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事業概要 主なサービス
2019年3月期

売上収益
（前年同期比）

販促領域 4,004億円*1

（+5.8%）

住  宅
住宅の売買・賃貸・リフォームに関する情報誌・情報サイト「ＳＵＵＭＯ」などを発
行・運営。また、 新築マンションや注文住宅購入に関する相談カウンターサービ
スを提供。

1,041億円
(+6.1%) 

結  婚
自分らしい結婚を実現するためのブライダル情報誌・情報サイト「ゼクシィ」を通
じて、 さまざまなブライダルの形を提案。また、 結婚式場選びに関する相談カウ
ンターサービスを提供。

549億円
(-0.9%)

旅  行
主に国内の宿・ツアー・周辺観光情報を掲載した情報誌および検索・予約サイト

「じゃらん」を発行・運営。情報サイトでは、 情報提供にとどまらず、 宿泊予約ま
でサポート。

616億円
(+4.7%)

飲  食
飲食店の情報と割引クーポンを掲載した情報誌および検索・予約サイト

「HotPepperグルメ」を発行・運営。予約サイトでは、 即時予約サービスや来店予
定者のスケジュール管理など多彩な機能を提供。

388億円
(+4.0%)

美  容
ヘアサロン・リラクゼーション＆ビューティーサロンの情報を掲載した情報誌およ
び検索・予約サイト「HotPepper Beauty」を発行・運営。個人ユーザーが美容師
やネイリスト別の空き時間を検索できる機能などを提供。

720億円
(+12.9%) 

その他
中古車情報誌・情報サイト「カーセンサー」、  学生・社会人に向けたインターネット
による学習支援サービス「スタディサプリ」の発行・運営や、 店舗など中小企業を含
めた企業クライアントの業務・経営支援サービス「Air BusinessTools」を提供。

687億円
(+6.0%) 

人材領域 3,168億円*1

（+7.6%）

国 内
人 材
募 集

新卒向け就職情報サイト「リクナビ」、社会人向け転職サイト「リクナビNEXT」、
アルバイトやパートなどの求人を掲載した情報誌・情報サイト「タウンワーク」な
どを発行・運営。また、人材紹介サービス「リクルートエージェント」を運営。

2,839億円
(+4.9%)

その他
国内における人材育成サービス関連事業や、 アジアでの人材紹介事業などを
提供。

328億円
(+38.3%)
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メディア＆ソリューションSBUは、販促領域および
人材領域で構成されています。
販促領域は、住宅、結婚、旅行、飲食および美容
などの分野において、オンラインを中心としたプ
ラットフォームを運営しています。これにより、個人
ユーザーに対して、日常生活におけるより多くの選
択肢を提供するとともに、企業クライアントに対し
ては、広告を通じたユーザー獲得支援などを行っ

■中期戦略

販促領域および人材領域の双方で展開する広告事業を中心とした既
存ビジネスについては、引き続き、住宅、結婚、旅行、飲食、美容お
よび国内の人材募集などの分野において、ユーザーに価値のある情
報やサービスを提供することにより、中小企業を中心とするクライア
ントの集客・人材採用などの効率性の向上に寄与していきます。
今後は、当社グループが日本で全国的に展開する営業部門を通じて
築いてきた企業クライアントとの強固な関係性を基盤に、中小企業
のバックオフィス機能をサポートするSaaSソリューションの提供に
おいて、さらなる事業機会があると考えています。クラウドを活用し
たPOSレジ、予約管理、決済、人材マネジメントなど、小売店などの
中小企業に提供しているさまざまな業務・経営支援サービスを、Air 

BusinessToolsとしてより一体化し、既存広告事業とのシナジー効果
を高めることで、メディア＆ソリューションSBUのさらなる成長に寄与
します。
近年、Air BusinessToolsの登録アカウント数*2は急速に拡大してお
り、2019年3月期末には既存の広告事業の登録アカウント数を上回
りました（左図参照）。SaaSソリューションは、既存クライアントとの
取引拡大やリテンション強化に加え、決済機能Airペイの導入などを
きっかけに、既存広告事業では取引のなかった新規クライアントの獲
得にも寄与しています。今後Air BusinessToolsの拡大を加速するこ
とにより、当社グループの創業以来の取り組みである、中小企業など
の生産性向上に貢献していきます。
これらの戦略を着実に実行することにより、高水準の調整後EBITDA*3

マージンを維持しながら、売上収益の安定成長を図ります。

メディア＆ソリューションSBU

ています。また中小企業を中心とした企業クライア
ントに対して、SaaS (Software as a Service）の
提供などを通した業務・経営効率改善を支援する
サービスも提供しています。
人材領域においては、メディアの運営や人材紹介
サービスを通じて、個人ユーザーの求職活動およ
び企業クライアントの求人活動を支援するサービ
スなどを提供しています。

