
事業概要 オペレーション数値
従業員数

2019年3月期
業績（前年同期比）

Indeedは、 アグリゲート技術と独自の検索アルゴリズムを活用し、ユーザーが
最適な求人情報をIndeedで一元的に検索できるようにすることで、求職者に
とって効率的な求職活動をサポートしています。Indeedでは、企業ウェブサイト、 
求人広告サイトおよびIndeedに直接掲載された求人情報などから最も適切な
求人情報を検索することが可能です。Indeed上での求人広告や採用関連サー
ビスを通して、中小企業を含むクライアントに対して複数の従量課金型の料金プ
ランを提供し、企業の求人活動を支援しています。さらに、Indeedに登録された
履歴書の閲覧や、新たに開始した人材紹介サービスなどを通じて、クライアント
企業が直接適切な候補者を探すことができるサービスも展開しています。
Indeedは2004年に創業、2012年に当社の子会社となりとました。現在、世界
60か国でサービス展開を行い、14か国29都市にオフィスを展開しています*2。

月間ユニーク
ビジター数

2.5億人以上*4

履歴書登録件数　
1.5億件以上*3 

 
従業員数
9,500人*3 

売上収益
3,269億円

（+49.6％）

EBITDA
474億円

（+55.0%）
Glassdoorは求人情報とユーザーの投稿による企業レビューや給与情報な
ど独自のデータベースを展開し、企業の透明性を高めることによってユーザ
ーの求職活動を支援します。Glassdoorの企業クライアントは求人広告や企
業ブランディングなどを含む人材採用ソリューションを利用することによって
大規模な採用活動を実施することができます。
Glassdoorは2007年に創業し、2018年に当社の子会社となりました。

月間ユニーク
ビジター数

6,000万人以上*5

従業員数
約960人*3  

HRテクノロジーSBUは、 オンライン求人情報専門検索サイトIndeedおよびオンライン求人広告・企業情報
サイトGlassdoorに関連する事業で構成され、直近では当社グループの全SBUの中で最も高い成長率を
維持してきました。米ドルベースの売上*１は、2016年3月期の7.7億米ドルから2019年3月期には29.4億
米ドルと4倍近く増加しました。

■中期戦略

主力事業であるオンライン求人広告事業でグロー
バル市場におけるさらなる拡大を進めていきま
す。引き続き、最先端のテクノロジーやオートメー
ション技術に投資を行うことにより、個人ユー
ザーの求職活動をよりシンプルにすること、企業
クライアントの１人当たりの採用コスト（Cost-

per-hire）の効率化に貢献することを目指します。
そのために、採用プロセスの効率化に資するさ
まざまな新規事業の開発やM&Aの検討・実行も
行っていきます。
また、HRテクノロジー分野における経験や専門

■世界に広がるHRテクノロジー事業のネットワーク*6

2006年創業のAustin Capital Bankは、米国に
おける金融ビジネスのイノベーションを牽引する銀
行のひとつです。事業が急成長を遂げるなか、社
長 兼CEOのErik Beguin氏とCOOのStephanie 

Rankin氏は、履歴書の山を目の前に、大量の応
募者の選定に頭を悩ませていました。そこで彼らが
注目したのが Indeed Hireです。担当の採用スペ
シャリストが即座に彼らのニーズを把握し、同社に
適した候補者を素早く選定しました。

「Indeed Hireを活用したことで、時間を大幅に節
約できた上に、採用プロセスがより充実したものに
なりました」とBeguin氏。「効率的で、料金もリー
ズナブル。採用活動が楽になり、経営における重

