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クライアントとユーザーを結びつける
マッチングプラットフォーム

■ HRテクノロジー
■ メディア& 
　 ソリューション
■ 人材派遣

クライアントユーザー

※セグメント変更の注釈 ▶セグメント変更については P.85をご覧ください。
　 2017年3月期までは、「販促メディア」、「人材メディア」、「人材派遣」及び「その他」の4つの報告セグメントで開示していましたが、2018年3月期より「HRテクノロジー」、
「メディア&ソリューション」及び「人材派遣」の3つの報告セグメントに変更しています。

「HRテクノロジー事業」 （グローバルオンラインHR SBU）
「メディア&ソリューション事業」 （メディア&ソリューション SBU）
「人材派遣事業」 （グローバル派遣 SBU）の3事業を展開

1960年に創業したリクルートグループは、大学生向け求人広告から事業を開始し、その他の人材関連サービスへ領域
を拡大させながら、ライフイベントやライフスタイルを支える販促領域へも進出し、長年にわたり、販促メディア事業、
人材メディア事業及び人材派遣事業の3つの領域を軸に展開してきました。2010年代からは、日本で培ったノウハウの
移植によるバリューアップを目指し、M&Aを中心としたグローバル事業展開を加速してきました。
2016年4月より、「グローバルオンラインHR」、「メディア&ソリューション」及び「グローバル派遣」の3つの戦略ビジネ
スユニット（SBU：Strategic Business Unit）を新たに構成し、各ユニット単位で事業を加速させる体制へと移行し、
2018年3月期より、SBU体制をもとに、「HRテクノロジー事業」、「メディア&ソリューション事業」及び「人材派遣事業」と
して情報開示を行います。

※各報告セグメントにおける事業概況の詳細については、Data section P.83～P.111をご覧ください。

■ HRテクノロジー （グローバルオンラインHR SBU）
「Indeed」を主軸に、人材採用関連領域におけるグローバルでのオンラインHR事業を拡大していくユニット

■ メディア&ソリューション （メディア&ソリューションSBU）
国内外の販促メディア事業、HRテクノロジーを除くHR事業を統合したユニット

■ 人材派遣 （グローバル派遣SBU）
各国の派遣事業を統合した人材派遣事業のユニット

■ ビジネスモデル
リクルートグループは、クライアントとユーザー、つまり企業と人（B to C）、企業と企業（B to B）、人と人（C to C）、
全ての間に立ち、双方にとって最適なマッチングを図る「場」を提供しています。

戦略ビジネスユニット
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人材領域
2,819

1,327

販促領域
870

167

■ HRテクノロジー事業

セグメント紹介
世 界 N o . 1 の 求 人 サイトで ある

「Indeed」の事業展開を加速させ
ることで、Indeedのミッションである

「We help people get jobs.」を実
現します。

主要サービス
Indeed

業績の概要*3

2 0 1 7 年 3月期 の 本 セグメントの
実 績 は 、売 上 収 益 1 , 3 2 7 億 円 、
EBITDA167億円となりました。

■ メディア&ソリューション事業

セグメント紹介
リクルート創業以来、培ってきた採
用・集客サービスの自社メディアや
ソリューション事業のアセットを活
かし、提供サービスや対象クライア
ント業界の拡大を通じて、日本国内
の多くの領域で強いリーディングポ
ジションを確立しています。

主要サービス
SUUMO、ゼクシィ、スタディサプリ進路、
カーセンサー、じゃらん、ホットペッパーグル
メ、ホットペッパービューティー、Airレジ、リ
クナビ、リクナビ NEXT、リクルートエージェ
ント、フロム・エーナビ、タウンワーク

業績の概要*3

2 0 1 7 年 3月期 の 本 セグメントの
実 績 は 、売 上 収 益 6 , 5 8 2 億 円 、
EBITDA1,515億円となりました。

■ 人材派遣事業

セグメント紹介
各国の求職者、人材を求める企業
双方に対して最適なマッチングを行
い、就業機会を増やすことで、変化
する世界の労働環境のなかにおけ
る多様な働き方を支援しています。

主要サービス
リクルートスタッフィング、スタッフサー
ビスグループ、The CSI Companies、
Staffmark、Advantage Resourcing、
Peoplebank、Chandler Macleod、USG 
People

業績の概要*3

2017年3月期の本セグメントの実
績は、売上収益1兆1,708億円、
EBITDA656億円となりました。

■ 2017年3月期通期実績（IFRS*1）

2,32219,419
億円

EBITDA*2、3

億円

売上収益*3

人材領域
747

HRテクノロジー事業HRテクノロジー事業

メディア& 
ソリューション事業

メディア&
ソリューション事業

人材派遣事業

人材派遣事業

販促領域
3,696

国内
4,634

海外
362

国内
294

海外
7,074

＊1 当社は2018年3月期より、従来の日本基準に代えて国際財務報告基準（IFRS）を適用しています。これに伴い、上記の数値はIFRS基準で表示しています。
＊2 EBITDA＝営業利益＋減価償却費及び償却費±その他の営業収益・費用

＊3  売上収益及びEBITDAの実績額は調整額の数値を考慮せずに算出しており、セグメント間の内部売上収益または振替を含んでいます。そのため、各セグメントの実績額の合計は連結の売上
収益、EBITDAの実績値と一致しない場合があります。
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HRテクノロジー事業 （グローバルオンラインHR SBU） 
SBU長インタビュー

出木場 久征
常務執行役員 兼 
グローバルオンラインHR SBU 
SBU長 兼 Indeed, Inc. CEO

■略歴
1999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
2009年10月  カスタマーアクションプラットフォーム

推進室 室長
2011年 4月  全社WEB戦略室 室長 兼 CAP 

カンパニーネットビジネス推進室 
室長 兼 R&Dユニット ユニット長

 ※ CAP：カスタマーアクションプラット
フォーム＝ 旅行・飲食・美容・学びなど
の日常消費領域

2012年 4月  執行役員
2012年 9月  Indeed, Inc. Chairman
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10月  Indeed, Inc. CEO & President
2015年10月  Indeed, Inc. CEO（現任）
2016年 4月  株式会社リクルートホールディングス 

常務執行役員（現任）
  グローバルオンラインHR SBU 

SBU長（現任）
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HRテクノロジー事業 （グローバルオンラインHR SBU） 
SBU長インタビュー

■ We help people get jobs.

