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役員一覧
■ 取締役

峰岸 真澄　代表取締役社長 兼 CEO
1987年 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）に入社。1992年 新規事業開発室に異動し、結婚情報誌

「ゼクシィ」の立ち上げに関わる。2003年 39歳で執行役員に就任（当時の最年少執行役員）。2004年 常務執行役員に就任。住
宅情報事業の責任者となり「SUUMO」ブランドを構築、日本最大の総合住宅情報サービスへと育てる。2009年 取締役兼常務
執行役員に就任。経営企画担当として中長期計画に携わる。また、事業開発担当として、海外企業投資を積極化。2012年 代表取締
役社長兼CEOに就任。

佐川 恵一　取締役 兼 専務執行役員 兼 CFO 兼 CRO
1988年 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）に入社。経理部配属。2000年 HR事業部に異動し、2004年
よりHR事業東海地区の責任者に就任。「フロム・エー」、「タウンワーク」などの商品強化に取り組む。2006年 執行役員に就任。事
業統括担当として、ガバナンス体制の改編（ディビジョン制からカンパニー制へ）を推進。戦略事業単位をカンパニーと再定義し、権
限と責任の委譲により、事業経営の自由度の向上と事業経営者の育成を図る。また投資マネジメント担当として、M&A戦略推進の
基盤を構築。2011年 取締役に就任。IPOプロジェクトを責任者として推進し、2014年10月に東証1部上場を果たす。現在は財務、経
理、税務、資本市場戦略、法務、コンプライアンス、情報セキュリティなど主にコーポレートスタッフ部門を担当。

大八木 成男　社外取締役
1971年 帝人株式会社に入社。経営多角化に舵をきり、変革期にあった帝人で、新規事業の立ち上げを志願し、医薬医療事業
部に配属となる。以来30年間、医薬品全国自販体制の展開や、数多くの提携アライアンス案件を手がけ、医薬医療事業を帝人
の収益の柱へと育成した。2008年 代表取締役社長CEOに就任。リーマンショック、東日本大震災に直面した厳しい経営環境の
なかで、生産設備の統廃合などの構造改革を断行する一方、未来に向けた成長・発展戦略を推進した。2014年 取締役会長に
就任。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に就任。マテリアル、ヘルスケアを中心とした多岐にわたる
事業をグローバルに展開する帝人の経営者としての幅広い知識と経験、コーポレート・ガバナンスに関する知見を活かし、経営
全般への助言、業務執行に対する監督などの役割を果たしている。

新貝 康司　社外取締役
1980年 京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、日本専売公社（現 JT）へ入社。1989年に渡米し、7年間に亘り、抗HIV薬
Viraceptの共同開発など、米国製薬・バイオベンチャーとの数々の共同研究開発提携案件を発掘、推進。1996年 JT本社に戻り
全社経営企画・財務戦略を担当すると共にM&Aを推進。財務企画部長、取締役執行役員財務責任者（CFO）を経て、日本、中国
以外の海外たばこ事業の世界本社であるJT International S.A.にて、2006年から英国ギャラハー社M&A・統合を指揮。2011年
6月 JT代表取締役副社長に就任。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に就任。

池内 省五　取締役 兼 専務執行役員 兼 CSO 兼 CHRO
1988年 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）に入社。入社後、スーパーコンピューター関連のプロジェ
クトに2年従事。経営企画部、人材広告事業部を経て、1993年人事部に異動し、人事制度設計に携わる。2000年より、経営企
画室にて、中長期成長戦略策定に携わるとともに、新規事業開発とアジアを中心とした海外展開の推進に従事。2005年より執
行役員として経営企画及び人事を担当し、リクルートの海外事業拡大とR&Dにも貢献。2012年 取締役に就任。2014年1月より
2016年3月末まで、リクルートUSAの代表取締役として、ニューヨークに赴任。2016年4月に取締役兼専務執行役員に就任し、経
営企画及び人事を担当。
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■ 監査役

長嶋 由紀子　常勤監査役
1985年 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）に入社。入社後、採用広告事業に従事した後、1995年 人事
部に異動。採用・教育を率いるなか、社内ビジネススクールはじめ異業種企業間留学制度を立ち上げる。2002年 ブライダル事業に
異動し、「ゼクシィ」を日本最大のブライダル情報サービス事業に育て、2006年 執行役員就任。2008年 株式会社リクルートスタッ
フィング代表取締役社長に就任。時間あたりの生産性を重視する「スマートワーク」を推進し、より多様な個が活躍する就業機会創
出を展開。2016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に就任。