HRテクノロジーSBU

要業務に集中することができるようになりました。
今後もIndeed Hireを活用する予定です」。

Indeed Hireにつ い て、Indeedの ゼ ネラル マ
ネジャーの 西 村 崇 は、「“We help people get 

jobs”というミッションを掲げるIndeedの次の事
業進化を支えるプロダクトにしていきたい」と語り
ます。従来の人材紹介サービスよりコストを抑え
たソリューションで企業に貢献するとともに、より
多くの求職者が自分に合った仕事を見つけやすく
することを目指しています。Indeedの技術とデー
タで採用プロセス全体を大幅に簡素化するととも
に、採用スペシャリストが採用成功まで伴走しま
す。多くの求人企業のニーズと合致したシンプル
な成果課金型を提供するとともに、当社の採用ス
ペシャリストがまるでクライアント企業の採用チー
ムの一員のような役割を果たします。このような革
新的なアプローチにより、進化を続ける人材ビジ
ネスの最前線に立ち、個人の求職活動と企業の
採用活動の双方をサポートするという私たちの役
割をさらに進化させ、拡大していくことができると
考えています。

知識を活用して、メディア＆ソリューションSBUや
人材派遣SBUとも連携することにより、グループ
全体の人材マッチング市場における生産性向上
に貢献していきます。
IndeedとGlassdoorの連携により、世界各国の主
要市場において事業を拡大することで、より多くの
求職者と求人企業を支援することができるよう取り
組んでいきます。米国以外における売上は、2019

年3月期にはHRテクノロジーSBU全体の約3割を
占め、今後も拡大していくと見込んでいます。

*1 現地決算数値であり、IFRSに基づく当社連結決算数値に含まれる数値とは異なります
*2 2019年3月末時点　*3 2019年6月末時点　*4 Google Analyticsに基づく2019年4 ～6月における月間平均数
*5 Google Analyticsに基づく2019年4 ～6月におけるピーク数
*6 2019年8月末時点

■事例紹介　 

 Austin Capital Bank：Indeed Hireで採用活動を大幅に効率化

サービス展開国 

Indeedのオフィス

Glassdoorのオフィス

  人材マッチング市場の詳細は、P19-20をご覧ください
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成長期にあるIT企業にとって最大の課題のひとつ
は、サービスの拡大と強固なリスク管理を両立させ
ることです。事業現場の新しい挑戦がなければ、ビジ
ネスの拡大は見込めません。より多くの価値を提供
するために、事業推進者の視点や目的を理解した上
で、法規制の遵守も含めた最適なリスク管理・対策
を行うことが私たちに求められる重要な役割です。

HRテクノロジーSBUとしても独自のリスクマネジメ
ント委員会を設置し、リクルートホールディングスの
リスクマネジメント委員会に報告しています。これに
より、HRテクノロジーSBUの優先課題としてリスク
マネジメントを扱う体制を整えています。さらにこの
SBUのリスクマネジメント委員会の配下には、プロ
ダクト、法務、データプライバシー、エンジニアリング
などの各重要分野のスペシャリストが参加するサブ
コミッティー（分科会）を設けています。これにより、
経営陣も含めたSBUのキーパーソンがリスク面で
の優先課題を認識・評価し、迅速かつ優先的に対応
策を実行することが可能になるのです。

革新的なテクノロジーで
仕事探しをもっと簡単に

■「もっと良い方法はないのか？」

リクルートグループは創業から約60年間にわたり、
変わり続ける人材業界のニーズに合わせ、人材ビジ
ネスを絶えず進化させてきました。そのなかで常に私
たちが大切にしてきたことは、「もっと良い方法はな
いのか？」と問い続けることです。テクノロジーを活用
して個人の求職活動と企業の採用活動をシンプル
かつ効率的に進化させるHRテクノロジー事業は、そ
の問いに対する答えのひとつです。

私たちは、2012年のIndeed買収により、この分野
に本格参入しました。ひと昔前の仕事探しを思い出
してみると、情報誌やウェブサイトなどあらゆる媒体
に散在している求人情報を求職者自らが逐一探し
に行かなければならない、大変骨が折れるものでし
た。2004年に創業したIndeedは、独自のテクノロ
ジーで、インターネット上に散らばる求人情報を自
社サイトに一元化し、仕事探しを格段に効率化しま
した。この便利さのおかげで、現在では米国のみな
らず世界60か国以上の人々の仕事探しを格段にシ

