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コーポレート・ガバナンス報告書

http://www.recruit.jp/company/governance/pdf/cg_20160622_jp.pdf
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峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO

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）

池内 省五　取締役 兼 専務執行役員

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
2016年 4月 取締役 兼 専務執行役員（現任）

草原 繁　取締役 兼 専務執行役員

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 取締役 兼 常務執行役員
2016年 4月 取締役 兼 専務執行役員（現任）

■ 取締役

佐川 恵一　取締役 兼 専務執行役員

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
2016年 4月 取締役 兼 専務執行役員（現任）

役員紹介
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新貝 康司　社外取締役

1980年 4月 日本専売公社 入社（現 日本たばこ産業株式会社）
2004年 6月 同 執行役員 財務グループリーダー
2004年 7月 同 執行役員 財務責任者
2005年 6月 同 取締役 執行役員 財務責任者
2006年 6月 同 取締役 兼 JT International S.A. Executive Vice President
2011年 6月 同 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）

大八木 成男　社外取締役

1971年 3月 帝人株式会社 入社
1992年 2月 同 医薬営業企画部長
1999年 6月 同 執行役員（東京支店長）
2001年 6月 同 常務執行役員（医薬営業部門長補佐）
2002年 6月 同 専務執行役員（医薬事業本部長）
2005年 6月 同 常務取締役（CIO）
2006年 6月 同 専務取締役（CIO）
2007年 4月 同 専務取締役（CSO）
2008年 6月 同 代表取締役社長 CEO
2014年 4月 同 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）
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■ 監査役

藤原 章一　常勤監査役

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）

西浦 泰明　監査役（非常勤）

1975年11月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
1984年 3月 米国公認会計士登録
1985年 6月 米国ゴールデンゲート大学MBA（税務）取得
1987年 6月 デロイト トウシュ トーマツ パートナー
2011年 6月 デロイト トウシュ トーマツ 日本企業サービスグループ 西部地域統括代表
2016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)

長嶋 由紀子　常勤監査役

1985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
2001年 4月 経営スタッフユニット 人材マネジメント室 エグゼクティブプランナー
2002年10月 IMC-DC B&Bディビジョン 関東ブライダル部 エグゼクティブマネジャー
 ＊ 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
 ＊ B&B：ブライダル＆ベビー
2004年 4月 IMC-DC ブライダルディビジョン ディビジョン長
2006年 4月 執行役員
2008年 1月 株式会社リクルートスタッフィング 代表取締役社長
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
2016年 7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)

井上 広樹　監査役（非常勤）

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
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）
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北村 吉弘
常務執行役員
販促メディア事業

鬼頭 秀彰
常務執行役員
人材派遣事業
―国内派遣領域

野口 孝広
販促メディア事業
―ライフイベント領域

本原 仁志
常務執行役員
人材派遣事業
―海外派遣領域

山口 文洋
販促メディア事業
―ライフイベント領域

岡 登志雄
人材派遣事業
―海外派遣領域

柏村 美生
人材派遣事業
―国内派遣領域

淺野 健
販促メディア事業
―日常消費領域

葛原 孝司
人材メディア事業
―その他

渡邉 一正
販促メディア事業
―その他

柳川 昌紀
人材メディア事業
―国内人材募集領域

出木場 久征
常務執行役員
人材メディア事業
―海外人材募集領域

小林 大三

冨塚 優

Mark Schultz

岡本 彰彦

■メディア＆ソリューションSBU

■グローバル派遣SBU

■グローバルオンラインHR SBU

コーポレート

■ 執行役員
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Q. リクルートグループの取締役会についての 
評価をお願いします。

取締役会で重要な観点は、「企業の将来の成長を見据えて的確な議論が行
われているか」です。リクルートグループの取締役会では、経営戦略に関する
テーマはもちろん、コーポレート・ガバナンス、リスク管理、人材開発など、長期
的な経営戦略に基づいた議論がバランス良く行われていると評価しています。
また、より一層の成長を求めるためには、企業を高速回転で経営するノウハウ
が必要ですが、リクルートグループはそのための仕組みを持っています。中
でも、長期戦略に基づいたM&A案件を意思決定するスピードは驚異的で
あり、これまでの取締役会の議論においても非常に印象的です。
M&A後にはグループがこれまでに培ってきた競争の源泉を買収先企業に
浸透させること、つまり買収後の経営のあり方が極めて重要ですが、その点に
おいてもリクルートグループは潜在能力が高いと感じています。その理由と
して、ごく短期の時間軸で資本市場、買収先の企業、従業員との全方位対話 
を行うというプログラムを取り入れていることと、それを実行できるコミュニ
ケーション能力の高い従業員が多数存在しているからだと思います。この
スピード感とノウハウを持ち合わせている企業は、日本には少ないのではない
でしょうか。なおかつ、もし経営ノウハウで足りない部分があっても、貪欲に
知識や方法を身に付けていく力に優れています。リクルートグループの持つ
エネルギーの大きさを感じますね。