井上 広樹　監査役（非常勤）
長島・大野・常松法律事務所パートナー。1990年 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）に入所し、現在に至
る。その間、1995年 ハーバード大学ロースクールにてLL.M.を取得し、1996年 ニューヨーク州弁護士登録。1995年から1996
年まで、米国ジョージア州アトランタでTroutman Sanders法律事務所に勤務する。1996年から1998年までは、長島・大野法
律事務所アセアン・オフィス（シンガポール）に勤務し、東南アジア地域において日本企業が直面する法律問題に関与する。
1998年に帰国した後は、M&A取引を中心にして、会社法、金融商品取引法、保険業法などに関する助言、株主総会指導、国際
取引など幅広い分野で法的サービスを提供している。2015年からはマネージング・パートナーとして事務所の経営にも携わっ
ている。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）に就任。

藤原 章一　常勤監査役
1986年 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）に入社。情報ネットワーク部門・社内システム部門にて数多
くの事業システムの構築、紙メディアからインターネットビジネスへの転換、ITマネジメントプロセスの確立などに従事。2004年 FIT

（現 株式会社リクルートテクノロジーズ）組織長、2006年 執行役員に就任。2009年 自動車カンパニー長（現 株式会社リクルート
マーケティングパートナーズ）、2013年よりアド・オプティマイゼーションとキーマンズネットの推進室長を歴任。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に就任。

西浦 泰明　監査役（非常勤）
1975年 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）東京事務所に入所。監査業務を7年経験した後、トウシュロス

（現 デロイト&トウシュLLP）サンフランシスコ事務所に転勤し、日系企業サービスグループをゼロから立ち上げる。5年後の
1987年にはデロイト&トウシュLLPのパートナーに就任。M&A戦略、人事戦略、知財戦略などのコンサルティングプロジェクト
を数多くこなし、主に日系企業の米国進出業務を支援する。2011年にはデロイト&トウシュLLPの日系企業サービスグループ
米国西部地域リーダーに就任。2014年にデロイト&トウシュLLPを定年退職。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）に就任。2016年8月 名古屋大学客員教授に就任。
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■ コーポレート・ガバナンスの考え方
リクルートグループは経営理念に基づき、長期的かつ安定的に発展すること
を目指しています。そのためには、ユーザー、クライアント、株主、従業員、取
引先、社会、地域などグループで重要と位置付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上で
コーポレート・ガバナンスを重視しています。

■ コーポレート・ガバナンス体制のサマリー
持続的な企業価値向上に向けて、経営の透明性・妥当性・実効性を確保して
います。

企業統治形態 監査役会設置会社
取締役会議長 峰岸 真澄
取締役人数 5名、うち2名が社外取締役
監査役人数 4名、うち2名が社外監査役
2017年3月期取締役会開催状況

開催回数 17回
取締役平均出席率 100%
監査役平均出席率 100%

2017年3月期監査役会開催状況
開催回数 17回
監査役平均出席率 100%

独立役員の選任 社外取締役2名、社外監査役1名
役員報酬体系 ①固定報酬

②短期インセンティブプラン：
　事業年度ごとの個人評価などに基づく金銭報酬
③長期インセンティブプラン：
　 事業年度ごとの連結業績達成率などに基づく株式

報酬
※社外取締役・監査役は固定報酬のみ

会計監査人 新日本有限責任監査法人

■ コーポレート・ガバナンス強化の変遷
コーポレート・ガバナンスの強化に向け、執行役員制度の導入や SBU

（Strategic Business Unit）体制の導入など、事業環境の変化に合わせて
継続的に体制の強化を図っています。

時期 実施内容 目的
2000年 執行役員制度の導入 ・経営と執行の分離
2006年 カンパニー制の導入 ・環境変化に対応する迅速な対応

・事業経営者の育成
・事業開発の加速

2012年 ホールディングス体制
／分社化

・ホールディングスは海外展開とR&Dに注力
・事業会社は競争優位性の構築と、安定成長の実現

に注力
2016年 SBU体制の導入 ・戦略事業単位で価値の最大化を図る

コーポレート・ガバナンスの
特徴
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コーポレート・ガバナンス体制の概要

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

コンプライアンス
委員会

サステナビリティ
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

具申報告 具申

報告

具申
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
リクルートグループは、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
監査役会設置会社形態を採用しています。合わせて、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。
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■ 取締役会の諮問機関
経営監督機能の強化の一環として、取締役会直下に任意の6つの委員会を
設置しています。

