の排除および契約解除を容易にさせる趣旨の

「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。

(注) １  取締役の報酬限度額は、1991年６月開催の第31回定時株主総会において月額50百万円以内とすることが決議されました。また、2014年６月開催の第54回定時株主総会において、
業績向上や企業価値を増大させるためのインセンティブを与えることを目的に、新株予約権410個・当社普通株式41,000株（2014年７月31日を効力発生日として、当社普通株式１株
を10株に分割しており、410,000株となっています）を上限として付与することが決議されました。

２ 監査役の報酬限度額は、1997年６月開催の第37回定時株主総会において月額８百万円以内とすることが決議されました。

役員区分

取締役（社内）

監査役（社内）

社外役員

報酬などの総額
（百万円）

基本報酬 ストック
オプション

賞与 対象役員数
（人）

報酬などの種類別の額（百万円）

777

44

43

301

42

43

344

－

－

－

－

－

6

2

4

退職慰労
引当金など

131

2

－

株主総会

カンパニー内各社・各事業

指名委員会
評価委員会
報酬委員会

リスク
マネジメント

委員会
CSR委員会

経営諮問
委員会

倫理
委員会

監査役会
（監査役）

内部監査室代表取締役
社長兼CEO

経営戦略会議
（CEOの諮問機関）

選任・解任

選定・解職・監督

諮問・助言

指示・監督

指示・監督

監査

具申

指示・監督

カンパニー

各部門・グループ会社

選任・解任

選任・解任

会計監査
連携

監査

具申

起案報告 具申

報告

起案
具申

連携

連携監査

執行役員

取締役会
（取締役）

会計監査人

中核会社社長 カンパニーボード会議（中核会社社長の諮問機関）

リクルート
グループ

投資委員会
人材開発
委員会

コーポレート・ガバナンス

50 Business Overview 2015Recruit Holdings Co.,Ltd.



業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお

いて、社会から批判を浴びる反社会的勢力への関与を

断固として遮断すること、また、「リクルートグループ内

部統制基本方針」において、反社会的勢力との取引関

係を含めた一切の関係を遮断し、事案発生時の対応に

係る規程などの整備を行うとともに、不当要求などへの

対応を所管する部署を定め、外部専門機関とも連携し、

法令に則して毅然と対応することを明文化しており、全

役職員の指針としています。

（2）反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況お

よび具体的な取り組み

反社会的勢力チェックの社内体制整備の方針・基準

1.反社会的勢力対応部署の設置

反社会的勢力からの不当要求などへの対応を所管す

る部署として当社総務所管部署（以下「対応責任部

署」）を設置しています。

2.反社会的勢力からの不当要求などへの対応

不当要求などが行われた場合には「リクルートグルー

プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、

交渉および面談を行います。「有事対応者」には「不

当要求防止責任者講習」の受講機会を設け、原則的

に参加することを義務付けています。

3.反社会的勢力に関する情報収集および管理体制の

確立

取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため、当

社審査統括所管部署が情報収集を行うことで、当社

グループ独自の反社会的勢力に関するデータベース

を構築しています。

4.外部専門機関との連携体制の確立

当社グループは、反社会的勢力への対応や情報収集

に関して、外部専門機関との連携を図っています。

5.規程およびマニュアルの策定

当社グループは、「リクルートグループ反社会的勢力

対応規程」などの関係規程およびその運用ガイドラ

インを整備するとともに、有事の際の対応マニュアル

を作成し、グループ各社に配布をしています。

6.暴力団排除条項の導入

取引に使用する契約書などには、反社会的勢力との

取引の排除および契約解除を容易にさせる趣旨の

「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。

氏名

峰岸 真澄

池内 省五

草原 繁

佐川 恵一

総報酬
（百万円）

基本報酬 ストック
オプション

賞与 退職慰労
引当金など

連結報酬などの種類別の額（百万円）

246

138

138

138

91

61

61

61

152

63

63

63

－

－

－

－

3

13

13

13
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業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお

いて、社会から批判を浴びる反社会的勢力への関与を

断固として遮断すること、また、「リクルートグループ内

部統制基本方針」において、反社会的勢力との取引関

係を含めた一切の関係を遮断し、事案発生時の対応に

係る規程などの整備を行うとともに、不当要求などへの

対応を所管する部署を定め、外部専門機関とも連携し、

法令に則して毅然と対応することを明文化しており、全

役職員の指針としています。

（2）反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況お

よび具体的な取り組み

反社会的勢力チェックの社内体制整備の方針・基準

1.反社会的勢力対応部署の設置

反社会的勢力からの不当要求などへの対応を所管す

る部署として当社総務所管部署（以下「対応責任部

署」）を設置しています。

2.反社会的勢力からの不当要求などへの対応

不当要求などが行われた場合には「リクルートグルー

プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、

交渉および面談を行います。「有事対応者」には「不

当要求防止責任者講習」の受講機会を設け、原則的

に参加することを義務付けています。

3.反社会的勢力に関する情報収集および管理体制の

確立

取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため、当

社審査統括所管部署が情報収集を行うことで、当社

グループ独自の反社会的勢力に関するデータベース

を構築しています。

4.外部専門機関との連携体制の確立

当社グループは、反社会的勢力への対応や情報収集

に関して、外部専門機関との連携を図っています。

5.規程およびマニュアルの策定

当社グループは、「リクルートグループ反社会的勢力

対応規程」などの関係規程およびその運用ガイドラ

インを整備するとともに、有事の際の対応マニュアル

を作成し、グループ各社に配布をしています。

6.暴力団排除条項の導入

取引に使用する契約書などには、反社会的勢力との

取引の排除および契約解除を容易にさせる趣旨の

「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。

氏名

峰岸 真澄

池内 省五

草原 繁

佐川 恵一

総報酬
（百万円）

基本報酬 ストック
オプション

賞与 退職慰労
引当金など
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業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお

いて、社会から批判を浴びる反社会的勢力への関与を

断固として遮断すること、また、「リクルートグループ内

部統制基本方針」において、反社会的勢力との取引関

係を含めた一切の関係を遮断し、事案発生時の対応に

係る規程などの整備を行うとともに、不当要求などへの

対応を所管する部署を定め、外部専門機関とも連携し、

法令に則して毅然と対応することを明文化しており、全

役職員の指針としています。

（2）反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況お

よび具体的な取り組み

反社会的勢力チェックの社内体制整備の方針・基準

1.反社会的勢力対応部署の設置

反社会的勢力からの不当要求などへの対応を所管す

る部署として当社総務所管部署（以下「対応責任部

署」）を設置しています。

2.反社会的勢力からの不当要求などへの対応

不当要求などが行われた場合には「リクルートグルー

プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、

交渉および面談を行います。「有事対応者」には「不

当要求防止責任者講習」の受講機会を設け、原則的

に参加することを義務付けています。

3.反社会的勢力に関する情報収集および管理体制の

確立

取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため、当

社審査統括所管部署が情報収集を行うことで、当社

グループ独自の反社会的勢力に関するデータベース

を構築しています。

4.外部専門機関との連携体制の確立

当社グループは、反社会的勢力への対応や情報収集

に関して、外部専門機関との連携を図っています。

5.規程およびマニュアルの策定

当社グループは、「リクルートグループ反社会的勢力

対応規程」などの関係規程およびその運用ガイドラ

インを整備するとともに、有事の際の対応マニュアル

を作成し、グループ各社に配布をしています。

6.暴力団排除条項の導入

取引に使用する契約書などには、反社会的勢力との

取引の排除および契約解除を容易にさせる趣旨の

「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。

コーポレート・ガバナンス
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業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお

いて、社会から批判を浴びる反社会的勢力への関与を

断固として遮断すること、また、「リクルートグループ内

部統制基本方針」において、反社会的勢力との取引関

係を含めた一切の関係を遮断し、事案発生時の対応に

係る規程などの整備を行うとともに、不当要求などへの

対応を所管する部署を定め、外部専門機関とも連携し、

法令に則して毅然と対応することを明文化しており、全

役職員の指針としています。

（2）反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況お

よび具体的な取り組み

反社会的勢力チェックの社内体制整備の方針・基準

1.反社会的勢力対応部署の設置

反社会的勢力からの不当要求などへの対応を所管す

る部署として当社総務所管部署（以下「対応責任部

署」）を設置しています。

2.反社会的勢力からの不当要求などへの対応

不当要求などが行われた場合には「リクルートグルー

プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、

交渉および面談を行います。「有事対応者」には「不

当要求防止責任者講習」の受講機会を設け、原則的

に参加することを義務付けています。

3.反社会的勢力に関する情報収集および管理体制の

確立

取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため、当

社審査統括所管部署が情報収集を行うことで、当社

グループ独自の反社会的勢力に関するデータベース

を構築しています。

4.外部専門機関との連携体制の確立

当社グループは、反社会的勢力への対応や情報収集

に関して、外部専門機関との連携を図っています。

5.規程およびマニュアルの策定

当社グループは、「リクルートグループ反社会的勢力

対応規程」などの関係規程およびその運用ガイドラ

インを整備するとともに、有事の際の対応マニュアル

を作成し、グループ各社に配布をしています。

6.暴力団排除条項の導入

取引に使用する契約書などには、反社会的勢力との

取引の排除および契約解除を容易にさせる趣旨の

「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。

コーポレート・ガバナンス
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業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお

いて、社会から批判を浴びる反社会的勢力への関与を

断固として遮断すること、また、「リクルートグループ内

部統制基本方針」において、反社会的勢力との取引関

係を含めた一切の関係を遮断し、事案発生時の対応に

係る規程などの整備を行うとともに、不当要求などへの

対応を所管する部署を定め、外部専門機関とも連携し、

法令に則して毅然と対応することを明文化しており、全

役職員の指針としています。

（2）反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況お

よび具体的な取り組み

反社会的勢力チェックの社内体制整備の方針・基準

1.反社会的勢力対応部署の設置

反社会的勢力からの不当要求などへの対応を所管す

る部署として当社総務所管部署（以下「対応責任部

署」）を設置しています。

2.反社会的勢力からの不当要求などへの対応

不当要求などが行われた場合には「リクルートグルー

プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、

交渉および面談を行います。「有事対応者」には「不

当要求防止責任者講習」の受講機会を設け、原則的

に参加することを義務付けています。

3.反社会的勢力に関する情報収集および管理体制の

確立

取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため、当

社審査統括所管部署が情報収集を行うことで、当社

グループ独自の反社会的勢力に関するデータベース

を構築しています。

4.外部専門機関との連携体制の確立

当社グループは、反社会的勢力への対応や情報収集

に関して、外部専門機関との連携を図っています。

5.規程およびマニュアルの策定

当社グループは、「リクルートグループ反社会的勢力

対応規程」などの関係規程およびその運用ガイドラ

インを整備するとともに、有事の際の対応マニュアル

を作成し、グループ各社に配布をしています。

6.暴力団排除条項の導入

取引に使用する契約書などには、反社会的勢力との

取引の排除および契約解除を容易にさせる趣旨の

「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。

コーポレート・ガバナンス
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業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会

および経営戦略会議にて決定しています。

取締役会は原則として月1回および四半期ごとに実施し

ており、全ての取締役（6名）と監査役（4名）を構成員とし

ています。

経営戦略会議は代表取締役社長の諮問機関であり、原則

として毎月2回開催しています。執行役員を兼ねる取締役（4

名）、コーポレート担当執行役員（2名）、常勤監査役（2名）を

構成員としています。

また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度

および取締役兼常務執行役員制度を導入しています。

経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投

資案件や基幹人事などの、当社のコーポレート・ガバナンスお

よび連結業績に多大な影響を与え得る議案については取締

役会において決裁し、それ以外の議案については、経営戦略

会議などで決裁する運用としています。委譲範囲については

決裁権限規程を制定の上、実効性を都度見直し、取締役会

で年度に1度以上、改定しています。

経営戦略会議においては、少なくとも1名以上の常勤監査

役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図って

います。

監査・監督
当社は企業統治形態として監査役会設置会社を選択して

います。(理由は後述）

取締役会においては、独立性の高い社外取締役を2名選

任しています。また、適切な候補者を常に一定数確保するた

めに、社外有識者を招いたミーティングを定期開催するなど

の取り組みを実施しています。当社は、インターネット技術な

どの当社グループを取り巻く事業環境が著しく変化する点を

踏まえ、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要

件を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

そのため、取締役に占める独立社外取締役の員数について

定量的な基準は設けていませんが、現時点において3分の1

以上の独立社外取締役を選任しています。

監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成

され、原則として月1回の頻度で開催し、経営の監督に努め

ています。なお、2015年6月17日開催の第55回定時株主

総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、補欠監査役を1名選任しました。

内部監査体制については、執行部門から独立した監査部

門として内部監査室を設置するとともに、コンプライアンス

の統括部署として内部統制推進室を設置することで、内部牽

制機能の強化を図っています。

会計監査業務につきましては、監査法人に所属する公認

会計士が執行しています。

取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）およ
び監査役との責任限定契約

当社は取締役（業務執行取締役などであるものを除く。）お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠

償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。な

お、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因

となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない

ときに限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由

当社は、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の構

築のため、社外取締役を選任するとともに、取締役会および

取締役を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用して

います。あわせて、株主などのステークホルダーに対する説

明責任、経営全般への助言、業務執行に対する牽制などの

観点から、社外取締役および社外監査役を任用し、取締役会

直下に指名・評価・報酬などの各種委員会を設置することによ

り、経営監督機能を強化しています。

その一方で、迅速な意思決定の実現に向けて、取締役を兼

務する執行役員を設置し、重要な業務執行の決定の一部を

権限委譲しています。

社外取締役の取締役会における発言内容や監査役会の機

能状況に鑑みると、現在のコーポレート・ガバナンス体制は合

理的に機能していると判断しています。

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的

な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査か

ら構成される三様監査を採用しています。監査役監査および

会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に

基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うととも

に社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内

部監査室、監査役および会計監査人との相互連携について

は、監査役会において会計監査人および内部監査室から適

宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほ

か、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を実施

しています。内部監査室においても、監査役または監査役会

から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行う

ほか、会計監査人とも個別に情報交換を実施しています。

指名、報酬決定など
取締役会の全体としての規模に関する考え方として、当社

の会社規模、機能を考え、将来的に各機能ごとに専任の取締

役を置く可能性、および、社外取締役を適切な人数を選任す

ることに鑑み、11名以内とするのが、必要十分な取締役数と

考えますが、現時点では、取締役の員数は6名が妥当と考え

ます。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバ

ランス、多様性については、執行役員を兼ねる取締役が協議

の上、毎期、コーポレート・ガバナンス体制および取締役要件

を検討し、適任と考えられる候補者を選出する方針です。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっ

ては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの識見な

どを考慮の上、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適

任者を候補者として選定する方針です。また、経営陣幹部・取

締役の指名、評価、報酬決定にあたっては、客観性および透

明性を高めるために、取締役会の諮問機関において社外役

員を中心に審議を行う方針です。

取締役・監査役・社外役員に区分した報酬など
種類別（基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労引当

