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リスクと機会

■ リスクマネジメント体制

に対して、四半期ごとにコンプライアンスおよびリ
スクマネジメントに関する情報提供を行い、取締役

当社グループでは、事業領域に応じて迅速・適切

会が当社グループの状況や対応を適切にモニタリ

なリスクへの対応を実施するため、当社に加えて、

ングできる体制を整えています。

各 SBU においてもリスクマネジメント体制を整備

効果的なリスクマネジメントが
事業成長の基盤
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 SBU 長

当社がグローバル規模で進化を続けるにあたり、

マシンラーニングなどのテクノロジーの進化や、そ

リスクマネジメントやコンプライアンスは、その

れに伴い世界中の労働市場で起きている新しい変

基盤となる欠かせない領域だと考えています。変

化は、当社の取り組み次第でリスクにも機会にも

化の激しいインターネットビジネス環境において

なり得ます。激しい変化のなかで、常に個人ユー

は、事業の成長とリスクマネジメントを両立しなが

ザーと企業クライアントの双方にとって本当に意味

ら、真摯に取り組んでいくことが重要です。当社

のある「Opportunities( 機会 )」を提供し続けるた

では、テクノロジーや事業環境の変化を先取りし、

めには、実効性のある着実なリスクマネジメントが

スピーディな事業展開を行うことができるよう、意

鍵となります。

思決定の多くを SBU に権限委譲しています。この

そのために、例えば、サイバーセキュリティ対策プ

メリットを最大限享受するために、各 SBU にもリ

ロジェクトにこの分野のテクノロジーに詳しいエン

スクマネジメント委員会を設置するなどの体制を

ジニアが加わるなどの取り組みを進めています。

整えることで、現場におけるリスクマネジメントの

今後は、各種セキュリティ対策に関する高度なスキ

実効性を高める対策を取っています。

ル・専門知識を持つ人材の採用・確保に注力する
だけでなく、ガバナンスの見直しなど、リスクマネジ

さまざまなリスクの中でも、個人情報保護を含むセ

メント体制のさらなる強化に取り組んでいきます。

キュリティマネジメントは、最重要リスクのひとつ
であると捉えています。特に、当社が拡大を目指し

ビジネスはもちろんのこと、リスクマネジメントや

ている人材マッチング事業におけるデータの取り

コンプライアンス活動、そして新たな機会の追求に

扱いは、非常にセンシティブな領域です。各国・地

おいても、テクノロジーを活用することで、より効

域における法規制が絶えず変化・進化していくな

率的かつ効果的な取り組みが可能になるのではな

か、私たちがこの動きにより高い感度を持ち、リ

いかと考えています。世界の変化を迅速に見極め

スクマネジメントのレベルを上げていく必要性が

ながら、リクルートグループらしいリスクマネジメ

あると考えています。決して簡単なことではありま

ントのあり方を追求していきます。

せんが、人材マッチング事業におけるグローバル
リーダーを目指すにあたり、この難しい挑戦に取
り組んでいきます。
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しています。具体的には、3 つの SBU すべてにリス