Air BusinessTools登録アカウント数の推移*2

CAGR
31.0%

CAGR
2.8%

2015年
3月期

2019年
3月期

広告事業
Air BusinessTools

Air BusinessTools総アカウント数*2の2015年
３月期から2019年３月期までの年平均成長率は
31%となり、既に当社グループの既存の広告メ
ディアの総アカウント数およびその成長率を上回
るペースで急速に拡大しています

*2 同一クライアントが複数の機能を利用している場合は、機能数ベースでカウント
*3 調整後EBITDA：営業利益+減価償却費及び償却費(使用権資産の減価償却費を除く)±その他の営業収益・費用

*1「全社/消去」調整後の数値を記載しているため、各領域の金額合計と一致していません

創業 1960年～

紙媒体による広告事業

強いメディア・
ブランドの
確立

膨大な
中小企業
クライアント基盤

平均販売価格
の拡大
解約率の低下

新規クライアント
の獲得

2000年代

インターネット広告／予約サイト

現在・今後

SaaS

  Air BusinessToolsについては、P53をご覧ください
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SBU長メッセージ
北村 吉弘　
常務執行役員 兼 メディア＆ソリューションSBU担当 兼 株式会社リクルート 代表取締役社長

メディア＆ソリューション
SBUでは、これまで、
現場の裁量を重視し
スピーディな意思決
定を促進することで、
事業環境の変化に迅

速に対応してきました。一方で、リスクに対して包
括的なアプローチを取ることも不可欠です。特に、
複雑化する法規制や社会の期待を深いレベルで
理解し、それぞれの現場におけるガバナンスの実
効性を高めていくことがとても重要です。

メディア＆ソリューションSBUでは数多くのオンラ
インプラットフォームを運営しているため、個人情
報保護を含むプライバシーマネジメントは最重要
事項のひとつだと考えています。この分野における
リスクマネジメントの実効性を高めるため、ガバナ
ンス体制をさらに強化していきます。具体的には、
メディア＆ソリューションSBUにおけるプライバ

「Recruit-CSIRT」では、リクルートグループ国内
事業におけるサイバー攻撃の被害最小化、早期検
知、未然防止を行っています。
2018年2月には、先進的なセキュリティ対策や手
本となるCSIRT活動が評価され、総務大臣奨励
賞を受賞しました。

シーマネジメント専属の組織設置、日本における
法務機能の統合などを行う予定です。また社会の
期待に沿ったデータ利活用を行うため、外部有識
者を加えた「データ利活用に関する諮問委員会」
を設置しました。今後も、よりユーザー目線に立っ
たプライバシーポリシーの再整備を行うと同時に、
プライバシーに関する従業員への啓発と意識の向
上を図るため、個人情報保護に関する研修を継続
的に実施していきます。

リスクマネジメントの目的は、企業価値の向上やそ
の毀損防止に貢献することだと考えています。各事
業領域で強固な市場ポジションを築いているから
こそ、適法性だけでなく倫理観をも問われる立場
であることを忘れてはなりません。これからも、テク
ノロジーの進化や社会の変化に合わせて、常に何
がリスクとなり得るのか、優先順位は何なのかを、
プロとしてしっかり見極めていくことで、実効性の
高いリスクマネジメントを実践していきます。

「Recruit-CSIRT」サイバーセキュリティに関する総務大臣奨励賞を受賞

リスクマネジメント
森 健太郎　株式会社リクルート執行役員（リスクマネジメント）

進化への探求心と多様性により
新たな価値を生み出す

■  創業以来約60年の「継続」と「変化」

メディア＆ソリューションSBUは、創業以来約60年
にわたるリクルートの事業を受け継ぎ、進化させて
います。さまざまな時代の変化にともなって、常に個
人ユーザーや企業クライアントの「不」に向き合い、
新しい価値を提供することを継続してきました。時
代や社会の要請に応じて変化する力こそが私たち
の強みであり、メディア＆ソリューション事業を支え
る基盤になっていると考えています。
例えば、販促領域の美容分野のネット予約を始め
た2007年には、オンラインによる予約成立件数は、
月に100件にも満たない状況でした。それが今で
は、1日に30万件以上の予約が成立しています。10

年強の間に大きな進化を遂げ、2019年3月期の売
上収益は前年同期比12.9%増の720億円まで拡
大し、高い成長を継続するビジネスになりました。
美容室のオンライン予約機能は、今では特に驚くべ
きことではありません。利便性の高いサービスとし
て大きく育ってしまえば、その時にはユーザーから
もクライアントからも「WOW!」とは言われないので