各委員会の構成 ●＝委員

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

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
委
員
会

代表取締役社長 峰岸 真澄 ● ● ● 委員長 ●

取締役
池内 省五 ● ● ● 委員長

佐川 恵一 委員長

社外取締役
大八木 成男 委員長 ● ●

新貝 康司 ● 委員長 委員長

常勤監査役
長嶋 由紀子

藤原 章一

社外監査役
井上 広樹 ● ●

西浦 泰明 ●

社外有識者、その他 ● ● ●

■ 役員報酬
当社の役員報酬制度は、以下を基本方針としています。
1. グローバルに優秀な経営人材を確保できる報酬水準とする
2. 役員を目標達成に動機付ける、業績連動性の高い報酬制度とする
3. 中長期の企業価値と連動する報酬とする
4. 報酬の決定プロセスは、客観的で透明性の高いものとする

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をベンチマークとして設定しています。

取締役（社外取締役を除く）及び執行役員などの報酬構成は、固定報酬に
加え、短期インセンティブプラン、業績連動型報酬制度の長期インセンティ
ブプランから構成されています。当社の業績連動型報酬制度は、米国の業
績連動型株式報酬（Performance Share）制度及び譲渡制限付株式報酬

（Restricted Stock）制度を参考にした、役員に対するインセンティブプラン
である役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託の仕組みを採用しています。
これは、役位及び業績目標達成度などに応じて取締役などに当社株式及び
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当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する、株式報酬型の役
員報酬制度です。取締役などの報酬と当社株式価値との連動性をより明確に
し、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的と
して導入しています。

報酬の種類 内容

取締役

固定報酬 金銭報酬

短期
インセンティブプラン

事業年度ごとの個人評価などに基づく金銭報酬
固定報酬の50%程度

長期
インセンティブプラン*1

事業年度ごとの連結業績達成率などに基づく
株式報酬
固定報酬の50%～200%程度

社外取締役
／監査役 固定報酬のみ

＊1  2019年3月期までの業績目標指標は既存事業のEBITDA*2を採用します。
  2019年3月期に関しては、2017年3月期に設定した調整後EPS*3目標の達成度も勘案し支給水準を決

定します。業績連動係数の範囲は0%～150%とします。なお、長期インセンティブプランの業績目標指
標としては、期中に実行される事業売却によるEBITDAの増減額を反映させた数値を用い、その場合に
おいても、調整後EPSに関しては2017年3月期に設定した水準は変更しません。

＊2  既存事業のEBITDA：株式取得などにより新たに連結を開始する子会社の業績を控除した既存事業に
おけるEBITDA（営業利益＋減価償却費±その他の営業収益・費用）

＊3 調整後EPS：調整後当期純利益*4÷（期末発行済株数–期末自己株式数）
＊4  調整後当期純利益：親会社の所有者に帰属する当期純利益±調整項目*5

 （非支配持分帰属分を除く）±調整項目の一部に係る税金相当額
＊5  調整項目：企業結合に伴い生じた無形資産の償却額±非経常的な損益

2017年3月期に係る取締役及び監査役の報酬の額は、以下のとおりです。

役員区分
報酬などの

総額
（百万円）

報酬などの種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の人数

（人）固定報酬 短期インセ
ンティブ

長期インセ
ンティブ

退職慰労
引当金など

取締役（社内） 826 250 129 445 2 4

監査役（社内）  68  66 － － 2 3

社外役員  53  53 － － － 5

＊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
ることが決議されています。

＊2  監査役の報酬限度額は、2017年6月開催の第57回定時株主総会において月額10百万円以内とす
ることが決議されています。

2017年3月期に係る個別役員ごと（連結報酬などの総額が1億円以上である
者に限る）の報酬などの額は、以下のとおりです。

（百万円）

氏名 役員区分 総報酬 固定報酬 短期
インセンティブ

長期
インセンティブ

退職慰労
引当金など

峰岸 真澄 代表取締役 302 85 41 175 0

池内 省五 取締役 168 55 27  85 0

佐川 恵一 取締役 168 55 27  85 0



38

Message to stakeholders Corporate governance Who we are What we do Data section Sustainability