仕事を得て働くことはバックグラウンドや文化、
地域に関わらず、一人ひとりの人生において重
要な要素のひとつです。しかし、ユーザーにとっ
て就業機会を探し出す環境・状況は、世界各地
で大きく異なります。特に発展途上国ではなかな
か難しいものになります。さらに、ユーザーはしば
しばオンラインやオフラインなどさまざまなツー
ルを使って仕事を探す必要があり、その一方で
クライアントはその仕事にふさわしい人材を見
つけるのに苦労しています。

この問題意識は、以前旅行サイトを作るために
インドネシアのジャカルタに行った際に生まれま
した。ジャカルタでは都心部の交通渋滞がひど
く、市内に入るには車1台に3人乗ってないとい
けないという法律を政府が作ったのです。その
結果、「プロフェッショナルヒッチハイカー」とい
う単に車に乗るだけでお金をもらえる仕事が生
まれたのです。私が彼らに「もっとほかにいい仕
事はないの？」と聞くと、彼らは本当は今の仕事
とは別の仕事をやりたいけれども、どうやってそ
の仕事を探したらいいかわからないという返事
でした。この体験を経て私は、人々がもっと簡単
に仕事を見つけることができるグローバルな求
人サイトを作ることに興味を持つようになりまし
た。仕事を得て働くことの重要性を考えると、こ
れは追求する意義のあることだと感じたのです。
当時の私は求人業界の動向調査を行っていまし

た。どの企業もクライアントにフォーカスするなか
で、2004年に誕生した米国のオンライン求人サ
イト「Indeed」は他社とは全然違うということに
気付いたのです。Indeedはユーザーのための仕
事探しに完全にフォーカスしている唯一の会社で
した。創業者たちは、人々が仕事を得るのを手助
けするというミッションに情熱を傾けていました。
Indeedのミッションは、時間がかかり、ストレスが
たまり、分断されている仕事探しのプロセスを劇
的にシンプルにすることです。すなわち、求人情
報をひとつに集約し、ユーザーが自分たちに関係
のある仕事を探しやすくすることです。私は2012
年にIndeedに惚れ込みM&Aを進めました。

「Indeed」のアグリゲーション技術には2つの特
徴があります。1つはアルゴリズムとマシンラーニ
ングによるマッチング精度。もう1つは「キーワー
ド」と「勤務地」という2つの検索窓があるだけ
のシンプルなインターフェース。この組み合わせ
は非常に強力で、最先端の技術を利用して、全
ての仕事情報を一度に検索し、ユーザーにとっ
て最も関連性の高い検索結果を提供します。こ
の技術がIndeedの使命「We help people get 
jobs.」を実現しています。私は、このような革新
的なシステムを開発した創業エンジニアは天才
だと思います。初めてIndeedに出会った時から、
その技術力は深く印象に残りました。私は彼らと
一緒に、「Indeed」をコアにリクルートのグロー
バルなオンラインHR事業を推進していこうと決
めました。
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What We Do

「Indeed」は、マシンラーニングで生成され分析
された膨大なデータを求人広告以外だけではな
く、HR業界の効率性向上に役立てることができ
ると信じています。HR業界の様々な分野では未
だに手動で情報が収集されており、自動化とイノ
ベーションを通じて価値を生み出す大きなチャ
ンスがあると考えています。

■アイデアを具現化し価値を届ける

ユーザーの仕事探しを手伝うというIndeedのコ
ミットメントはオフラインの仕事探しにも広がっ
ています。例えばIndeedは、『Job ョジ（rettopS
ブスポッター）』というモバイルアプリを生み出し
ました。これは、多くのオフラインの求人情報を
オンラインでも探せるようにすることを狙ったア
プリケーションです。求人の張り紙をこのアプリ
ケーションを使って写真を取ると、まだオンライ

ン情報になっていないとわかれば「Indeed」に
掲載される仕組みです。求人情報の提供者は、
このプログラムに参加することでインセンティブ
が得られます。これは我々がサイト内で包括的
な求人情報を持つこと保証することによるユー
ザーの利益をいかに最優先しているかを示すよ
い例と言えるでしょう。私たちはもちろん新しい
アイデアを試し、常識や固定概念に挑戦するこ
とが重要だと考えています。

私はテクノロジーが人々の目標や夢の実現を手
助けできると信じているので、この信念を共有で
きる人たちと働き続けられることを望んでいま
す。そして、私たちIndeedのビジョンはテクノロ
ジーの力を使ってユーザーによりよいグローバ
ルなソリューションを提供することです。私たち
はこのHR業界を引っ張っていけるようたゆまぬ
努力をしていきます。

テクノロジーでHRを変革する

■ データの力で徹底的な効率化を目指す

「Indeed」の強みは、ユーザーに対して最良の検
索結果を届けるためのマシンラーニングにあり
ます。AIの一種であるマシンラーニングという技
術が「Indeed」の月間2億人以上のユニークビジ
ター*2によって生成された大量のデータを取得
し、ユーザーの行動パターンを特定し、この情報
を使用してより関連性の高い検索結果を提供し
ます。ユーザーが検索ボックスに入力するキー
ワードによって、毎日約25テラバイトのデータが
生成されています。データ量が多いほど検索結

果が向上し、検索結果が向上するとユーザーが
増え、それにより「Indeed」は世界で最も訪問数
の多い求人サイトとなりました*1。この好循環効
果により、私たちはユーザーに対して他では得ら
れない体験を提供するという独自の強みを持つ
までになりました。