ンプルにすることができるようになりました。
さらに、2018年に買収したGlassdoorは、職場環境
の評価や給与情報など、仕事選びに役立つ「口コミ
情報」を提供することで、求職活動に透明性をもた
らしています。
IndeedとGlassdoorは、個人ユーザーの求職活動
と企業クライアントの採用活動をどうすればもっと
効率化できるか、という共通の目的に向かっていま
す。各社が持つ強みとテクノロジーを活かし、今後
も連携しながらより良い方法を追求していきます。

■「オンライン求人広告」のその先へ

私たちのコアビジネスであるオンライン求人広告
サービスは、ここ数年で著しく成長を遂げました。今
後も世界各国でマーケティング活動やプロダクト
開発に取り組み、グローバル規模で事業を拡大して
いきます。それと同時に、既存のオンライン求人広告
ビジネスの枠を超える新たな市場への進出も模索
していきます。

例えば、人材紹介の市場は、オンライン求人広告に
比べて規模が大きく、私たちのテクノロジーが貢献
できる余地は大きいと捉えています。2016年に開始
したサービスIndeed Hireは、まさにこの新たな挑
戦の第一歩です。このサービスは、リクルートグルー
プが養ってきた顧客接点の知見・強みを活かしな
がら、これまで何百通もの履歴書を読んでいた企
業の採用担当者の作業を自動化することにより、採
用活動全般をサポートするサービスです。

■ M&Aによる新たな機能・テクノロジーの獲得

私たちはまた、M&Aを通じて既存のプロダクトや
サービスを進化させてきました。例えば2017年に
は、語学・技術・経理・マーケティングなどのさまざ

■M&A戦略とリスクマネジメント

M&A戦略を加速させてきたHRテクノロジーSBU
においては、新たに加わった子会社も含めて、デー
タマネジメントや法令遵守などのリスクマネジメン
トの実効性を確保することも最も重要な項目のひ
とつです。そのため、リスクマネジメント上重要な分
野における新たな活動の報告や、事前に取り決め
たリスクに対する対応策の実施、そのための従業
員研修の導入などを義務付け、各子会社の取り組
み状況を適切にモニタリングすることで、リスクマ
ネジメントの実効性を高めています。

■エンジニアと連携しサイバーセキュリティを強化

HRテクノロジーSBUにおけるリスクマネジメント、
特にサイバーセキュリティ面においては、高度な技
術を備えたエンジニアとの連携が不可欠だと考え
ています。そのため、サイバーセキュリティの方針策
定や、対応策の最適な運用・実行において、Indeed
やGlassdoorのエンジニアが、リスクマネジメント
部門と緊密に協働しています。法律・プライバシー・
セキュリティなどの専門家とエンジニアが、事業現場
と協働しながらすべてのプロダクト・サービスのリス
クを精査し、各国・各地域の法令遵守を徹底するこ
とで、世界中で展開するHR事業現場とテクノロジー
SBUの事業を支えています。

SBU長メッセージ
出木場 久征
取締役 兼 専務執行役員 兼 CSO 兼 CRO 兼 COO 兼 HRテクノロジーSBU 担当

リスクマネジメント
ローウェル・ブリックマン（Lowell Brickman） 
リスクマネジメント・エグゼクティブオフィサー、HRテクノロジーSBU 兼 ゼネラルカウンシル・セクレタリー、Indeed

まなスキルを簡単にオンライン査定できるツールを
提供する会社をグループに加え、2018年にIndeed 

Assessmentsというサービスを開始しました。スキ
ルレベルが即座に把握できるため、個人ユーザー
にとっては自身により合った仕事探しを、企業クライ
アントにとっては採用に要する時間の大幅な節減
を可能にしました。
人材業界は、今この瞬間も急速に変化し続けてい
ます。特にマシンラーニングなどの技術の進化が