■ SBU における取り組み

クマネジメント委員会を設置し、各 SBU の事業内
容に基づいた最重要事項およびその対応策を審

当社では、ビジネスを推進している各 SBU におい

議・決定した上で、当社に報告する仕組みを取っ

てリスクマネジメントを着実に実行することが、特

ています。 当社においても、取締役会の諮問機関

に重要であると考えています。リクルートグループ

として、リスクマネジメント委員会を設置し、年 2 回

全体のリスク管理を体系的に定める「リクルート

開催しています。各 SBU のリスクマネジメント委員

グループリスクマネジメント規程」や、重大案件を

会からの報告や、当社各部門からの情報をもとに、

迅速に報告および情報共有を行うことを目的とした

当社グループ全体を取り巻くリスクを確認し、重要

「リクルートグループエスカレーション細則」を制

なリスクとその対応策について審議・決定し、速や

定し、グループ全体のリスクマネジメントに取り組

かに取締役会に報告しています。その他、取締役会

んでいます。

各 SBU におけるリスクマネジメントの取り組みについては、P44.52.62をご覧ください

■ コンプライアンスの取り組み
リクルートグループでは、コンプライアンスを「法令

2020 年 3 月期は、グループ共通の取り組みとして、

遵守の枠をこえ、企業・個人が適正な行動を行うこ

以下の 3 つの施策を推進しています。

とで社会的な期待・要請にこたえていくこと」と位置

① 経営者層による従業員へのコンプライアンス

づけ、事業活動の大前提としています。当社グルー

メッセージ発信 (Tone at the TOP)：当社グルー

プのすべての役員・従業員が守るべき精神として「リ

プの各事業会社の経営者が、スピーチや電子

クルートグループ倫理綱領（下図参照）
」の他、
「リク

メールを通じて、コンプライアンスを遵守するた

ルートグループコンプライアンス規程」を制定し、コ

めのメッセージを直接従業員に発信します。

ンプライアンスを遵守するための指針としています。

② 従業員トレーニング：当社グループの全従業員

また、コンプライアンスの精神をグループ全体に浸

に対して、倫理やコンプライアンスに関するト

透させるため、当社および各 SBU にコンプライアン

レーニングを少なくとも年 1 回行います。

ス委員会を設置してグループ共通の施策の決定や

③ コンプライアンス活動の KPI 設定：コンプライ

モニタリングを実施し取締役会に報告しています。

アンステストの受講率 100%を目指すなど、各

「リクルートグループ倫理綱領」全 13 条

SBU でコンプライアンス活動に関するKPIを設

●「社会の一員としての節度ある行為」
●「法律の遵守」
●「契約の遵守」
●「公正な商行為」
●「官公庁等の職員との公正な関係」
●「情報の適切な取扱」
●「知的財産の保護」
●「業務と責任の明確化」
●「企業内容の適正な広報」
●「人権の尊重と差別の排除」
●「働きやすい職場環境の確保」
●「反社会的勢力との絶縁」
●「地球環境保護や公共活動への積極的な取組み」

定することで、活動の実効性を高めています。
加えて、当社および当社グループ各社に、内部
通報窓口を設置し、従業員が活用しやすいよう、
周知や通報者保護などに取り組んでいます。内
部通報の件数や対応状況については、四半期ご
とに取締役会に報告しています。
リスクマネジメント委員会・コンプライアンス委員会については、
P71-72をご覧ください
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事業等のリスク
イアントが当社グループのサービスから離れ、当社