金など）の総額を開示しています。また、報酬などの額が1億

円以上である取締役の報酬などの種類別の額もあわせて開

示しています。

報酬の算定方法の決定方針
取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、

会社業績および個人業績を加味して変動しています。役員退

任慰労金は、取締役（社外取締役を除く）については在任期

間と在任中のミッショングレード、監査役については在任期

間に基づき決定する旨を別途定めています。

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
監査役監査や評価委員会に際して各取締役にヒアリング

を行っていますが、その際、取締役会全体の実効性に関する

自己評価もヒアリング項目としています。

2015年3月期は、取締役会全体の実効性に関する疑義は

報告されませんでした。また、2016年3月期より、各取締役

による自己評価もヒアリング項目に追加し、評価に反映して

いく予定です。

取締役・監査役に対するトレーニングの方針
新任の取締役・監査役に対しては、就任時に会社概要、経

営戦略、財務戦略、重点監査項目などの基本情報を共有し

ています。加えて、拠点訪問を通じた事業理解の促進の場を

適宜設けているほか、社外役員に対しては、主要事業の事

業戦略を担当執行役員から共有するなどの取り組みを行っ

ています。

また、適宜経理財務やリスクマネジメントなどのテーマを取

り扱う外部セミナーへの参加や、外部講師を招いての勉強会

を開催しています。

政策保有株式に関する方針
原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取

引先の株式については保有しますが、取引関係の強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額などを総合的に勘

案して、その投資可否を判断しています。

政策保有株式の議決権の行使については、議案内容を精

査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適

切に議決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ね

る内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引方針
当社取締役による関連当事者取引は、取締役会の承認事

項とし、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当

性などについて確認しています。また、当社役員および重要

な子会社の役員に対し、年度ごとに、本人もしくは二親等内

の親族（所有会社とその子会社含む）と当社もしくは当社子

会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行う

とともに、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役および監査役の個別の選任理由
以下、常勤の取締役4名はともに取締役会での決議事項