目覚ましく、業界にとっては非常に刺激的な時代を
迎えています。私たちの目標は、革新的なテクノロ
ジーを活用し、求職活動・採用活動のあらゆる「不」
を解消して効率化を実現し、人々の人生をより豊か
なものにするために貢献することです。あらゆる変
化を成長機会に変えてきたグループの強みを活か
し、私たちの成長がグループ全体の成長を牽引で
きるよう、革新の創出に挑戦し続けていきます。

  グループ全体のリスクマネジメントについては、P79-80をご覧ください
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Indeedでは「We help people get jobs」という
ミッションを大切にしています。多くの方々にとっ
て、仕事とは、家族や健康に次いで大切な人生の
基盤であり、このミッションに取り組むことが私た
ちの社会貢献であると考えています。

このミッションの根幹には、2つの大切な理念があ
ります。まずは「求職者第一主義」です。Indeed

では、プロダクトや事業の判断において、常に求
職者にとって何がベストかを問いかけます。当たり
前に聞こえるかもしれませんが、本当に重要な考え
方です。この理念に基づき、私たちは全世界の何
百万件もの求人情報を一元化し、個人に適した仕
事探しを迅速かつ簡単にすることに成功してきたの
です。もう1つの理念は、「採用企業に最高の価値
を」です。当社は、pay-per-performance（従量
課金型）のビジネスモデルを主軸にしています。実
際に効果を提供できなければ収益にはなりません。
そのため、企業クライアントと変わらぬ熱意を持
ち、より良い採用成果をともに目指しています。こ
の2つの理念がIndeedの競争優位性であり、リク
ルートグループが大切にする価値観（バリューズ）
のひとつでもある新しい価値の創造（Wow the 

World）につながると考えています。

Indeedの最大の強みは従業員であると考えていま
す。彼らはIndeedの一員として誇りをもって働いて

■困難な状況にいる人々の仕事探しを応援

Indeedは国際NPOのGoodwillと協力して、2024
年までに障がいや生活苦、犯罪歴などにより困難
な状況にある求職者100万人の仕事探しの支援を
行うことを宣言しました。Indeedは、Goodwillの
求職者にオンラインアセスメント、イベント管理、研
修ツールを提供しています。

■アスリートのキャリア構築をサポート

Indeedは、2020年東京オリンピックのアイルラン
ド代表選手団と公式なパートナー契約を結びまし
た。アスリート委員会と協働し、アスリートが競技
活動を続けながら、長期的なキャリアを構築できる
よう、ワークショップや相談会、職業紹介などの活
動を実施しています。

■ Earth Day（アースディ）と
　Go Green（ゴーグリーン）活動

従業員向けの環境活動である「アースデイ」と
「ゴーグリーン」には、多くの従業員が積極的に
参加しています。ゴミ拾いや生態系を再構築する
ための植樹などを通じて、環境意識の醸成を目指
しています。

さまざまな社会貢献活動や社内
の多様な組織づくりに取り組ん
でいます。

Indeedの
サステナビリティ

います。Indeedを支えているのは、ミッションを追
求し続けるなかで起こる、継続的なイノベーション
です。それには、従業員が職場でクリエイティビティ
や起業家精神を存分に発揮できる環境が欠かせま
せん。私たちがサービスを提供する相手は、世界
中のあらゆる人たち。だからこそ、イノベーション
にはダイバーシティ＆インクルージョンが重要な鍵
を握ります。私たちの経験と考えが多様化すれば
するほど、新たな問題を的確に把握し、解決できる
ようになるのです。