「Indeed」は、マシンラーニングで生成され分析
された膨大なデータを求人広告だけではなく、
HR業界の効率を向上することに役立つことが
できると信じています。HR業界のさまざまな分野
では未だに手動に頼っており、自動化とイノベー
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「Indeed」は、マシンラーニングで生成され分析
された膨大なデータを求人広告以外だけではな
く、HR業界の効率性向上に役立てることができ
ると信じています。HR業界の様々な分野では未
だに手動で情報が収集されており、自動化とイノ
ベーションを通じて価値を生み出す大きなチャ
ンスがあると考えています。

■アイデアを具現化し価値を届ける

ユーザーの仕事探しを手伝うというIndeedのコ
ミットメントはオフラインの仕事探しにも広がっ
ています。例えばIndeedは、『Job ョジ（rettopS
ブスポッター）』というモバイルアプリを生み出し
ました。これは、多くのオフラインの求人情報を
オンラインでも探せるようにすることを狙ったア
プリケーションです。求人の張り紙をこのアプリ
ケーションを使って写真を取ると、まだオンライ

ン情報になっていないとわかれば「Indeed」に
掲載される仕組みです。求人情報の提供者は、
このプログラムに参加することでインセンティブ
が得られます。これは我々がサイト内で包括的
な求人情報を持つこと保証することによるユー
ザーの利益をいかに最優先しているかを示すよ
い例と言えるでしょう。私たちはもちろん新しい
アイデアを試し、常識や固定概念に挑戦するこ
とが重要だと考えています。

私はテクノロジーが人々の目標や夢の実現を手
助けできると信じているので、この信念を共有で
きる人たちと働き続けられることを望んでいま
す。そして、私たちIndeedのビジョンはテクノロ
ジーの力を使ってユーザーによりよいグローバ
ルなソリューションを提供することです。私たち
はこのHR業界を引っ張っていけるようたゆまぬ
努力をしていきます。

ションを通じて価値を生み出す大きなチャンス
があると考えています。

■ アイデアを具現化し価値を届ける

「We help people get jobs.」というIndeedのコ
ミットメントはオフラインの仕事探しにも広がっ
ています。例えばIndeedは、「Job Spotter（ジョ
ブスポッター）」というモバイルアプリを生み出し
ました。これは、多くのオフラインの求人情報を
オンラインでも探せるようにすることを狙ったア
プリケーションです。このアプリケーションで求
人の張り紙の写真を撮ると、まだオンライン情報
にないとわかれば「Indeed」に掲載される仕組
みです。求人情報を提供した方には、謝礼をお
支払いします。「Job Spotter」は、ユーザーのた
めにあらゆる求人情報を「Indeed」のサイト上に
掲載することをいかに私たちが追求し続けてい

るかを示す代表的な事例と言えます。これは勿
論、私たちが新しいアイデアを試し、常識や固定
概念に挑戦することが重要だと考えていること
も示しています。

私はテクノロジーが人々の目標や夢の実現を手
助けできると信じているので、この考え方を共有
できる人たちと働き続けたいと思っています。そ
して、私たちIndeedのビジョンはテクノロジーの
力を使ってユーザーにより良い解決策を世界レ
ベルで提供することです。私たちはこのHR業界
を引っ張っていけるよう、たゆまぬ努力をしてい
きます。
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中期戦略

Indeedの売上収益見込み*［百万米ドル］

＊  Indeedによる12月期決算数値（米ドルベース）で
あり、連結方法の差異などにより当社の連結決算数値
とは異なります。

求人広告領域から人事関連周辺領域への拡大 求人検索
サイト

No.1*1

世界12か国の
ユニークビジター数

1位*3

雇用決定者数

No.1*5

iPhone/Androidの
仕事検索アプリ　 
30か国以上で

No.1*6

60か国以上・
28言語に対応*7

月間ユニーク
ビジター数

2億人以上
*2

モバイルアプリ
ダウンロード数

1億以上
*4

履歴書登録数

1億以上*7

企業の口コミ情報数　

1,800万
以上*7

＊1 出所：comScore 訪問者数　2017年3月時点
＊2 出所：Google Analytics ユニークビジター数　2016年9月時点
＊3 出所：comScore　2017年8月時点
＊4 出所：iTunes、Google Play　2017年3月時点
＊5 出所：SilkRoad Source of Hire 2017（→P.69）
＊6 出所：SimilarWeb　ビジネスカテゴリー
＊7 出所：Indeed調べ　2017年9月時点

Indeedの2018年12月期の売上収益は、米ドルベースで2015年
12月期の3倍、すなわち20億米ドル以上を見込みます。世界の主
要マーケットでのプレゼンスを高めながら、オンライン採用領域や
人事関連業務の生産性向上に取り組んでいきます。

■ 世界中でリーディングポジションを獲得

現在Indeedは、60か国以上・28言語でサービスを展開していま
す。月間2億人以上のUV（ユニークビジター）数*2を有し、「Indeed」
を通じて約2,000万件の求人情報へのアクセスを提供する、世界有
数の求人検索サイトに成長しました。米国のデジタル市場分析会
社comScoreによると米国、カナダ、英国、フランス、イタリア、日本、
オランダなどにおいてUV数でNo.1*3になるなど、世界の主要国で
リーディングポジションを確立しています。

2019.3

2017.3

2016.3

2,000+

1,107

683

求人広告 その他の人事業務

既存事業
人事関連周辺領域
への事業拡大

事業展開国の拡大

米国

その他
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「Indeed」がクライアントに支持される理由
事例紹介

「Indeed」上に全ての求人情報を載せるという私たちの目標を達
成するために、クライアントは無料もしくはスポンサーシップ（有
料）という形で掲載することができます。有料を選んだ場合は、求人
情報がより目立ち、より多くの候補者にリーチすることができます。