Corporate governance

■ 取締役会の実効性評価
2017年3月期に開催した取締役会について、以下の要領で自己評価を実施
しました。

【実施内容】
● 対 象 者： 当社取締役及び監査役（計10名）
● 実施期間： 2017年3月末から2017年4月中旬
● 概　　要：「取締役会の役割・責務の妥当性」、「取締役会の機関設計・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」、「株主などのステークホルダー観点での審議
の適切性」などに関する設問及び自由記載によるアンケートの集
計結果を踏まえ、必要に応じて個別インタビューを実施しました。

【分析及び評価結果】
●  取締役会は、審議にあたり妥当な機関設計・構成・資質・知見を備えている。
●  取締役会付議基準の設定レベルは適切であり、資料の事前配布や共有方

法の拡充について積極的かつ継続的に実施している。
●  取締役会では、自由闊達な審議がなされている。
以上より、当社取締役会は、業務執行に係る意思決定及び監督の両面にお
いて、適切な役割・責務を果たしていると評価しました。

【課題】
分析評価の過程で、中長期的な企業価値向上に向け、取締役会における議
案及び論点の精度を一層高めることで実効性の向上を図るべきとの建設的
な意見がありました。今後は、取締役会のさらなる審議の深耕と実効性の向
上に取り組んでいきます。

» その他のコーポレート・ガバナンス情報はP.117以降をご覧ください。
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Q.リクルートグループは2012年に分社化して以
来の大きな組織変革として戦略ビジネスユニット

（SBU）体制に移行しました。その進め方につい
てどのように感じていますか？ 
大八木：取締役会でこのプロジェクトの提案は昨
年度の内に提案されました。「グローバルな世界
でIT化が急速に進展する中で、リクルートグルー
プはどういう組織体制であれば、世の中の変化
に適応できるか」ということを、取締役の方々が実
に戦略的に考えていることを知りました。組織変
更には、企業価値を増大させるという意図がある

わけですが、当然リスクを伴います。そうした観点
から、経営戦略会議で戦略ストーリーを、非常に
速く綿密に検討してこられたという印象でした。
各SBUをどういう事業領域でくくるのか、それに
よって会社全体の効率がどのように上がるのかと
いったことから、各SBUを支える人材とコストの
問題やリスクと責任の所在、さらにホールディング
スにおけるSBUの位置付けといったことまでしっ
かりまとめられていて、私たち社外取締役も自然
に議論に参加することができました。
私の出身母体である製造業界では、ものごとの

社外取締役対談

グローバル企業としての成長を見守りつつ
ガバナンスを効かせていく
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語り合っていただきました。

社外取締役 大八木 成男氏
1971年 帝人株式会社に入社。医薬医療事業部などを経て、2008年 代表取締
役社長CEO、2014年 取締役会長に就任（現任）。2014年6月より、株式会社
リクルートホールディングス社外取締役。

社外取締役 新貝 康司氏
1980年 日本専売公社（現JT）へ入社。財務企画部長、取締役執行役員財務
責任者（CFO）を経て、2011年 代表取締役副社長に就任（現任）。2014年6月
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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進め方がもっとゆっくりしていますので、リクルー
トグループにおける大きな体制変更はあと数年し
てからだろうと思っていましたが、こんなにスピー
ディな展開を進めることに感動すら覚えました。
新貝：私もスピードの速さに感嘆しています。リク
ルートホールディングスとして各SBUに何を期待
しているのかということは、取締役の皆さんの中
では明確にイメージされていたと思いますが、取
締役会での議論を通じて我々社外取締役にも、よ
りくっきりと見えてきました。当初はSBU体制への
移行が、ひょっとして「屋上屋を重ねる」ことになっ
てしまうのではないかという懸念がありました。と
ころが、そうした旧来の組織論が陥りやすい落と
し穴についても真摯に向き合われていて、具体的
に「権限委譲をどうやって進めるか」、「ホールディ
ングス、各SBU、もともとある子会社の間で責任権
限をどのように位置付けるか」ということも取締役
陣の中で明確な考えを持っておられました。特に
メディア&ソリューションSBUの事業領域は、他の
SBUと比べると多岐にわたり、複雑性、多様性が
違います。そうした事業を1つにくくることの意義に
ついて相当深い議論がなされたと思います。結果
として各SBUの見える化が進み、一つひとつの事
業会社ではできないことがSBU内で横断的にで
きるようになることや、そうしたファンクショナルな
部分が財務成果でもより見えやすくなって、「どこ
で価値が生まれているか」が分かるようになってく
るのです。これは素晴らしいと思いますね。
大八木：そして、その間に、実は子会社株式譲渡
による事業ポートフォリオマネジメントやITシス
テムの再編成なども実行されている。このような
自己変革ができているというところは、リクルート