や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の

決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、取

締役として適任と考えています。

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

引き続き代表取締役社長として経営の指揮を執り、持続的

な成長を目指していくことが最適であると判断しています。

主に新規事業開発（結婚分野）、住宅分野、経営企画の任

務を通じて豊富な経験と知識を有しています。

池内 省五　取締役 兼 常務執行役員

主に経営企画、人事、海外事業統括、Ｒ＆Ｄなどの任務を通

じて豊富な経験と知識を有しています。

草原 繁　取締役 兼 常務執行役員

主に国内事業統括、経営企画、人事関連などの任務を通じ

て豊富な経験と知識を有しています。

佐川 恵一　取締役 兼 常務執行役員

主に経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、

事業統括などの任務を通じて豊富な経験と知識を有してい

ます。

以下2名はともに当社にて長年執行役員などとして経営に

かかわり、常勤監査役として適任と考えています。

島 宏一　常勤監査役

主に経理関連、財務関連、法務関連業務などを通じて豊富

な経験、知識を有しています。

藤原 章一　常勤監査役

主に情報システム関連業務などを通じて豊富な経験、知識

を有しています。

社外取締役および社外監査役の選任理由
大八木 成男　社外取締役（独立役員）

帝人株式会社の取締役会長、JFEホールディングス株式

会社の社外監査役、シャープ株式会社の社外取締役を兼任。

帝人株式会社の代表取締役社長、取締役会長などを歴任

し、2014年6月より当社社外取締役を務めています。世界各

地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識

に基づき、社外取締役として実践的な観点から発言を行って

おり、経営全般への助言、業務執行に対する監督などの適切

な役割を果たしていると判断しています。

新貝 康司　社外取締役（独立役員）

日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を兼任。

2014年6月より当社社外取締役を務めています。海外企

業の買収などを通じて培った高い見識に基づき、社外取締役

として実践的な観点から発言を行い、経営全般への助言、業

務執行に対する監督などの適切な役割を果たしていると判

断しています。

井上 広樹　社外監査役

長島・大野・常松法律事務所のマネージング・パートナーを

兼任。

長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営

実務にも精通しています。2015年6月より、当社社外監査役

として中立的かつ客観的な観点から発言を行っており、当社

の経営全般の監視において適切な役割を果たしていると判

断しています。

武内 英史　社外監査役

三菱商事株式会社の常務執行役員などを過去に歴任。株

式会社肥後銀行の社外監査役を兼任。

2013年6月より当社社外監査役を務めています。豊富な

国際経験や事業経営を通じて培った高い見識に基づき、社

外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行って

おり、当社の経営全般の監視において適切な役割を果たして

いると判断しています。

独立役員選定方針
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以

下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者または候補者が業務執行者である法人が当社株

式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えな

いこと

イ 直近事業年度の取引において、候補者または候補者が所

属する法人への売上が、当社の連結売上高の１％未満で

あること

適時開示体制について
（1）適時開示に関する基本方針

当社では、投資家に対して適切な投資判断のための重要

な情報を適時・適切に開示することを基本方針としています。

（2）適時開示体制の整備に向けた取り組み

1. 情報収集のための組織整備の状況

当社は、当社の各部署および中核会社などに、適時開示

情報を収集する担当者を配置しており、情報収集のため

の統括部署として開示業務を所管するIR推進室を設置し

ています。また、開示判断に対する意思決定の確度を高め

ることを目的として、複数部署の責任者により構成される

適時開示委員会を設置しています。

2. 適時開示に関する教育の状況

開示にかかわる担当者が、適時開示業務に係るガイドライン

を作成し、実施すべき開示手続きについて定めるとともに、

適時開示の対象となる情報について周知を図っています。

（3）株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の

       確保の状況

株主が当社グループに関する主要な情報を公平かつ容易

に取得し得る機会を確保するために、東京証券取引所の適

時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、当社WEB

サイト上での公表などを通じて、より積極的な情報開示を

行っています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況
社内規程などによりステークホルダーの立場の尊重について