「Indeed」の成果課金モデルは求人広告業界にイノベーションを
もたらしました。これまでの広告課金型モデルでは、応募が数百
あってもゼロであっても広告料は一定です。「成果に応じた課金モ
デル」はクライアント満足度を向上させ、クライアントとの長期的な
関係を構築するのに役立ちます。クライアントはユーザーが広告を
クリックした場合にのみ広告料を支払います。このビジネスモデル
では、当社の事業の成長は、1人当たりの採用コストをクライアン
トに満足できるレベルで届けられるかどうかにかかっています。

■ TOPICS：オンライン採用決定者数No.1

Indeedでは、私たちの成功は、究極的には「ユーザーが採用をつ
かむために、どこまで貢献できたか」によって測るべきことだと考
えています。米国にある代表的な応募者管理システムのひとつで
あるSilkRoadによるマーケット調査によると、「Indeed」が米国に
おけるオンライン採用決定数No.1との結果になりました。報告書
ではオンラインにおける「Indeed」の採用決定数はシェア65%と
あり、これはほかの競合他社の合計の約2倍の採用決定数シェア
となっています。極めて多くの求人情報、ユーザー、クライアントを
集めることにより、ほかの主要な求人広告の合計よりも多くの人が

「Indeed」を通じて仕事を得ています。＊ 出所：SilkRoad Sources of Hire 2017

65%

その他：35%

オンライン採用決定者数シェア*

Charles Schwab社
一般的な求人サイトの採用コスト
$2,000
Indeedの採用コスト

$245
Nokia社
会社平均に対して
採用コスト

74%減少

英国マクドナルド社
スポンサー求人への流入が

2,660%増加

General Dynamics社
「Indeed」上での
スポンサー求人利用から

3か月で5つの

ソフトウェアエンジニア職が
採用決定
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北村 吉弘
常務執行役員 兼  
メディア&ソリューション SBU 
SBU長 兼 株式会社リクルート 
テクノロジーズ 代表取締役社長

メディア&ソリューション事業 （メディア&ソリューション SBU）

SBU長インタビュー

■略歴
1997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
2009年 4月  ブライダルカンパニー 

カンパニーオフィサー
2010年 4月  美容情報カンパニー カンパニー長
2010年10月  美容情報カンパニー カンパニー長 

 兼 CAPカンパニーポンパレ事業 
推進室 推進室長

  ※ CAP：カスタマーアクションプラット
フォーム＝旅行・飲食・美容・学びなどの 
日常消費領域

2011年 4月  CAPカンパニー 美容ディビジョン  
ディビジョン長

2012年10月  株式会社リクルートライフスタイル  
執行役員

2013年 4月  株式会社リクルートホールディングス
執行役員 
株式会社リクルートライフスタイル  
代表取締役社長

2015年 4月  株式会社リクルートホールディングス  
常務執行役員（現任）

2016年 4月  メディア&ソリューション SBU  
SBU長（現任） 
株式会社リクルートテクノロジーズ  
代表取締役社長（現任）
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メディア&ソリューション事業 （メディア&ソリューション SBU）

SBU長インタビュー

■ テクノロジーを活用し、 
新たな価値を提供する

ロボットや自動運転の実用化、AIやIoTなどが
大きな注目を集めています。このようなテクノロ
ジーの進化が引き起こす世の中の急激な変化
を、第4次産業革命と位置付ける見方もありま
す。私たちの重要な事業基盤であるインターネッ
トやWEBサービスも、そうした社会やビジネス
の変化を支えるインフラとして発展を続けていま
す。その変化の速さは「重力」のように誰も抗うこ
とができません。そればかりか現実を追い抜い
てしまうほどの勢いで加速しています。

これまでは解決すべき課題やビジネスニーズと
いう現実があり、そこにインターネットやサービ
スを活用するケースが多かったのですが、昨今
はまず先にテクノロジーがあり、それが産業その
ものを変化させたり、新たな産業を生み出した
りするという順序の逆転が起きていると私は理
解しています。

最近、AIが人の雇用を奪うといったテクノロジー
のネガティブな側面がしばしば報道されていま
すが、その考え方には疑問があります。むしろ、
人が自分の能力を発揮することにより多くの時
間をかけ、機械が得意とする分野を徹底的に自
動化していく。そのためにこそ、こうしたテクノロ
ジーが活用できるのではないでしょうか。一言で
言えば、人とテクノロジーが仕事を分担する。そ

れによって生まれる価値を社会に提供していき
たいと考えています。

私たちが実践するリボンモデル、例えばユー
ザー自身がまだ気付いていない不安というマイ
ナスと、クライアント企業が抱えているけれど見
えていない問題点というマイナスを掛け合わせ
ることでプラスに転化し、社会に多様な機会を
生み出す。この方法論が第4次産業革命と言わ
れる時代においてますます大きな力を発揮する
と私は確信しています。

■ 可視化と最適化で 
あらゆる業界にアプローチ

日本の市場はこれから労働力人口が減っていく
と言われています。それは抗うことのできない事
実ですが、その対処の仕方は今後の日本の競争
力を高める上での試金石になると考えています。
そのためにもテクノロジーを駆使して、どの産業
においても生産性を上げていくことに、ビジネス
ユニットとして挑戦していきます。

当社グループでは、飲食や美容などの業界向け
に「Airレジ」というPOSレジのソリューションを
提供しています。これまでアナログで管理してい
たものをデジタル化することによって、営業終了
後の面倒なレジ締め作業が不要になり、また、自
動集計された売上データや商品別の売れ筋デー
タをもとに翌日以降の仕入などを的確に判断で
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きます。その結果、売上機会や食材のロスを少
なくして収益の最大化を図ることができます。ま
た、従来の面倒なレジ締め作業などが「やらなく
ていいこと」になり、その時間を、例えばSNSの
活用など「やらなければならないこと」に当てる
ことができるため、さらなる集客や売上アップに
もつながっていきます。つまり「やらなくていいこ
と」が増えるほど大きな価値が生まれるのです。