また、リクルートグループの一員であることが、私たち
の競争優位性を高めていると考えています。リクルー
トは、1960年代から度々大きな変貌を遂げながら事
業を行ってきました。この経験があるからこそ、長期的
なサステナビリティや成長について、本質を捉えた考
え方ができます。また、私たちはリクルートグループの
権限委譲型M&Aの成功パターンからも学びを得てい
ます。リクルートホールディングスが親会社になってか
らも、Indeedはそれまでと同じミッションを掲げ、変わ
らぬ取り組みに重点を置き、自律的な経営で発展して
きました。これを参考に、Indeedが買収した企業に同
じ手法を用いています。今はIndeedにとって非常に
チャレンジングな時代です。現在の事業拡大を続けな
がら、人材紹介業など新たな市場でイノベーションの
先駆者となり、世界中のより多くの人たちの生活の向
上に貢献していきたいと考えています。

■ The Orange Chair

すべての会議室に必ず1脚だけオレンジ色の椅
子が置いてあります。これは、Indeedの理念のひ
とつである「求職者第一主義」の象徴です。創業
からまだ日が浅かったある日、現CTOのAndrew 

Hudsonは、このミッションを常にプロダクトの中
心に据えるべきだと考え、何かを決断するときには
必ず「求職者にとって何がベストか」と自問するよ

Indeed CEOメッセージ
クリス・ハイムス（Chris Hyams) CEO、Indeed

 *1 Google Analyticsに基づく2019年4～6月における月間平均数

うチームメンバーに働きかけました。そして、「この
会議に求職者が同席していたとして、私たちはその
求職者に対して恥ずかしくない意思決定をしている
のか？」を日々意識し続けるための仕掛けとして、
オレンジ色の椅子をすべての会議室に置くようにし
たのです。それ以来、このオレンジの椅子の存在は
メンバーが常に求職者のことを一番に考えること
につながり、Indeedは2.5億人以上*1の月間ユニー
クビジター数を誇るプロダクトにまで成長しました。

アースデイとゴーグリーン活動

アスリートのキャリア構築をサポート
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「To help people everywhere find a job and 

company they love（すべての求職者が、心から
好きになれる仕事と職場に出会えることに貢献す
る）」というミッションは、私たちの事業と従業員に
とって、非常に重要な指針です。Glassdoorが誕
生するまで、求職市場には透明性がほとんどあり
ませんでした。しかし今では、求職者が私たちの提
供する情報を参考に仕事選びができるようになり、
それが世界各国の職場環境の改善と公正な給与
水準の確保につながっています。
2018年にリクルートグループの一員となりましたが、
私たちのミッションが「まだ、ここにない、出会い。」
というリクルートグループのミッションとぴったり合う

■賃金の公平性（Fair Pay）を提唱

Glassdoorは、世界全体での賃金の公平性の提
唱と啓発に力を入れています。また、同一労働同一
賃金の導入を促進するため、経済関連の調査結果
を公表する他、数多くのイベントも開催しています。
Glassdoor社内においても給与の公平性に注力し
ており、2019年6月現在において、Glassdoorの
従業員における給与の男女差はありません。

■人材獲得と人事戦略に関するセミナー

人事領域の専門家とのセッションを通して、求人企業
が人材採用や人事戦略について学び、スキルに磨き
をかけるイベント「Glassdoor Recruit」を年に1回開
催しています。2018年は、「多様性に富んだ職場づく
り」や「差別や偏見にとらわれない優秀な人材の採
用」 などの多彩なテーマを取り上げました。

■「自転車通勤の日」でCO2削減

Glassdoorでは、従業員に自転車通勤を奨励し、
年に1回「自転車通勤の日」を設けています。毎年、
世界各国の従業員がこのイベントに参加し、CO2

の削減・環境保全に貢献しています。

■全従業員を対象としたアンコンシャスバイアス研修

全従業員が自身について理解し、周囲の人たちと
心を通い合わせることができる職場づくりを目的
に、アンコンシャスバイアス研修を行っています。
また、この研修で得た知見は、サービスの開発・
提供を行う上で、ユーザー一人ひとりのニーズを
より的確に理解することにつながっています。