規定

当社グループでは、「リクルートグループ経営理念」に基

づきグループCSR方針を策定しています。そのなかに掲げ

るCSRの5つの重点テーマの実現に向けて、「私たちが出

来ること、やるべきこと、挑戦すべきことを、ステークホル

ダーと連携し、実行していきます。」と明記しています。

倫理綱領で当社グループの役員および従業員が社会の

なかの一員として活動するにあたり守るべき精神を示して

おり、「リクルートグループの役員および従業員は、その事

業の社会的意義に鑑み、社会の一員としての責任を認識

し、社会良識に照らし節度ある行動をとっていきます。」とし

ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動などの実施

2014年4月、当社グループは経営理念として掲げる

“一人ひとりが輝く豊かな世界”を実現するために、グループ

CSR方針を再整理し、それらに基づいたCSRへの取り組み

を始めました。

当社グループは、「事業で社会に貢献する」をCSRの中

心に、事業発展とともにより大きくなる「社会からの期待」と

「企業市民としての責任」に応え続けていきます。また、

「CSR5つの重点テーマ」に基づき、私たちができること、や

るべきこと、挑戦すべきことを、ステークホルダーと連携し、

実行しています。

当社グループはCSR活動を3つの枠組みで整理して

います。

１．事業を通じた社会への貢献：

「社会課題解決」と「事業成長」を同時に実現する収益活

動（日々の事業活動／市場創造・拡大／バリューチェーン

の見直し・改善）

２．責任ある事業基盤の構築：

ISO26000の枠組みに基づき、事業を継続するために行

うべき活動（組織統治／人権／労働慣行／環境／公正

な事業慣行／消費者課題）

３．社会貢献活動の推進：

リーディングカンパニーとしての地域・社会に対する責務

を全うするための活動（地域社会への貢献／知見の還元

／人材・スキル開発）

環境に対しては、2010年4月に、4つの取り組みを約束す

る環境ビジョン「more eco more smile（モアエコ モアスマ

イル）」を定め、事業や商品・サービスを通じて、地球環境保全

活動の輪を広げ、持続可能な社会の実現の貢献に努めてきま

した。環境省による「エコ・ファースト企業」認定、ISO14001

の取得などにより継続的な環境活動を行っています。

CSR活動などは当社グループWEBサイトにて公開して

います。

ステークホルダーに対する情報提供に係る
方針などの策定

倫理綱領の第9条（企業内容の適正な広報）にて、「私た

ちは社会の一員として活動するために、私たちの考え方や

活動および商品の内容を正確に社会に対して広報していき

ます。」と定めています。

当社グループは、ユーザー、クライアント、株主、従業員、

取引先、NPO・NGO、国・行政、地域社会などをステークホ

ルダーとして捉え、情報発信、対話の場などを通じ、双方向

でのコミュニケーションを行っています。CSR委員会に社外

の有識者をお招きするほか、当社グループのCSR方針や事

業へのご意見・期待についての個別ヒアリング、NPO中間

支援団体を通じてさまざまな立場の方に参加いただくグ

ループダイアログなどを実施しています。また、WEBサイト

内の「CSRマネジメント」コンテンツにおいて、ステークホ

ルダーの定義・かかわり方について記載しています。

そのほか＜社員のダイバーシティ＞
当社グループでは、経営理念である「個の尊重」の実現

に向けて、まずは男女の性差なく従業員一人ひとりが能力

を余すことなく発揮できることが重要であると考えていま

す。このため、2006年から女性社員の活躍推進を目的とし

て、ダイバーシティに取り組んできました。

当初は長時間労働の改善に取り組み、2007年からは事

業所内保育園の設置など“両立支援”をテーマとし、安定的

に働ける環境整備を進めてきました。2010年からは“両立

支援”に加え、管理職など、経営の意思決定層に女性を任用

する“活躍支援”を重点テーマとして活動してきました。

2012年10月のガバナンス体制の変更後は、それまでリク

ルートが取り組んできた各種施策を、リクルートホール

ディングスを中心とするリクートグループ国内主要企業11

社を対象に広げ、グループとしてダイバーシティを推進する

体制構築に努めています。

取り組みの結果、ワーキングマザー比率、女性管理職比

率ともに年々増加しています。
●女性社員比率40.4％（2015年4月1日時点）
●女性社員に占めるワーキングマザー比率21.2％

　（2014年10月1日時点）
●女性管理職比率21.7％（2015年4月1日時点）

2012年9月、「リクルートグループの国内主要企業にお

いて、経営の意思決定に関与（執行役員あるいは同等の権

限を保有）している女性比率を『2015年4月までに10％以

上』とする」任用目標を設定し、宣言しました。2012年10

月の実績は5名（5.3%）でしたが、2015年4月実績は17

名（13.2％）となり、目標達成しました。

また、2015年以降の中期目標として「リクルートグルー

プの国内主要企業において、女性課長比率を『2018年4月

までに30％以上』とする」任用目標を設定しました。2014

年4月の実績は20.9％、2015年4月の実績は23.6％と

なっています。

当社グループの取り組みを積極的に社外に発信し、日本

における女性活躍推進をリードしていけるよう、積極的に取

り組んでいきます。

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社および当社グループの業務の適正を確保するための

体制（2015年４月28日開催の取締役会で決議）の内容

は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締

役などおよび使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制 

a.当社に社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グ

ループ全体における重要な意思決定を行う。

b.当社に社外監査役を含む監査役会を設置する。当社

の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準のも

と当社の取締役会そのほか重要会議への出席および

業務執行状況の調査などを通じ、当社の取締役の職

務執行の監査を行う。

c.当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委

員会および報酬委員会を設置し、当社の取締役およ

び執行役員の指名または選任、評価および報酬など

について審議を行う。

d.「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グルー

プの全ての役職員などに周知させる。 

e.当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的

なグループ経営を実現するため、意思決定、リスクマ

ネジメントおよびコンプライアンスなどに関する当社

グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」

を制定する。

f.リクルートグループ規程に定める重要事項については

当社の関連部署との事前確認または事後報告を義務

付ける。

g.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含め

た一切の関係を遮断する体制を構築する。 

h.当社の取締役会は、当社グループ全体における内部

統制推進責任者を任命した上、内部統制所管部署を

設置し、当社グループの内部統制の整備状況および

問題点の把握に努める。 

i.当社子会社の代表取締役社長は、当社子会社におけ

る内部統制体制を構築する。 

j.当社の内部統制所管部署は、子会社各社と連携の上、当

社グループの業務の適正の確保を横断的に推進する。 

k.当社子会社には監査役または監査担当取締役を当社より

派遣し、当社子会社の取締役の職務の執行を監査する。 

l.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部

署を設置し、当社グループの役職員などによる業務が

法令、定款または規程に違反していないか監査する。 

m.内部通報窓口および職場のハラスメントに関する相

談窓口など、当社グループの役職員などが内部統制に

関する問題を発見した場合に、迅速に当社または当社

子会社の内部統制所管部署に情報伝達する体制を構

築する。報告または通報を受けた内部統制所管部署

は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関

係部署と協議の上決定し、実施する。 

n.当社グループの役職員などに対し、コンプライアンス

に係る教育啓発活動を実施する。 

o.当社グループ内における内部統制上の違反行為に対

しては、厳正に処分する。 

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

a.「文書および契約書管理規程」を制定し、これに基づ

き、株主総会議事録、取締役会議事録および経営戦

略会議議事録など、取締役の職務の執行に係る文書

を関連資料とともに保存する。 

b.前項に定める文書の保存年限および保存部署につい

ては、「文書および契約書管理規程」の定めるところ

による。当社の取締役または監査役から閲覧の要請が

あった場合に閲覧が可能な方法で保存する。 

ウ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程

そのほかの体制 

a.当社グループのリスク管理を体系的に定める「リク

ルートグループリスクマネジメント規程」および「リク

ルートグループエスカレーションルール」を制定する。 

b.当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責

任者および対策の方針を、当社のリスク統括所管部署

担当取締役を議長としたリスクマネジメント委員会に

おいて審議した上で、当社の取締役会で決定する。 

c.当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が

発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を

進める。 

エ 当社の取締役および当社子会社の取締役などの職務の

執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.当社の取締役会または経営戦略会議は、当社グルー

プの全ての役職員などが共有する目標を定め、浸透を

図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループ

の各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社

の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向け

て効率的な達成の方法を定め、実行する。 

b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標

達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除

または低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化

を実現する。 

c.当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、

当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議

を行う。 

d.そのほか、当社の取締役会または経営戦略会議の諮

問機関として、経営諮問委員会、CSR委員会、リク

ルートグループ投資委員会などの専門性を持った委員

会を設置する。 

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制

当社グループは、「リクルートグループJ-SOX基本規程」

を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準

拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。 

カ 当社子会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当

社への報告に関する体制 

a.当社は、当社内に、各子会社を統括する部門を設置す

る。当社子会社の取締役などは、各統括部門の求めに応

じ、定期的に業績および事業戦略の遂行状況を報告する。 

b.当社の取締役、執行役員および主要な子会社の代表

取締役社長などで構成される会議を定期的に開催し、

当社グループの経営にかかわる方針の協議を行うほ

か、経営情報の共有を図る。 

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ

とを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担

当」を任命し、正式に人事発令を行う。 

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性および当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役補佐担当者は、監査役の職務を補助する