私たちのビジネスユニットが立ち上がって最
初に行ったことは、「やらなくていいことが増え
る」という価値を飲食・美容以外の市場に展開
したらどうなるかのリサーチでした。例えば、 

どの業界でもアルバイトのシフト管理には苦労
しているのではないでしょうか。希望のシフトに
エントリーしたのに、ほかの人と重複していたた
め「もっと働きたいのに働けない」シフトカットと
いう現象や、シフトが埋まらず「もっと人手が欲し
いのに集まらない」需給ギャップをデジタル化で
解消していくことができると考えています。

デジタルの力は、今まで見えなかったものを可
視化します。それだけでなく、見えたものを最適
化していくことも容易です。この可視化と最適化
をキーワードに、全ての産業やビジネスプロセ
スに対してアプローチしていくことを目指します。

産業の生産性を
イノベーティブに向上
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■ 一人ひとりの強みを束ねて 
競争優位性を築いていく

私たちの競争優位性の源泉は、社員一人ひとり
の「圧倒的な当事者意識」です。ただし、それは
最初からあるわけではないのです。人は、強い
好奇心を持って何かに取り組むとき、自ずと一生
懸命になります。当事者意識は、そのとき初めて
生まれるものだと思います。

入社したばかりの社員がいきなり、市場やビジ
ネスに対する好奇心を持とうと言われても、ス
ケールが大きすぎて無理でしょう。それよりも、ま
ず目の前にいるお客さま、ユーザー、クライアン
トといった個人のレベルで「この人が喜んでくれ
るのは、どんなことだろう」と考えることから、相
手に対する好奇心や貢献したいという熱意が生
まれ、それが当事者意識につながるのです。ちな
みに私のパワーの源泉は、誰よりも強い好奇心
だと自負しています。目の前に困難な課題がある

と、謎解きのようにワクワクする。そんな好奇心
というエンジンを大事にしたいのです。

また、社内で何かを新しく始めよう、あるいは今
までにない方法を試してみようとするとき、大抵

「できない」とか「無理だ」などの否定的な意見
が出ます。それは、最初から高い目標を掲げてい
るからなのですが、それよりもまずは、この否定
の壁をちょっと乗り越えてみる、そんな小さな挑
戦でいいから始めようと呼びかけています。以
前はビジネスユニットの人材開発委員会で社員
一人ひとりの「課題をどう克服するか」について
議論していましたが、今では「強みをどう伸ばす
か」という議論だけに集中しています。人を活か
そうと思ったら、好奇心を刺激したり、小さな挑
戦を促したりすることで、その人なりの強みを見
つける。そうした社員一人ひとりの強みが集積さ
れた結果、企業の競争優位性も築かれていく。こ
の方針の下でさらなる競争力の底上げを図って
いきます。
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■ 一人ひとりの強みを束ねて 
競争優位性を築いていく

私たちの競争優位性の源泉は、社員一人ひとり
の当事者意識です。ただし、それは最初からある
わけではないのです。人は、強い好奇心を持っ
て何かに取り組むとき、自ずと一生懸命になりま
す。当事者意識は、そのときはじめて生まれるも
のだと思います。

入社したばかりの社員がいきなり、市場やビジ
ネスに対する好奇心を持とうと言われても、ス
ケールが大きすぎて無理でしょう。それよりも、ま
ず目の前にいるお客様、ユーザー、クライアント
といった個人のレベルで「この人が喜んでくれる
のは、どんなことだろう」と考えることから、相手
に対する好奇心や貢献したいという熱意が生ま
れ、それが当事者意識につながるのです。ちな
みに私のパワーの源泉は、誰よりも強い好奇心
と自負しています。目の前に困難な課題がある

というエンジンを大事にしたいのです。

また、社内で何かを新しく始めよう、あるいは今
までにない方法を試してみようとするとき、必ず
「できない」とか「無理だ」とか否定的な意見が
出ます。それは、最初から高い目標を掲げている
からなのですが、それよりも、まずは、この否定の
壁をちょっと乗り越えてみる、そんな小さな挑戦
でいいから始めようと呼びかけています。以前は
ビジネスユニットの人材開発委員会でメンバー
一人ひとりの「課題をどう克服するか」について
議論していましたが、今では「強みをどう伸ばす
か」という議論だけに集中しています。人を活か
そうと思ったら、好奇心を刺激したり、小さな挑
戦を促したりすることで、その人なりの強みを見
つける。そうした社員一人ひとりの強みが集積さ
れた結果、企業の競争優位性も築かれていく。こ
の方針のもとでさらなる競争力の底上げを図っ
ていきます。
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対象クライアント業界の拡大を図るとともに、クライアントの業務
支援を実現する新規事業開発に注力し、提供サービスの拡大に
努めていきます。また、これら新規事業開発などへの投資を含めて
も、引き続き高いEBITDAマージンを維持しながら、売上高の安定
成長の継続を目指します。

中期戦略

対象クライアント業界と提供サービスの拡大

対 象クライアント業 界の 拡 大

提
供
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大

飲食業界 美容業界 旅行業界 住宅業界 ……

既
存
事
業

人材採用
（人材募集領域）

集客
（販促領域）

新
規
事
業

人事関連業務

顧客管理／
会計／決済

金融など
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■ 利用者数の拡大を推進

中小企業向け業務支援分野の「Airレジ」では、2017年3月期の登
録アカウント数が前年同期比約20%増の27万9,000アカウントと
なりました。また、飲食業界のクライアントを中心に、レジ機能を含
む複数のサービスをパッケージ化し、月額課金を開始しており、順
調なスタートを切っています。
加えて、飲食分野の「ホットペッパーグルメ」では、2017年3月期の
ネット予約人数が前年同期比約38%増の5,153万人、美容分野の