グループの特徴ではないかと思います。

Q . 海 外 企 業のM & A 成 立 後の統 合プロセス
（PMI）についての評価と課題を教えてください。
新貝：私は過去にさまざまなPMIを経験してきま
したが、リクルートグループにおけるPMIには、そ
れぞれの企業文化を大切にするという特徴があ
ります。企業文化とは何か。それは長年培われて
きた、あるいはいろいろな仕組みの影響を受けて
培われた、そこに集う人々の行動パターンです。
例えばIndeedの場合は、創業して間もない頃から
ずっと急成長を続け、その間に培われたものがあ
ります。それを、リクルートの企業文化で上書きす
るようなことはしないという大胆な決定がなされ
たんですね。これは素晴らしいことだと思います。
そもそもPMIを成功させるには、「M&A後にどうい
う経営をするか」をM&A前に決めておくことが重
要です。グローバル派遣SBUでは、M&A前に「ユ
ニット経営」がいかに優れているかをまず相手方
に説明し、「こういう経営をしてみたい」と相手に
思ってもらう。つまりM&Aされた会社の主体性をい
かに鼓舞するかということに心血を注いでいる。
一方で、M&Aにおいて取ってはいけないリスクを
回避できるか、という視点も重要です。それについ
ては外部の知見も入れてしっかりとコントロール
できていたと思います。そうした中で私が注目して
いるのは、メディア&ソリューションSBUの取り組
みです。これはITを活用した新しい事業の在り方
を模索している途上であり、M&Aした海外子会社
のPMIを進めているところですが、その具体的な
姿は「M&A前に設定した勝ち筋を、PMIの状況に
応じて走りながら柔軟に修正し、見定めている」の
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であり、これは普通の会社ではなかなかできない
ことです。私たちも社外取締役として辛口の意見
も言いますが、取締役の方々はそれをしっかりと
受け止めつつ、取るべきリスクはやはり取らない
と次のリターンを得られないという覚悟を持って
取り組んでいることが感じ取れます。
大八木：PMIに失敗する例は世の中にたくさんあ
ります。それは要するにマネジメントから見えない
場所にコンプライアンスの問題が潜んでいること
があるからです。コンプライアンスへの取り組み・
体制をしっかりと仕上げていくことが、これからの
リクルートグループには必要ではないでしょうか。
SBU体制によってホールディングスからSBU側に
責任権限が移っているので、全体の調和のなか
でいかにコントロールするかということが重要で
す。その点について取締役の皆さんはすでにお気
付きだと思います。
新貝：会社が揺らぐような話というのは、目が行
き届いていない辺境からということが多いです
ね。透明性を上げてまずはリスク情報を共有する
ことがグローバル経営をするためには重要です
し、それはPMIにおいても同様です。問題が起き
たという他社事例がこのところたくさんあります
ので、私たちも常に注意を喚起していくことが大
事な役割だと自覚しています。

Q.ガバナンス向上に向けた取り組みについての
評価をお聞かせください。
大八木：リクルートホールディングスは、監査役会
設置会社という制度のもとでガバナンスを持たれ
ています。今後、決定権限などをSBU側に移して
いくことになると、ホールディングス側に求められ

る役割もモニタリング機能がより重要となり、今後
も制度設計が変わっていく可能性があります。
新貝：おっしゃるとおりです。ただ、グループガバ
ナンスをするということと、事業をスピーディに進
めていくというのは必ずしも常に同じベクトルを
向いているわけではなく、あるときはベクトルが
ちょっとずれることもあります。そこに健全なせめ
ぎ合いがあって、特にリスク情報の透明性を高め
ていくことの重要性が改めて認識されるのです。
SBU側もガバナンス側の人たちも、きちんとface 
to faceで話をして共通の理解を醸成すれば、そ
の後の展開は早いはずです。そこで実際にどれだ
け相手を納得させられるか、そうした努力が感じ
られ、アウフヘーベンすることができた1年だった
のではないかと思います。
大八木：リクルートグループの事業に対する挑戦
力は非常に旺盛なので、コンプライアンス面で絶
対に間違いが起きないようにすることが私たち社
外取締役の役目となります。この点については、さ
まざまな形でレポーティングを求めてきましたし、
意見も言ってきたつもりです。この1～2年を振り
返ると、通常レベルのコンプライアンス対策は勿
論のこと、今年度からは執行役員に外国籍のメン
バー（法務・コンプライアンス・情報セキュリティ担
当執行役員Mark Schultz氏）が加わり、グローバ
ルレベルでプロフェッショナルな人材の登用を図
るなど、攻めと守りのバランスは非常に良くなっ
ていると思います。私たちも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
していく所存です。
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■ コンプライアンス
「リクルートグループ倫理綱領」及びそれを具現化する各種社内規程を制定
し、企業活動を営む上で自らを律する指針としています。リクルートホール
ディングス及びグループ各社の内部統制推進所管部署が、日本国内におい
て啓発内容を「教則本」の形式にまとめて掲示し、全ての従業員が合格するま
で理解度テストを実施するなど、コンプライアンス教育・浸透を図っています。
また、従業員が仕事や職場に対して「不正や不当なことが起こっている」「そ
の予兆がある」と感じたときに通報・相談ができる窓口を設置し、各種問題を
解決しています。