に際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その

選任、異動、評価および懲戒については、当社の監査役

会の意見を尊重する。 

ケ 当社の監査役への報告に関する体制 

a.当社グループの役職員などおよび会計監査人は、各

社の監査役に次に定める事項を報告する。報告の方

法については、会議、面談、電話または電子メールな

どにより随時報告できるように体制を整備する。

・経営状況として重要な事項 

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令および定款違反 

・そのほか内部統制上重要な事項 

b.当社の内部監査所管部署および当社子会社の監査役ま

たは監査担当取締役は、当社の監査役に対し、定期的に

当社グループの内部統制上の課題について報告する。 

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、当社グループ各社の監査役もしくは監査担当取

締役、内部統制所管部署または内部監査所管部署に対し

て報告をした者が、当該報告を理由に、当社および当社

子会社から解雇または不当な配置転換などの不利益な処

遇を受けることは一切ないことを社内規程などで定める。 

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払

または償還の手続そのほかの当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、当社監査役会が職務の執行上必要としてあらか

じめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監

査役会は、緊急または臨時に要する費用についても当社

に請求することができ、当社はこれを負担する。 

シ そのほか当社の監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制 

当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役社

長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況

（1）反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社グループは、「リクルートグループ倫理綱領」にお
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プ反社会的勢力対応規程」にしたがって、当社グ

ループの各社で選任した「有事対応者」が直ちに対

応責任部署に報告し、連携して不当要求への対応、
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5.規程およびマニュアルの策定
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コーポレート・ガバナンス
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取締役

監査役

島 宏一

峰岸 真澄
1987年 4月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社
1992年 10月 新規事業準備室（ゼクシィ）配属
2002年 4月 ゼクシィ事業部 事業部長
2003年 4月 執行役員（IMCディビジョンカンパニー）
  ＊ IMC：インテグレーテッドマーケティングコミュニケーション＝ブライダル、旅行、自動車などの販促領域

2004年 4月 常務執行役員
  （IMCディビジョンカンパニー、住宅ディビジョンカンパニー）
2009年 6月 取締役常務執行役員（経営企画、事業開発、住宅領域）
2011年 4月 取締役専務執行役員（経営企画、全社ＷＥＢ戦略室、事業統括本部）
2012年 4月 代表取締役社長 兼 CEO（現任）

代表取締役社長 兼 CEO

池内 省五

1988年 4月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社
1999年 10月 経営企画室・人事部 エグゼクティブプランナー
2002年 4月 G-HR企画室 エグゼクティブマネジャー
  ＊ G-HR：グループの人材関連事業領域の横断組織

2004年 4月 経営企画室・事業統括室 エグゼクティブ
2005年 4月 執行役員
2012年 6月 取締役 兼 執行役員
2012年 10月 株式会社リクルートホールディングス 取締役 兼 執行役員
2013年 4月 取締役 兼 常務執行役員（現任）

取締役 兼 常務執行役員

草原 繁
1988年 4月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社
2000年 4月 HR-DC HRディビジョン首都圏統括部 エグゼクティブプランナー
2002年 4月 経営企画室 エグゼクティブマネジャー
2004年 4月 執行役員
2006年 6月 取締役 兼 執行役員
2007年 6月 執行役員
2012年 10月 株式会社リクルートホールディングス 執行役員
2013年 4月 常務執行役員
2013年 6月 株式会社リクルートホールディングス 取締役 兼 常務執行役員（現任）

1983年 5月 株式会社日本リクルートセンター
  （現 株式会社リクルートホールディングス） 入社
1994年 4月 株式会社リクルートフロムエー 総務人事部長
1997年 7月 株式会社リクルートフロムエー 取締役
2001年 4月 株式会社リクルート 財務マネジメント室
  エグゼクティブマネジャー
2003年 4月 株式会社リクルート 執行役員
2008年 4月 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ
  代表取締役社長
2010年 4月 株式会社リクルート 顧問
2010年 6月 株式会社リクルート 常勤監査役
2012年 10月 株式会社リクルートホールディングス 
  常勤監査役（現任）

取締役 兼 常務執行役員

佐川 恵一

1988年 4月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社
2000年 10月 HR-DC HRディビジョン 首都圏統括部代理店部 エグゼクティブプランナー
2002年 7月 HR-DC 代理店統括部 エグゼクティブマネジャー
2003年 4月 HR-DC HR首都圏 MP3部 エグゼクティブマネジャー
  ＊ MP：メディアプロデュース

2004年 4月 HR-DC HR東海ディビジョン ディビジョン長
2006年 4月 株式会社リクルート 執行役員
2011年 6月 取締役 兼 執行役員
2012年 10月 株式会社リクルートホールディングス 取締役 兼 執行役員
2013年 4月 取締役 兼 常務執行役員（現任）