「ホットペッパービューティー」では、ネット予約件数が前年同期比
約36%増の6,138万件となり、順調に拡大しています。
さらに、進学分野の「スタディサプリ」では、2017年3月期の高校
生向けサービスの有料会員数が前年同期比約46%増の約24万
4,000人となり、大幅に拡大しました。今後も既存事業、新規事業
分野において、利用者の拡大に注力していきます。

■ TOPICS：日本国内での多様な働き方へのチャレンジ

少子高齢化により労働力人口の減少が予測される日本では、潜在
労働力の一つとして女性の社会進出が望まれています。
2015年にスタートした「iction!（イクション）」は、「子育てしながら
働きやすい世の中を、共に創る。」をキーワードに、国内の求人領
域・派遣領域の事業会社横断でプロジェクトを推進しています。育
児をしながら短い時間でも働ける短時間のジョブ創出に取り組み、
2017年3月末時点で、14.5万件の短時間ジョブを提供しています。
また、スキルを活用し限られた時間で成果を出す働き方「ZIP 
WORK」にも取り組み、育児だけでなく、介護や副業などさまざま
な時間的制約がある方への機会を提供し、多様な働き方を促進し
ています。

「 Airレジ」アカウント数 ［万］

「ホットペッパーグルメ」
ネット予約人数 ［万件］

「ホットペッパービューティー」 
ネット予約件数 ［万件］

「スタディサプリ」 
高校生向けサービスの
有料会員数 ［万人］

2016.3

2016.3 3,729

4,501

16.7

23.3

2016.3

2016.3

2017.3

2017.3

2017.3 5,153

6,138

24.4

27.92017.3
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本原 仁志
常務執行役員 兼 
グローバル派遣 SBU SBU長 兼 
CSI, Staffmark, 
Advantage Resourcing 
America&Europe, 
Peoplebank, 
Chandler Macleod, USG People, 
リクルートスタッフィング, 
スタッフサービス 
Chairman

人材派遣事業 （グローバル派遣 SBU）

SBU長インタビュー

■略歴

1983年11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

1998年 4月  マーケティング局 局長 兼 
経営企画室 エグゼクティブプランナー

1999年 4月  スタッフ部門 事業統括室  
エグゼクティブマネジャー

2001年 4月  株式会社リクルート 執行役員
2003年 6月  株式会社リクルートスタッフィング 

代表取締役社長
2006年 4月  株式会社リクルート 常務執行役員
2007年12月  株式会社スタッフサービス・ホール

ディングス 代表取締役社長
2009年 6月  株式会社リクルート 取締役 兼  

常務執行役員
2010年10月  The CSI Companies, Inc. 

Chairman（現任） & CEO
2011年10月  Staffmark Holdings, Inc. 

Chairman（現任）
2011年12月  Advantage Resourcing America, Inc.  

Chairman（現任） & CEO
  Advantage Resourcing Europe 

B.V. Chairman（現任） & CEO
2012年 6月  株式会社リクルート 常務執行役員
2012年10月  株式会社リクルートホールディングス 

常務執行役員（現任）
2015年 2月  Peoplebank Australia Ltd. 

Chairman（現任）
2015年 4月  Chandler Macleod Group 

Limited. Chairman（現任）
2016年 4月  グローバル派遣 SBU SBU長（現任）
  株式会社リクルートスタッフィング 

取締役・取締役会議長（現任）
  株式会社スタッフサービス・ホールディ

ングス 取締役・取締役会議長（現任）
2016年 6月  USG People B.V. Chairman（現任）
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人材派遣事業 （グローバル派遣 SBU）

SBU長インタビュー

■ 世界に共通する派遣事業の価値を届ける

私たちには「多くの人への仕事の提供を通じて
社会に貢献する」という思いがあります。この思
いのもとで、当社グループの人材派遣事業は日
本国内で多くの成果を挙げてきました。そうした
事業で確立した経営手法とそこから生まれる社
会的価値は、グローバル市場でも普遍性を持つ
と考え、2010年から海外の人材派遣会社に対す
るM&Aを活発に行っています。

私たちが提供する社会的価値は、各国の求職者
（ユーザー）と人材を求める企業（クライアント）
の双方に対して最適なマッチングを行い、就業
機会を増やすことから生まれます。ユーザーの
視点に立つと、例えば世界的な傾向として若年
層の失業率の高さが問題となっていますが、人
材派遣事業はそうした若年者や就業未経験者
が仕事に就く最初のステップとして役立ちます。
また、さまざまな理由から働く時間や場所に制約
されない柔軟な働き方を求める人たち、さらに、
企業に所属することなく、自分の豊富な経験や
高いスキルを活かせる仕事がしたいという人た
ちにとっても、人材派遣という就業の仕組みは
重要です。一方のクライアントの視点に立てば、
必要なとき必要な場所に必要な人材が集まる、
つまりフレキシブルな労働力の確保は、生産性
向上に欠かせません。また、競争力を高めるた
めに、より専門性の高い人材を獲得したいとい
うニーズもあります。これに加え、私たちがユー

ザーとクライアントの仲介をすることで、企業に
とって負担の大きい採用プロセスの効率化や
トータルコストの適正化も図れます。こうした価
値の提供によって、変化する世界の労働環境に
おける多様な働き方をサポートしています。

■ 日本国内で確立した経営手法を活かす

私たちが海外でM&Aを行う際には、現地のマー
ケットに精通した地元企業をM&Aし、日本国内で
培った事業運営の知見を導入するという考え方
が基本にあります。M&Aをした人材派遣会社は、
いずれも現地で高いステータスを持つローカル
ブランドとして人々から信頼されていますから、そ
うしたブランドの価値を尊重し、原則として事業
運営をM&A前の経営陣に任せているのです。そ
こに私たちが持ち込む唯一のものが、「ユニット
経営」という手法です。これが現地企業の力を引
き出し、より良いサービスと従業員の努力によっ
て会社に利益をもたらすことを可能にします。