Q. さらなるグローバル企業への成長に向けて、 
社外取締役のミッションは何であるとお考えでしょうか？

現在、リクルートグループはグローバルNo.1に向けたビジネスを展開しており、
米国、英国、豪州といった各国の企業のM&Aを行っていますが、日本で作り上
げてきたビジネスモデルが、それぞれの国でうまく応用できるかを考えなくて
はなりません。コモンセンスは各国で異なりますから、的確に見極める力を身
に付けていくことが大切だと思います。ここでは、さまざまなバックグラウンドを
持つ社外取締役が知識や経験をもとにフォローしていく必要があるでしょう。

社外取締役インタビュー

社外取締役 
大八木 成男
1971年 帝人株式会社 入社。化学品開発
部、医薬業務部、医薬営業企画部長、東
京支店長などを経て、1999年 同社執行
役員、2001年 常務執行役員、2002年 専
務執行役員、2005年 常務取締役、2006
年 専務取締役、2008年 代表取締役社
長 CEO、2014年 取締役会長に就任（現
任）。2014年より、株式会社リクルート
ホールディングス 社外取締役。

当社の社外取締役である 
大八木 成男氏と、新貝 康司氏に、 
当社グループのコーポレート・ガバナンスに対する評価や 
企業価値向上に向けた課題について伺いました。
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また、今後は「攻め」と「守り」のバランス感覚を磨くことが大切ではないで
しょうか。リクルートグループは従来より「攻め」は非常に得意です。事実、
リスクの内在するM&A案件にも果敢に挑戦してきました。このときの私の
役割は、①M&Aの戦略がリクルートグループの長期戦略に沿っているか、
②収益見通し、③リスク、④目的達成のための人材がいるか、の4つの観点
からリクルートグループの経営陣に質問を投げかけ、「守り」のガバナンスを
行うことです。これは、経営の監視・監督と言うよりも戦略の後押しをするため
です。この「守り」の意識を高く持つことが、より強い組織へと成長していくため
に必要な力になると思っています。

Q. リクルートグループの企業価値向上のためには、 
今後何が重要であるとお考えでしょうか。

まず1つ目に、さらなるガバナンス向上に向けた努力が必要であると考えて
います。近年の取締役会では、ガバナンスを効かせる役割と経営の執行体を
分離していくという傾向にありますが、私としては、リクルートグループの取締
役会は、監視・監督側と執行側が明確に分離されていないという意味で、発展
途上の段階にあると考えています。
2つ目に、グローバル企業を目指すにあたっては、引き続き取締役会の多様
性に関する取り組みが必要です。今期、監査役メンバーに女性が初めて入り
ましたが、まだ外国籍のメンバーがおりません。また、グローバル人事体制に
関しても考えていかなければいけないでしょう。外国人経営者や外国企業の
考え方について、今後さらに討議・吟味していくことが大切だと思います。
3つ目は、競争優位の源泉である企業文化とそれを継承するリーダーの育
成が必要です。経営の技術だけではなく、リクルートの企業文化をどう育て
上げ、また継承していくか。これができる人材こそがプロの経営者ではないで
しょうか。
引き続き、リクルートグループの長期的な成長を支えていくために尽力したい
と思います。
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Q. リクルートグループの取締役会についての 
評価をお願いします。