Forrester Researchは、世 界で 最も影 響 力の
ある調査会社のひとつです。この会社の原動力
は、既存のビジネスを改善していく才気と勇気を
持った大変優秀な社員たちです。新たに採用した
社員の91％がGlassdoorを利用していたことが
わかったことをきっかけに、Forrester Research

は会社のありのままの姿を述べる場として社員に
Glassdoorを活用してもらいました。その結果、
Glassdoor上のスコアが24%上昇したことに加
え、求職者からの認知度は325%アップしました。

Glassdoorの
サステナビリティ

ことは当初から明白でした。また、各子会社のユニー
クネスを称え、自律的な経営を促すリクルートグルー
プの姿勢のおかげで、私たちは独自の強みを活かし
て目標の達成を追求することができます。それが優秀
な人材のリテンションにも効果を発揮しています。

今後は、海外進出がGlassdoorの成長の主な牽引役
となります。リクルートグループの一員となってからの
最大の変化は、長期的なビジョンに向けた投資が可
能になったことです。そのおかげで、海外進出を加速
することができています。2019年には、アジア、欧州、
南アメリカを含む8都市で新たに拠点を開設します。
Indeedと同じHRテクノロジーSBUで仕事をすること
で、さらなるメリットも生まれています。Glassdoorの企
業のレビュー、給与、採用面接などに関する他に類の
ない口コミ情報サービスと、業界をリードするIndeed

のテクノロジーを組み合わせることで、求職者にこれま
でよりも深い情報を提供し、あらゆる規模の採用企業
にとって最適な人材を紹介できるようになりました。

Forrester Research の Employee Experience 

SpecialistであるElse Ross氏はGlassdoorに
ついて次のように述べています。「Glassdoorを活
用すれば、社員がありのままの会社の姿を話すだ
けで、それが将来の同僚へのアピールとなって求
職者から就職したいと思ってもらうことができる上
に、社員もその活動に積極的に関与できます。つま
り、社員が会社のブランドに意義のある影響を直
接及ぼすことができる場を提供できるのです」。

Glassdoor CEOメッセージ
ロバート・ホフマン（Robert Hohman） 共同創業者・CEO、Glassdoor*

次なるステージに向けて：次期CEO就任の決定

■事例紹介　 

Forrester Research：採用難易度の高い優秀な人材の採用に貢献

 * 2019年8月末時点　

Glassdoorは、2020年1月6日付で現CEOのロバート・
ホフマンが会長に就任し、同時に、現在同社のプレ
ジデント・COO（Chief Operating Officer）を務
めるクリスチャン・サザーランド＝ウォン（Christian 

Sutherland-Wong）のCEO就任を公表しました。
LinkedInなどに勤めた経験を有するクリスチャン
は、2015年にGlassdoorに入社。2018年にCOO

に就任し、同社事業の統括、事業戦略の立案・実
行を担っています。

「Glassdoorの次の時代を託されたことを大変光
栄に思っています。Glassdoorがロバートのもとこ
れまで12年間にわたり築いてきた素晴らしい経営
基盤をベースに、さらなる事業成長を果たしていき
ます」とクリスチャンは述べています。

Glassdoorの共同創業者でもあるロバートは、「クリ
スチャンのリーダーシップに全幅の信頼を寄せていま
す。彼はGlassdoor入社以来、求職者、企業クライア
ント、そして従業員に対して着実に結果を出してきまし
た。彼のさらなる活躍に大いに期待しています。また、
Glassdoorがこれまで積み上げてきた実績により、今
では人材業界の変革を牽引する立ち位置にいるとい
うことを、大変誇らしく感じています」と述べています。

Glassdoorでの従業員イベント

さまざまな社会貢献活動や社内
の多様な組織づくりに取り組ん
でいます。

クリスチャン・サザーランド=ウォン
（Christian Sutherland-Wong）
プレジデント・COO、Glassdoor*
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