「ユニット」は会社を小さな組織単位に細分化し
たもので、それぞれにユニットリーダーを任命
し、権限を委譲します。最も重要な経営指標は
EBITDAマージンの改善であると明確に位置付
け、これを意識しながら全従業員がサービスの
前後のプロセスも意識してユニットを運営しま
す。経営陣と従業員が同じ指標を共有し結果に
コミットすることで従業員の経営意識も非常に
高まりますし、意思決定もスピードアップするの
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社、豪州の「チャンドラーマクラウド」、「ピープル
バンク」の各社、さらに欧州では「USGピープル」
を傘下に収め、SIA発表による「Largest Global 
Staffing  Firms 2016」では世界の人材派遣市
場におけるシェアランキングでは業界第5位のポ
ジションにいます。私たちは人材派遣におけるさ
らなる成長を目指して今後もM&Aを推進してい
きます。

私たちはM&Aを検討する前提条件として、買収
をする企業が「ユニット経営」によって企業価値
の向上を実現するという私たちの考え方に賛同
し、深く理解してくれるかということを重視してい
ます。また、私たちが加わることで、その会社の経
営そのものを改善できる余地が本当にあるのか
ということも、しっかりと見きわめなければなら
ないのです。買収後には、経営陣、マネジャー層
との対話を集中的に行い、「ユニット経営」の浸
透を行います。多くの場合、直ちに、各部門のリー
ダー・メンバーから業務の改善案が出始めます。

買収後の体制としては、私がChairmanとなり、
原則として買収前から居る経営陣に事業運営を
託します。駐在員は最小限とし、本社のお目付け
役ではなく現地トップの部下として配属します。
私もそのライン構造を守り、駐在員と相談して何
かを進めるということはしません。また本社機能
の役割を最小限にとどめて、現場は事業執行に
集中できるようにします。本社の複数の機能への
レポート作りに忙殺されることを防ぐのです。こ
うした環境で、現地の幹部を心底信じて任せる、
その上で結果が出ないときは進退をはっきりさ
せることが大切です。このように、経営そのもの
を進化させることが、事業そのものの成長にとど
まらず、そこで働く従業員・派遣スタッフにとって
も非常に重要だと考えます。

今後もユニット経営の展開を通じて、業績は勿
論のこと、社会的な価値という面でも世界をリー
ドする人材派遣事業へと成長させることができ
ると確信しています。

です。また、この取り組みが円滑に回るように、経
営陣は常に現場リーダーやチームメンバーの自
主性を尊重し、オープンで開放的な企業風土を
作り、情報の透明度を高くするよう努力しなけれ
ばなりません。つまり「ユニット経営」は徹底的に
経営陣や従業員のやる気を引き出すシステムな
のです。

では、なぜ他社はこの「ユニット経営」を実現で
きないのか。要因はいくつかありますが、一言で
言えば、「信じない」、「やりたくない」ということ
です。まず、売上成長やシェアアップを求めない
ので、多くの経営陣は不安になり、懐疑的になり
ます。また、形だけユニット単位に運営を区分し

ても、そこに現場感覚を豊富に持つ経営トップ
が参加し、必要に応じて各論の指示を出せるよ
うでないと本物の「ユニット経営」はできません。
本社費用・間接費用を配賦することに躊躇してし
まう会社もありますが、これは間接費用に現場か
らのチェックを効かせる機会を逃すことになりま
す。結局、自社内に成功事例が作られるまで、幹
部も現場も信じない、信じないから始まらないと
いうことが起きるのです。

■ M&Aを成功させるガバナンス

現在、当社グループは北米のThe CSI Companies、
Staffmark、Advantage Resourcingの各社、豪州

「ユニット経営」を世界に広げる
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社、豪州の「チャンドラーマクラウド」、「ピープル
バンク」の各社、さらに欧州では「USGピープル」
を傘下に収め、SIA発表による「Largest Global 
Staffing  Firms 2016」では世界の人材派遣市
場におけるシェアランキングでは業界第5位のポ
ジションにいます。私たちは人材派遣におけるさ
らなる成長を目指して今後もM&Aを推進してい
きます。

私たちはM&Aを検討する前提条件として、買収
をする企業が「ユニット経営」によって企業価値
の向上を実現するという私たちの考え方に賛同
し、深く理解してくれるかということを重視してい
ます。また、私たちが加わることで、その会社の経
営そのものを改善できる余地が本当にあるのか
ということも、しっかりと見きわめなければなら
ないのです。買収後には、経営陣、マネジャー層
との対話を集中的に行い、「ユニット経営」の浸
透を行います。多くの場合、直ちに、各部門のリー
ダー・メンバーから業務の改善案が出始めます。

買収後の体制としては、私がChairmanとなり、
原則として買収前から居る経営陣に事業運営を
託します。駐在員は最小限とし、本社のお目付け
役ではなく現地トップの部下として配属します。
私もそのライン構造を守り、駐在員と相談して何
かを進めるということはしません。また本社機能
の役割を最小限にとどめて、現場は事業執行に
集中できるようにします。本社の複数の機能への
レポート作りに忙殺されることを防ぐのです。こ
うした環境で、現地の幹部を心底信じて任せる、
その上で結果が出ないときは進退をはっきりさ
せることが大切です。このように、経営そのもの
を進化させることが、事業そのものの成長にとど
まらず、そこで働く従業員・派遣スタッフにとって
も非常に重要だと考えます。

今後もユニット経営の展開を通じて、業績は勿
論のこと、社会的な価値という面でも世界をリー
ドする人材派遣事業へと成長させることができ
ると確信しています。

のPeoplebank、Chandler Macleodの各社、さらに
欧州ではUSG Peopleを傘下に収め、SIA発表による

「Largest Global Staffing Firms 2016」の世界の
人材派遣市場におけるシェアランキングで、業界第
5位のポジションにいます。私たちは人材派遣にお
けるさらなる成長を目指して今後もM&Aを推進して 
いきます。