まず、取締役4名の方についてですが、一人ひとりが事業をよく理解されてお
り、常にプロフェッショナルな仕事をされていると高く評価しています。取締
役会で議長を務められている峰岸さんは、取締役会メンバー一人ひとりの
発言によく耳を傾けていますし、ご自身も積極的に起案担当者に質問を投げ
掛け、深い議論ができるよう会議をリードされています。また、佐川さんは、日本
では非常に珍しい「戦略を語れるCFO」だと思います。池内さん、草原さんも
また事業やマーケットに精通されており、会社の重要な方向性について、
示唆に富んだ発言をされています。社外取締役、監査役、社外監査役も一人
ひとりが積極的に意見を戦わせていますから、峰岸さんのファシリテーション
力と相まって、取締役会は非常に活発で、私としては雰囲気が良いと感じて
います。
リクルートグループは、将来起こりうる社会の変化やステークホルダーの
ニーズを先読みして、その変化やニーズに対応するサービスを一足先に開発
すること、つまり、世の中の先取りをして事業に投資をし、将来に備えることに
非常に貪欲な会社だと思います。未来のことなので理屈で語るには限界が
あるのですが、それでも実直にロジックを積み上げて、徹底した仮説作りを
された上で、未来への投資を決議されます。このような文化の中で行われる
取締役会では、一度否決されたものの、再度しっかり検討されて可決に至った
議案もしばしばあります。ある案件が最初に議題に上がった際、私が「こう
いう前提のもとであれば可決しても良いのでは」という発言をしたのですが、
峰岸さんは「条件をつけないで決議できるよう改めて検討し直します」とおっ
しゃいました。またある案件では、別の方より「本当にリクルートらしい事業に
なるのか」といった指摘をされたことがありました。その際も一定の再検討の
時間を要しましたが、起案チームは「リクルートらしさとは何か」という根源的
な部分から議論を積み上げて再起案をしておられました。私はこのような
取締役会の風景から、アイデンティティを見失わずに事業を長期的に推し進め
発展させていこうという意思と情熱が、取締役サイドにも、事業サイドにも
根付いているのだと感じました。またそれを誰も口にせずとも当然のように
捉えている状況を見て、敬意を抱いています。また角度を変えて申し上げれ
ば、このような意思決定についての謙虚さを持ち合わせておられる点も評価
できる要素だと思います。

社外取締役インタビュー

社外取締役 
新貝 康司
1980年 日本専売公社(現 日本たばこ産
業株式会社)入社。2004年 同社執行役
員、2005年 取締役 執行役員 財務責任
者、2006年 取締役 兼 JT International 
S.A. Executive Vice President、2011年 
代表取締役副社長に就任（現任）。2014年
より、株式会社リクルートホールディングス 
社外取締役。
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Q. リクルートグループの企業価値向上を図るための課題を 
どう認識していますか。またその中で、社外取締役の 
ミッションについてどうお考えでしょうか。

1つ目は、海外展開において多様なマーケットに対処するための多様な
人材・知見を有効に活用できるかという点です。例えば現在急成長中の
Indeedは、米国に加え、米国以外の市場開拓も狙っています。今後さまざま
な国で存在感を高め、将来的にはグローバルベースのHRソリューションプ
ロバイダーになることを志向していますが、このためには、各国の労働慣行
や法体系などを熟知し、それに応じた事業展開を求められます。知らず知
らずのうちに罰則に抵触してしまうことがないように、事業戦略の推進と対
を成す形で抜かりなく準備を進めておかなくてはなりません。現在、新たに
加わった米国人の執行役員を中心に、リーガル面やコンプライアンス面の
体制整備を行っている最中です。米国駐在を含めグローバルでのビジネス
経験がある私としては、この対応をしっかりと見守っていきたいと考えてい
ます。
2つ目は、M&Aにおいて取ってはいけないリスクを回避できるかという点
です。リクルートはメディアカンパニーと人材派遣カンパニーの両方の側面
を持つ、グローバルで見ても大変珍しいタイプのコングロマリット企業だと
思います。買収戦略を推進する上で、特に販促メディアのスタートアップ企
業を対象とする際は、まだ企業の価値が目に見えて分かる段階ではないた
め、その評価は大変難しいものになります。リクルートグループは、今後も
大変大きなチャレンジを続けると思いますし、取締役会のメンバー全員で
最大限の能力を発揮し議論していきたいと考えていますが、一方でリター
ンを求めるために敢えて取らなければいけないリスクも存在します。私が
社外取締役として招聘された理由のひとつはここにあると思います。私がこ
れまでに多くの海外企業のM&Aを実行してきた経験を活かして、条件交渉や
買収成立後の統合プロセスの進め方などの「攻め」の側面に関する知見を
伝達するだけでなく、リスクテイクの考え方やガバナンスを検討する際の
注意点など「守り」の側面の知見も丁寧に伝えていきたいと考えています。
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コーポレート・ガバナンス
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。

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、地域社会など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などについて、主体的に開示を行う。

4. 取締役会などの責務
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う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。

 