取締役 兼 常務執行役員

大八木 成男
1971年 3月 帝人株式会社 入社
1992年 2月 医薬営業企画部長
1999年 6月 執行役員（東京支店長）
2001年 6月 常務執行役員（医薬営業部門長補佐）
2002年 6月 専務執行役員（医薬事業本部長）
2005年 6月 常務取締役（CIO）
2006年 6月 専務取締役（CIO）
2007年 4月 専務取締役（CSO）
2008年 6月 代表取締役社長 CEO
2014年 4月 取締役会長（現任）
2014年 6月 株式会社リクルートホールディングス 社外取締役（現任）

社外取締役

新貝 康司

1980年 4月 日本専売公社 入社（現 日本たばこ産業株式会社）
2001年 7月 財務企画部長
2004年 6月 執行役員 財務グループリーダー
2004年 7月 執行役員 財務責任者
2005年 6月 取締役 執行役員 財務責任者
2006年 6月 取締役 兼 JT International S.A. Executive Vice President
2011年 6月 代表取締役副社長（現任）
2014年 6月 株式会社リクルートホールディングス 社外取締役（現任）

社外取締役

常勤監査役 藤原 章一

1986年 8月 株式会社リクルート
  （現 株式会社リクルートホールディングス） 入社
2000年 4月 事業スタッフグループ FIT1部　
  エグゼクティブマネジャー
  ＊ FIT：Federation of IT=全社横断の情報システム部門

2004年 4月 FIT フェデレーションエグゼクティブオフィサー
2006年 4月 執行役員
2012年 10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 
  執行役員
2014年 6月 株式会社リクルートホールディングス　
  常勤監査役（現任）

常勤監査役

井上 広樹

1990年 4月　第一東京弁護士会登録　長島・大野法律事務所
  （現長島・大野・常松法律事務所） 入所
1996年 7月　長島・大野法律事務所アセアン・オフィス
  （シンガポール）勤務
1998年 1月　長島・大野法律事務所 パートナー
2000年 1月　長島・大野・常松法律事務所 パートナー（現任）
2015年 1月　長島・大野・常松法律事務所 マネージング・
  パートナー（現任）
2015年 6月　株式会社リクルートホールディングス
  監査役（非常勤）（現任）

監査役（非常勤） 武内 英史

1972年 4月 三菱商事株式会社 入社
1999年 10月 主計部長
2002年 4月 執行役員
2007年 4月 常務執行役員
2010年 4月 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO
2012年 6月 顧問
2013年 6月 株式会社リクルートホールディングス　
  監査役（非常勤）（現任）

監査役（非常勤）

役員紹介
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1999年 10月 主計部長
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専門役員

執行役員およびそのほか国内外の主な事業会社責任者

株式基本情報

会社概要

社名: 

創業:  

本社所在地:

URL:

従業員数:

グループ従業員数:

グループ企業数:

資本金:

株式会社リクルートホールディングス

1960年3月31日（設立 1963年8月26日）
2012年10月1日「株式会社リクルート」より商号変更

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2

http://www.recruit.jp

444名（2015年3月31日時点） 

31,841名（2015年3月31日時点）

162社（連結対象子会社、2015年3月31日時点）

100億円（2014年10月15日より）

証券コード:

上場証券取引所:

決算期:

基準日:

単元株式数:

定時株主総会:

株主名簿管理人:

公告方法:

6098

東京証券取引所 市場第一部

3月31日

剰余金の配当　中間配当 9月30日／期末配当 3月31日

100株

毎年6月中

三菱UFJ信託銀行株式会社

電子公告により行います。
（ただし、事故そのほかやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが
できない場合は、日本経済新聞に掲載して行います）

＊ 剰余金の配当につきましては中間配当を行うことができる旨を定款で定めています
が、中間配当は行わず年1回の期末配当のみとすることを、現時点の当社の方針
としています。

コーポレート

淺野 健

販促メディア事業 人材メディア事業

人材派遣事業

販促メディア事業
―日常消費領域

柳川 昌紀

人材メディア事業
―国内人材募集領域

北村 吉弘
常務執行役員
販促メディア事業

柏村 美生

販促メディア事業
―日常消費領域

出木場 久征

人材メディア事業
―海外人材募集領域

野口 孝広

販促メディア事業
―ライフイベント領域

渡邉 一正

販促メディア事業
―その他

山口 文洋

販促メディア事業
―ライフイベント領域

小林 大三鬼頭 秀彰
常務執行役員
人材派遣事業
―国内派遣領域

冨塚 優本原 仁志
常務執行役員
人材派遣事業
―海外派遣領域

長嶋 由紀子

人材派遣事業
―国内派遣領域

岡 登志雄

人材派遣事業
―海外派遣領域

尾形 宏明 岡本 彰彦大久保 幸夫

葛原 孝司

人材メディア事業
―その他

Peter Acheson

人材派遣事業
―海外派遣領域

Lesa Francis

人材派遣事業
―海外派遣領域

Michelle Loader

人材派遣事業
―海外派遣領域

Rafe Sanson

人材派遣事業
―海外派遣領域

役員紹介
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