私たちはM&Aを検討する前提条件として、対象
企業が「ユニット経営」によって企業価値の向上
を実現するという私たちの考え方に賛同し、深く
理解してくれるかということを重視しています。ま
た、私たちが加わることで、その会社の経営その
ものを改善できる余地が本当にあるのかという
ことも、しっかりと見極めなければならないので
す。M&A後には、経営陣、マネジャー層との対話
を集中的に行い、「ユニット経営」の浸透を行いま
す。多くの場合、直ちに、各部門のリーダー・メン
バーから業務の改善案が出始めます。

M&A後の体制としては、私がChairmanとなり、
原則としてM&A前からいる経営陣に事業運営を
託します。駐在員は最小限とし、本社のお目付け
役ではなく現地トップの部下として配属します。
私もそのライン構造を守り、駐在員と相談して何
かを進めるということはしません。また、本社機
能の役割を最小限にとどめて、現場は事業執行
に集中できるようにします。本社の複数の機能
へのレポートづくりに忙殺されることを防ぐので
す。こうした環境で、現地の幹部を心底信じて任
せる、その上で結果が出ないときは進退をはっ
きりさせることが大切です。このように、経営その
ものを進化させることが、事業そのものの成長
にとどまらず、そこで働く従業員・派遣スタッフに
とっても非常に重要だと考えます。

今後もユニット経営の展開を通じて、業績はもち
ろんのこと、社会的な価値という面でも世界を
リードする人材派遣事業へと成長させることが
できると確信しています。
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中期戦略

北米、欧州、豪州子会社において、2016年3月期から2017年3月期
にかけてのEBITDAマージンが順調に伸長しました。引き続き、グ
ローバル規模でEBITDAマージンの改善を推進します。
さらに、M&Aを通じて2020年を目途に海外派遣売上収益1兆円を
目指していきます。

■「ユニット経営」の浸透

マーケット特性の違いに応じて組織を区分する「ユニット経営」を
行っています。各ユニットをひとつの企業・事業体とみなし、ユニッ
ト長に権限を委譲することで各ユニットが利益の最大化を目指し、
マーケットに最適な戦略を立案・実行していきます。派遣事業には、
通常の生産性改善手法が適用しにくい、いくつかの理由がありま
す。それは①派遣スタッフの労働そのものが「商品」となるので、事業
者としての差別化が難しいこと、②派遣スタッフへの給与が大部分
を占めるため、原価を低減する余地が小さいこと、③近隣で仕事を
探す人を主な対象とするサービスであるため、広域に画一的な事業
運営を展開するという形で効率の追求ができないこと、などです。

ユニット経営

効果

①生産性の持続的な改善
　—  さまざまなタスクの 

優先順位を明確化
　—  個々の継続的な努力により 

目標を達成
　—  ユニット内の個々人の 

モチベーションを高める
②人材育成・保持

③環境変化に対応する能力

シンプルな目標

CEO
全社のEBITDA 
マージン改善

高い透明性
— ユニット単位でPL作成
— 各ユニットのPL／KPIを全社に共有

— グループをユニット化
— ユニット長に権限委譲

日本子会社
2017.3

2016.3

2015.3

2014.3

2013.3

北米子会社
2017.3

2016.3

2015.3

2014.3

2013.3

欧州子会社
2017.3

2016.3

豪州子会社
2017.3

2016.3

［%］

7.0 

7.0 

7.0 

6.6 

7.2 

［%］

6.3 

5.5 

5.5 

5.0 

4.3 

［%］

4.5 

2.7 

［%］

3.6 

2.8 

※北米、欧州、豪州子会社については
　各社数値の単純合算により算出

＊ USG Peopleが通年で連結業績貢献をしていた場合の
概算値

2020年目途

2017.3

2016.3

2015.3

2014.3

2013.3

10,000+

6,052

4,758

2,856

2,538

2,095

約7,600*

グローバル規模で 
EBITDAマージンの改善を推進

2020年を目途に 
海外派遣売上収益1兆円を目指す

［億円］

Unit
D

Unit
C

Unit
B

Unit
A

ユニット長
各ユニットのEBITDA 

マージンの改善
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地域別売上高*1、2

このような事業において生産性を高めて利益を確保するために
は、現場ごとのきめ細かい改善を積み上げることが必要であり、そ
のためには「ユニット」ごとの自律的な経営の仕組みを取り入れる
ことが最適なのです。

「ユニット経営」により所属する従業員一人ひとりの主体性が高ま
り、経営意識も芽生え、意思決定のスピードアップを図ることが可
能になります。

■ TOPICS：人材派遣事業ポートフォリオ拡大の歴史 

当社グループは派遣事業の海外展開を始めるにあたり、40兆円
の派遣市場の約7割を占める先進経済各国、具体的には日本に加
え、北米、豪州、欧州をターゲットに置きました。
2010年のThe CSI Companiesに始まる海外でのM&Aの結果、現
在では日本4,634億円、欧州3,743億円、北米2,374億円及び豪州
1,556億円という、本事業における展開ターゲットである世界の主
要な派遣市場を幅広くカバーするポートフォリオを構築するに至り
ました。

＊1 2017年3月期の売上高の合計値
＊2 北米、欧州、豪州子会社については各社数値の単純合算
＊3 USG Peopleが通年で連結業績貢献をしていた場合の 概算値

日本

4,634億円
リクルートスタッフィング
スタッフサービスグループ

豪州

1,556億円
Peoplebank Australia Ltd

Chandler Macleod Group Limited

欧州

3,743億円*3
Advantage Resourcing Europe B.V.

USG People B.V.

北米

2,374億円
Attèrro, Inc.

Anteo Group, LLC
Advantage Resourcing America, Inc.

Staffmark Holdings, Inc.
The CSI Companies, Inc.
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