業務執行
当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会及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回及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CEO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。
加えて、戦略的なマネジメント単位としてStrategic Business Unit（戦略ビジネスユニット、
以下「SBU」という。）及び各SBU配下のカンパニーを設置し、経営戦略会議からSBU及び
カンパニーに一部権限移譲を行っています。
また当社は、業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度及び取締役兼執行役員制度を導
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・ガバナンス及び連結業績に多大な影響を与えう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度以上の改定を行っています。



74 △ INDEX

OUR PROFILE OUR GROWTH STORY OUR GROWTH ENGINE 事業別概況 コーポレート・ガバナンス 連結財務諸表

コーポレート・ガバナンス

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。
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・ガバナンス体制及び取締役要件を
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、上記の取組みにより現時点
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。
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、2016年6月21日開催の第56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、新日本有限責任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。）及び監査役との責任限定契約
当社は社外取締役及び監査役の全員との間において、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、取締役会及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、社外取締役及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。

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
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
た監査及び内部監査から構成される三様監査を採用しています。監査役監査及び会計監
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、監査役及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及
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、個別に情報交換を行っています。内部監査室においても、監査
役ないし監査役会から要請があった場合には、適宜報告及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行っています。
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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、及び、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ています。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
ンス体制及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、年齢及び国籍の区別
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、客観性及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。
具体的な手続きとして、毎期、指名委員会、評価委員会、報酬委員会にて審議し、取締役会
にて決議しています。指名委員会では代表取締役社長の選任について、評価委員会では
取締役の実績評価、評価基準について、報酬委員会では取締役の実績評価に基づく報酬
額、取締役及び執行役員の報酬水準・制度について、それぞれ審議・答申の上、取締役会
に具申しています。役員報酬額については、株主総会において承認された報酬枠の範囲内
で、取締役については評価委員会、報酬委員会の答申を踏まえて取締役会にて、監査役に
ついては監査役の協議に基づき決定しています。個々の報酬水準については、外部のデー
タベースサービスをもとに世の中の大手企業の役員報酬水準（監査役は常勤／非常勤監
査役の報酬水準）をベンチマークとして設定しています。
なお、各委員会ともに社外取締役を委員長とし、かつ、構成員の過半を社外役員としてい
ます。

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

指示・監督

監査

具申具申

指示・監督

カンパニー

SBU

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

SBU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

SBUボード会議
（SBU長の諮問機関）

コーポレート・ガバナンス体制の概要
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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。

役員区分
報酬などの

総額
（百万円）

報酬などの種類別の額（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
対象役員数

（人）

取締役（社内） 709 297 391 － 20 5

監査役（社内）  51  48 － －  3 2

社外役員  50  50 － － － 5
(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、2015年６月開催の第55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、430百万円以内で新株予約権を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。

氏名 総報酬
（百万円）

連結報酬などの種類別の額（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

峰岸 真澄 257 94 159 －  3

池内 省五 145 66  77 －  2

草原 繁 160 69  77 － 13

佐川 恵一 145 66  77 －  2

取締役会全体の実効性に関する分析・評価
2016年3月期に開催した取締役会について、以下要領で自己評価を実施いたしました。
ア. 実施内容

・評価対象：2015年4月から2016年3月に実施した当社取締役会（全17回） 
・対象者：当社取締役及び監査役（全社外役員を含む、計10名）
・実施期間：2016年4月末から2016年5月中旬
・ 概要：「取締役会の役割・責務の妥当性」「取締役会の構成の妥当性」「取締役会メン

バーの資質・知見の妥当性」「取締役会の審議の有効性」「執行役員を兼務する取締
役間の、牽制・監督機能の有効性」などに関する設問及び自由記載によるアンケート
の一次集計結果を踏まえ、必要に応じて個別インタビューを実施。

イ. 分析及び評価結果
・ 取締役会においては、グループ経営理念に基づき中長期的な企業価値向上に向け

た経営戦略が十分に議論されており、個別の審議内容は同戦略と一貫性がある。
・ 上記役割を果たす上で、現在の取締役会の構成は妥当であり、そのメンバーは知

識・能力・経験・独立性・多様性などの観点で、適切に人選されている。
・ 取締役会は、当社の経営戦略を踏まえた際に、社内外の役員の知見を十分に活用

し、執行役員を兼務する取締役間においても牽制・監督機能を利かせながら、活発
な審議を行っている。

・ 取締役会においては、株主や株主以外の広範なステークホルダーの観点から、適切
な審議がなされている。

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。
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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、当社役員及び重要な子
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、重要性が高い取引については、有価証券報告書に開示しています。