増加できない場合や、当社グループが過去に取引

グループの市場シェアの縮小や売上収益の減少、又

実績がなかったクライアント等に対する新規開拓が

はそれに対応した値下げ等による利益率の低下、か

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響

激しくなる傾向にあります。これらの市場の中には、

進まなかった場合には、当社グループが持続的な

かる利益率の低下に対応するためのビジネスモデル

を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなも

テクノロジーの重要性が高く、テクノロジーの進歩

成長を達成することは困難となる可能性がありま

の改良又は開発が成功しないこと等により、当社グ

のがあります。なお、文中における将来に関する事

が非常に速いものがあるため、当社グループが技

す。仮に当社グループが市場シェアを維持又は増

ループの業績に悪影響を与える可能性があります。

項は、2019 年８月28 日現在において当社グループ

術革新に対応できない場合や競合他社が技術革

加するために価格を下げ、又は新サービスを導入

が判断したものです。

新に成功した場合、業界の動向が一変し、当社グ

する場合には、当社グループの事業の収益性が低

(4) 技術革新によるリスク

ループが大きく市場シェアを失う可能性や当社グ

下する可能性があります。

テクノロジー業界においては、技術革新のサイクル
が極めて速く、競合他社が使用するテクノロジー、

(1) 景気の動向等のマクロ環境に関するリスク

ループの将来の事業展開が著しく困難となる可能

当社グループの業績は、一般的に日本、米国、欧

性があります。

(3) ユーザー・クライアントのニーズの変化に関する

ユーザー及びクライアントのニーズに影響すること

州及び豪州を中心とする各国の景気等の経済情

これらの市場においては、ブランド・ロイヤリティ、

リスク

から、当社グループが競争力を維持するためには、

勢、社会情勢及び地政学的状況に影響されます。 法規制及び大きな資金力や既存の顧客基盤等によ

当社グループが競争力や市場シェアを維持するた

将来における技術革新を予測して、新たなテクノロ

特に、人材マッチング事業（HR テクノロジー事業、 り競争上の優位性を維持することが必ずしも容易

めには、ユーザー及びクライアントのニーズの変化

ジーへの投資と導入・事業化を継続的に行う必要

メディア＆ソリューション事業の人材領域及び人材

ではありません。当社グループの競合他社の中に

に対応する必要があります。昨今、従来のマスメ

があります。このような技術革新に関しては、以下

派遣事業において展開する領域をいう。
）は、経済

は、グローバルに事業展開を行う巨大テクノロジー

ディアによる情報発信だけでなく、急速に普及した

のような様々なリスクが伴います。

情勢の不透明感又は悪化に伴う企業の雇用環境

企業を中心に、テクノロジー、ビジネスモデル、資

インターネット・SNS（ソーシャルネットワーキング

の変化の影響を受けます。また、メディア＆ソリュー

金力、価格競争力、グローバル又は特定の地域に

サービス）等により、リアルタイムでの情報発信が

• 当社グループが技術革新や業界標準技術のト
レンドを正確に予測することができず、結果とし

ション事業の販促領域においても、経済情勢等の

おける認知度、既存ユーザー層の厚さ、クライアン

行われていることや、技術革新により多様なサービ

て当社グループが採用又は開発した新技術等

変動により、クライアント（企業等）が広告宣伝費

トとの関係、人材の確保、独自のサービス及び営

スが比較的少額の投資で短期間にユーザーに普及

が、そもそも事業化できない、又は使用可能と

を削減すること等に伴って、ユーザー（個人等）の

業・マーケティング力それぞれの点において、現在

し得ること、スマートスピーカー等の先端的なデバ

なってもその時点では陳腐化、競争力低下等が

消費が低迷する可能性があります。

当社グループより優位に立つ事業者も存在します。

イスの普及によりユーザー・エクスペリエンスが大

生じているリスク

近年、米国を中心とする保護主義の台頭とそれ

このような競合環境において当社グループが競争

きく変わり得ること等により、ユーザーのニーズの

による貿易相手国との関係悪化、英国の欧州連合

力を維持できない場合、当社グループの業績に悪

移り変わりや、これを受けたクライアントのニーズ

影響を与える可能性があります。

の変化は非常に激しくなっています。また、HR テク

又はかかる技術者の確保又は育成に多額の費

の不透明感又は悪化、日本において依然として継

さらに、当社グループが、ユーザー及びクライアン

ノロジー事業やメディア＆ソリューション事業にお

用が発生するリスク

続するデフレーションや長期的な少子高齢化及び

トのニーズ又は嗜好の変化等に対応できないこと、

いては、当社グループのオンラインプラットフォーム

総人口の減少等、当社グループが事業を展開する

その提供するサービスの機能向上を図れないこと、

への広告出稿が売上収益の多くを占めますが、一

• 技術革新に対応するために必要なシステム・技
術インフラを維持又は更新できない、そのため

各国の経済情勢の不確実性が高まっていることに

当社グループの提供するサービスについて競合他

部のサービスにおいてはクライアントのニーズに即

に多額の費用が発生する、又は適切なシステ

加え、中国経済の減速、北朝鮮及び中東諸国の地

社との十分な差別化を図れないこと、競合他社が

するために出稿期間を短期に設定することも可能

ム・技術インフラの取捨選択に失敗するリスク

政学的リスクの増加等がグローバルの経済情勢等

当社グループより低い価格で同水準のサービスを

であるため、当社グループのサービスを継続的に