す。このように、10年後、20年後に振り返った時に、
「やっぱり、あの時がターニングポイントだった」と
言われるような素晴らしいサービスの芽を、ひとつ
でも多く見つけて育てていきたいと思っています。
そのためには、常に変化し続けていることが必要
なのです。

■  異質な才能が集う場

メディア＆ソリューションSBUは今、SaaSを中心と
したテクノロジーを活用し、創業以来の広告中心
の事業のトランスフォーメーションに取り組んでい
ます。この過程において意識しているのは、現状に
甘んじず、常に進化を追い求めることです。まだま
だ進化できると思うからこそ、探究心を刺激され、
持続的な価値の創造につながると考えています。
メディア＆ソリューションSBUには、さまざまなバッ
クグラウンド・経験・資質を持つ異質な人材が数多
く集まっています。一度退職した人が戻って来たり、
違う形で当社と関わりを持ったりすることも歓迎し
ています。実際に社内サーベイの結果を見ても、従
業員が多様性に富んでいることが証明されていま
す。異質な才能がそれぞれ補完しあうことで、新し
い価値を生み出しているのです。一番大事なのは、
そのような人材が何かを実現できるような場を提
供することであり、このような場が新たな価値の創
造には必要不可欠だと考えています。

■  テクノロジーの進化とガバナンス強化

トランスフォーメーションの過程においては、テクノ
ロジーの進化に合わせて生まれる新たなリスクを
適切に管理していくことも不可欠だと認識していま
す。特に、持続的に事業を営んでいく上で、個人情
報保護やサイバーセキュリティも含めたリスクマネ
ジメントが非常に重要です。そのため、メディア＆ソ

リューションSBU全体として、組織の垣根を越えた
ガバナンスの強化に取り組んでいきます。
私はテクノロジーの進化は、逃れることのできない

「重力」のようなものだと考えています。逆らって生
きていくことは難しく、また、より良い世の中を実現

するものであれば、積極的に活用していく必要があ
ります。リスクマネジメントやコンプライアンスの重
要性を常に念頭に置き続けながら、テクノロジーを
活用したトランスフォーメーションの実現に邁進し
ていきます。
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  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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マーケティング
管理 決済管理 人材管理 業務管理 (RPA*1)

Ad
Ad

■事例紹介
キャッシュレス化の推進で地域経済を活性化 - 富士吉田市

木島 達也
株式会社リクルートライフスタイル　
旅行営業統括部　地域創造部

林 裕大
株式会社リクルートライフスタイル
ネットビジネス本部 
Air事業ユニット ユニット長

Air BusinessToolsは、店舗などを含む中小企業に
クラウドを活用したPOSレジ、予約管理、決済、人
材採用などの業務・経営支援サービスを提供する
SaaSソリューションです。小売店を含む多くの中小

富士山が世界遺産になったことを機に、山梨県富
士吉田市には、外国人も含めた観光客が急増。し
かし、地域のお店や宿泊施設でキャッシュレス支払
いができる所は少なく、観光客の消費需要を十分
に取り込めていないという課題を抱えていました。
そこで富士山の山小屋を含む市内100店舗以上に
Airペイを導入することで、地域全体のキャッシュレ
ス化を推進。現金をあまり持たない外国人観光客
や登山客も、クレジットカードや電子マネーなどで
カンタンに支払いができるようになり、地域の経済
活性化につながっています。導入した店舗からは、

「Airペイの利用により売上が上がった」「小さな店
舗でもスムーズに使うことができた」などの声をい
ただきました。

メディア＆ソリューションSBUは、リクルートグ
ループ全従業員を対象にした新規事業提案制度

「Ring」の企画・運営を行っています。
「Ring」は1982年にスタートし、結婚情報プラット
フォームの「ゼクシィ」や、オンライン学習サービスの

「スタディサプリ」など数多くの事業を生み出してき
ました。テーマはリクルートグループの既存領域に
限らず、あらゆる領域が対象です。「Ring」は「新し
い価値の創造」というグループの基本理念を体現
する場であり、従業員が自分の意思で新規事業を
提案・実現できる機会です。
2019年の「Ring」には、約1,000件の新規事業が
起案されました。提案者の所属領域外での提案は
7割を超え、部署や役割を超えて新規事業を創造す
る場となっています。

企業にとって負担の大きいバックオフィス機能に対
して付加価値のあるSaaSソリューションを提供する
ことで、中小企業の業務負荷を軽減し、経営の生産
性・効率性の向上に寄与します。