リクルートグループ
（日本国内のデータ）

2015年 
3月期

2016年 
3月期

2017年 
3月期

コンプライアンス理解度テスト
などの受講者数 27,151人 26,803人 22,425人

企業倫理ヘルプライン
などへの通報・相談件数 149件 235件 228件

■ 贈収賄・インサイダー取引の禁止
社会的及び倫理的責任を考慮し、「リクルートグループ政治家および公務員と
の距離の置き方に関する規程」を定め、政治家・公務員などと適正な関係を保
つことで贈収賄を未然に防ぐことを目指します。また、「リクルートグループイン
サイダー取引防止規程」を定め、インサイダー取引の防止に努めています。

■ リスクマネジメント
リクルートグループにおけるリスクマネジメントの基本方針及び推進体制に
関する基本事項を定め、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して的確な管理
及び対応を実施することを目的に、「リクルートグループリスクマネジメント
規程」を制定しています。リクルートホールディングス及びグループ各社の内
部統制推進所管部署が中心となって、優先的に取り組むべきリスクテーマを
設定し、リスク低減策を推進するなどの取り組みを行っています。

サステナブルな経営の実現
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■ サステナビリティ・マネジメント
さまざまなステークホルダーの方々との対話の場である「ステークホルダーダ
イアログ」及び社外有識者の方々との対話を行う「有識者ダイアログ」を開催
しています。私たちが取り組むべきことを思案・議論した上で素案をまとめ、
取締役会の諮問機関である「サステナビリティ委員会」にてさらに検討が行
われます。この内容をもとに、取締役会では年間のサステナビリティ推進テー
マ、活動内容、成果・課題、今後のプランなどが定期報告・議論されます。

■ 事業基盤としての人権の尊重と環境保全
リクルートグループが企業理念で掲げている「一人ひとりが輝く豊かな世界
の実現」のためには人権を尊重することが大前提であり、「リクルートグルー
プ倫理綱領」の中で人権の尊重と人権侵害行為の禁止を明文化しています。
さらにリクルートグループの全ての役員と従業員に適用される「リクルート
グループ人権方針」を制定し、この中で国際的に承認されている人権として、

「国際人権章典に表明されている人権」及び「労働における基本的原則及
び権利に関する国際労働機関（ＩＬＯ）宣言に規定されている基本的権利に関
する原則に表明されている人権」を最低限のものとして理解していること、国連

「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持していることを表明し、グループ
会社の取り組み状況を可視化することから、人権デューデリジェンスの策定
と実施に着手しています。
またリクルートグループは、環境マネジメントシステム（ISO14001）の認定を取
得しており、特に日本国内において「2020年度までに2008年度比でCO2の排出
量を総量25%削減」する目標を定めて取り組むとともに、「環境効率指標：売上高

（10万円）/紙使用量（t）」にて独自モニタリングを継続しています。

リクルートグループでは、持続可能な豊かな世界を目指し、事業継続に不可
欠な経営品質を担保するための体制を整えています。
リクルートグループが社会に「信頼」される企業であり続けることを目的に、
常に適正かつ健全な運営状態であることを目指して活動しています。「リク
ルートグループ倫理綱領」をはじめとしたルール･ガイドラインを整備し、従
業員一人ひとりの日々の活動のなかにしっかり根付かせるための「学ぶ仕組
み」を持続的に実行しています。取締役 兼 専務執行役員 

兼 CSO 兼 CHRO
池内 省五
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