常勤の取締役及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及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 専務執行役員
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 専務執行役員
主に事業統括、経営企画、人事、法務、内部統制、情報システム、コーポレートコミュニケー
ション、労務総務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 専務執行役員
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。

長嶋 由紀子　常勤監査役
主に人事関連、及び結婚領域・派遣領域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。

社外取締役及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、公益社団法人
経済同好会の副代表幹事を兼任。
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。
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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。

西浦 泰明　社外監査役
米国公認会計士として培ってきた会計知識を有し、シリコンバレーを中心にビジネスアドバ
イザーとして多くの日本企業の米国進出を支援。高い見識や豊富な国際経験に基づき、社
外監査役として中立的かつ客観的な立場から発言し、当社の経営全般の監視において適
切な役割を果たすことができ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。

（1） 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

（2） 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
当社は、当社の各部署及び主要子会社などに、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、適切な開示判断と開示内容の正確性を確保することを目的として、IR
担当執行役員を議長とし、関係部署の責任者により構成される適時開示委員会を設置
し運営しています。
開示業務を所管するIR推進室が、適時開示業務に係るガイドラインを作成し、実施すべ
き開示基準や手続きについて定め、各部署及び主要子会社などに周知徹底させるこ
とにより、適切な適時開示業務の運営を行っています。

（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うる機会を確保す
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
が独自に定めた開示基準に基づく任意での開示も積極的に行っています。開示情報
は、東京証券取引所のウェブサイトのほか、当社ホームページでも閲覧可能です。

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。
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倫理綱領で当社グループの役員及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及び従業員は、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。

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及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、ウェブサイト内の「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。

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「And’s（アンズ）」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。
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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
をリクルートグループ国内主要企業11社を対象とし、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41.0%（2016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22.5% （2015年10月1日時点）
● 女性管理職比率22.7%（2016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2015年4月に目標を達成しました。2016年4月の比率は12.2%となっ
ています。
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。2015年4月の
実績は23.6%、2016年4月の実績は24.4%となっています。
任用目標達成に向け、女性の意識向上、マネジメント力の強化、働き方の進化を行っていき
ます。また、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及びその整備状況
当社及び当社子会社（以下「当社グループ」）の業務の適正を確保するための体制（2016
年3月30日開催の取締役会で決議）の内容は、以下のとおりです。

（1） 当社の取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役など及び使用人の職務の執
行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 ア. 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。

 イ. 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及び業務執
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。

 ウ. 当社に社外取締役を議長とした指名委員会、評価委員会及び報酬委員会を設置
し、当社の取締役及び執行役員の指名または選任、評価及び報酬などについて審
議を行う。

 エ. 「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。

 オ. 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及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。

 カ. 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。

 キ. 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。

 ク. 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及び問題点
の把握に努める。

 ケ. 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。
 コ. 当社の内部統制所管部署は、各SBU及び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。
 サ. 当社子会社には原則として、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。
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 シ. 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。

 ス. 内部通報窓口及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。

 セ. 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。

 ソ. 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。

（2） 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 ア. 「文書及び契約書管理規程」を制定し、これに基づき、株主総会議事録、取締役

会議事録及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。

 イ. 前項に定める文書の保存年限及び保存部署については、「文書及び契約書管理規
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。

（3） 当社及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
 ア. 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」及び「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。
 イ. 当社グループとして重点的に取り組むリスク、対策責任者及び対策の方針を、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。

 ウ. 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。

（4） 当社の取締役及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

 ア. 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。

 イ. 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。

 ウ. 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。

 エ. 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。

（5） 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。
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（6）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
 ア. 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、定期的に業績及び事業戦略の遂行状況を報告
する。

 イ. 当社の取締役、執行役員及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。

（7） 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。

（8） 前号の使用人の当社の取締役からの独立性及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、評価及び懲戒については、当社の監査役会の意
見を尊重する。

（9）当社の監査役への報告に関する体制
 ア. 当社グループの役職員など及び会計監査人は、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
  ・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
  ・重大な法令及び定款違反
  ・そのほか内部統制上重要な事項
 イ. 当社の内部監査所管部署及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。

（10） 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、当社及び当社子会
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。

（11） 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。

（12）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
当社の監査役及び監査役会は、当社の代表取締役社長及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。
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反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
（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及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、交渉及び面談を行います。「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及び管理体制の確立
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. 規程及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」などの関係規程及
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及び契約解除を容
易にさせる趣旨の「暴力団排除条項」を盛り込んでいます。
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