Airペイは、クレジットカード・電子マネー・QR・ポイントな
ど、26種の決済に対応した*2 Air BusinessToolsの決済
サービスです。
1つの店舗でさまざまな決済手段を使用できることから、店舗
と来店者双方に価値提供できるサービスとなりました。
また、キャッシュレス推進は、店舗の決済サービス導入の追
い風となっており、Airペイに対する需要は高まっています。

今後もさらなる地域活性化施策に取り組むため、
2019年3月には富士吉田市と包括連携協定を締結
しました。引き続き、全国各地の地方自治体と連携
することで、日本のキャッシュレス化を牽引します。

Airペイ： カード・電子マネー・QR・ポイントも使えるお店の決済サービス

インターネット
広告・
予約メディア

予約管理

クレジットカード 交通系電子マネー 電子マネー

対応ブランド

QR ポイント

顧客管理

POSレジ
（Airレジ）

決済
（Airペイ）

シフト管理

人材採用

オーダー
管理

売上分析

■  新規事業提案制度「Ring」

Air BusinessTools
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*1 Robotics Process Automation　　*2 2019年8月末時点
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リボンモデルにより情報格差を無くし、多くの個人がより自分らしい
選択ができるようにするというのが私たちのビジネスモデルの根幹
であり、この考え方は、SDGsの目標10「人や国の不平等をなくそ
う」に直接関わるものです。一方で、それぞれのサービスにより生
み出す成果(アウトカム)は異なります。SaaSテクノロジーの活用な
どにより中小企業を中心としたクライアントの生産性向上に貢献す
ることで目標8「働きがいも経済成長も」に貢献し、学習支援サービ
スでは目標４「質の高い教育をみんなに」を追求することができま
す。このように「SDGsドミノ（P25参照）」を進めていくことで、私た
ちは「誰ひとり取り残さない」持続的な社会と経済を実現することに
貢献します。

さらにP56で紹介するように、個人ユーザー、企業クライアントを含
むすべてのステークホルダーに着目しています。より社会に対してプ
ラスの変化を生み出せるような活動を事業と並行して、あるいは事
業そのものとして行うことで、サステナビリティに対する信念を具現
化しています。

■リクルート：
　 「iction!（イクション）」プロジェクト

2015 年に開始した「子育てしながら働きやすい世の
中を、共に創る」がテーマのプロジェクト。短時間
JOB の創出や両立支援アプリの提供などを行ってい
ます。福岡県北九州市との連携協定下で取り組んだ
女性就業支援活動では、社会的投資収益率 (SROI)

約 14.6 倍、約 2 億円の貨幣価値を創出しました。

■リクルート／リクルートオフィスサポート：
　  アスリート活動の支援

2018年より、アスリート5名・コーチ1名とスポンサー
契約を締結し、仕事とアスリート活動の両立を支援
しています。シッティングバレーの田澤隼選手は数々
の全国大会で優勝、車いすテニスの菅野浩二選手は
クアードクラスにて日本ランキング1位、世界ランキ
ング4 位となっています（2019年9月時点）。

■  リクルート／リクルートジョブズ：
　 シニアの「からだ測定」

年齢の壁、就業・継続することへの不安、仕事内容、
働き方のミスマッチが原因で、働くことを諦めている
シニアをサポート。個人の体力、処理力、個性などを
測定し、可視化することでその方々に合った就労をサ
ポート。これまでに、全国30か所で「からだ測定」を
実施しています（2019 年5月時点）。

■リクルート：
　 「WORK FIT（ワークフィット）」

すべての人が自分らしく“WORK”を見つけるための、
無料の就労支援プログラムです。グループワークが
中心で、若年層の無業者、大学生、少年院や児童養護
施設の子どもなど、対象者に合わせた内容でプログ
ラムを実施しています。2011年に開始し、これまでに
約3万人が受講しました（2019年3月時点）。

■リクルート住まいカンパニー：
 　「SUUMO for LGBT」

セクシュアリティにかかわらず、自由に住まいを探せ
るように「LGBTフレンドリー」な賃貸物件の案内や、
住宅購入のアドバイス、ペアローンの紹介、サポート
などを行っています。「LGBTフレンドリー」な物件と
は「LGBTであることを理由として、入居の相談や入
居自体をお断りすることはない」と、積極的に意思表
示する物件です。

■リクルートキャリア：「サンカク」

個人の活躍の場を広げる手段として、2018 年より
「社会人のインターンシップ」の提供を開始し、参加
者は累計2,000人以上。会社を辞めずに、社内では経
験できない仕事や人との出会いのなかで、キャリア
を自由に広げる機会となっています。

メディア＆ソリューションSBUのサステナビリティ

「iction!」プロジェクト

フィリピンにおけるオンライン学習サービス「Quipper」の活用

シニアの「からだ測定」 シッティングバレーの田澤選手
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