に及ぼす影響も懸念されます。経済情勢等の停滞・

提供すること、競合他社がユーザーの嗜好にあった

使用しない可能性や、他のプラットフォーマーに乗

• 5G 等の新たな通信技術や端末や業界標準技術
の多様化及び進化に対応した改良が適時に行

悪化により当社グループのサービスに対する需要

サービスを導入すること及び競合他社間が合併・

り換えが容易になる可能性があります。

えない、又は既存のシステム又は設備等の改良

が低迷する場合には、当社グループの業績に悪影

統合等により競争力を高めること等によっても、当

当社グループがこのようなユーザー及びクライアント

や新たな開発等により多額の費用が発生するリ

響を与える可能性があります。

社グループの競争力を維持できなくなる可能性が

のニーズの変化を的確に把握できない場合や、ユー

スク

あります。また、クライアントが自らユーザー基盤を

ザー及びクライアントのニーズに対応する当社グルー

(2) 競合に関するリスク

確立し、当社グループのサービスを利用しなくなる

プのサービスの適切なタイミングでの改良又は開発

当社グループが事業を展開する市場では、各国の

可能性もあります。

及びサービスの提供ができない場合並びにクライア

各分野において複数の競合他社が存在する上、参

当社グループは、特に日本では、メディア＆ソリュー

ントのニーズにより合致したサービスが他社により新

入障壁が必ずしも高くない事業も存在するため、 ション事業の多くの主要事業において既に高い市

たに開発された場合、ユーザー及びクライアントそれ

他業種の事業者等を含む新規参入者による市場

場シェアを獲得しているため、それらの領域におい

ぞれのニーズと利害のバランスの取れたサービスを

これらの各要因により、当社グループが追加の費

への新規の参加が比較的容易であり、競争はより

て更なる成長を達成する難易度は高く、クライアン

提供することができない場合には、ユーザー及びクラ

用の支出を余儀なくされ、又は技術革新に対応す

（EU）離脱（Brexit）等、欧州の経済・政治情勢
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トが当社グループに支払う広告宣伝費を維持又は

• 高度な専門性や斬新なアイデアを創出する技術
者又はマネジメントを確保又は育成できない、

• 新技術を適用した商品又はサービスに、想定し
ていないバグ、欠陥又は不備があるリスク
• 新技術をいち早く導入した企業や、新技術をよ
り効果的に利用する企業との間で新たな競争
が生じるリスク
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ることが困難となる場合、ユーザー及びクライアン

② メディア＆ソリューション事業においては、既存

こと、受入可能な取引条件を交渉・合意できない

トが当社グループのサービスから離れ、当社グルー

の広告事業での持続的成長を目指すとともに、

である場合等には、既存事業の拡大や新規事業の

こと、買収資金を調達できないこと、必要な同意や

プの業績に悪影響を与える可能性があります。

中小企業等のクライアントを対象とした SaaS に

開発のための投資に見合った収益を得られない可

許可等を取得できないこと、法令上の問題を解決

よる業務・経営支援サービスを展開しています。

能性があります。また、当社グループは、人材マッ

できないこと等の理由に基づき、買収、合弁事業

(5) 事業戦略に関するリスク

しかし、当社グループが新規のユーザーやクラ

チング市場において、先端的なテクノロジーと大量

その他の提携行為を行うこと自体ができない可能

当社グループは、急速に変化するインターネット事業

イアントを獲得できない、又は競合他社よりも魅

のデータを用いて業務プロセスの効率性を高める

性があります。また、革新的なテクノロジーや人材

環境等に対応し、グローバル市場におけるニーズや

力的・革新的なサービスを提供できないことに

ソリューションを提供していきますが、これにより当

の獲得等を目的に、社歴が浅く経営管理体制が不

ビジネス機会をいち早く捉え、迅速な意思決定の

より、当社グループが提供する業務・経営支援

社グループが運営している人材紹介や人材派遣等

十分な企業を買収する場合や、利益を計上してい

下で、企業価値及び株主価値の最大化に取り組む

サービスがユーザーやクライアントに採用されな

の既存事業と、新規に開始又は拡大する事業が競

ない企業を買収する場合、十分なデューディリジェ

ため、SBU 単位で事業価値の拡大に取り組んでい

い可能性や、業務・経営支援サービスにおいて

合関係になる場合、当社グループの既存の事業の

ンスが実施できない場合には、想定していなかった

ます。また 2019 年５月に発表した中期事業戦略に

当社グループが期待する収益化ができない可能

収益性が低下する可能性があります。逆に、当社グ

又は想定していた金額以上の債務の存在やコンプ

おいて、これら全ての SBU（Strategic Business

性があります。

ループが新規に開始し又は拡大した事業が当初期

ライアンス上の問題点が買収後に判明する可能性

待していた効果をあげることができなかった場合や

があります。また、当社グループが対象企業の支配

Unit）事業で展開する人材マッチング市場におい

当該事業の成長余力が低いと判断した場合には、 権を有しない案件においては、出資先の経営に対

て、グローバルリーダーとなることを目指していま

③ 人材派遣事業においては、グローバルレベルで

す。当該事業戦略は、広範で地理的にも多様な事

事業の収益性の向上を図ります。しかし、特に欧

これらの事業の撤退や事業の縮小を行うこと によ

して十分なコントロール又はモニタリングができな

業ポートフォリオの構築を通じた持続可能な成長を

州における雇用環境の悪化や、当社グループが

り、費用又は損失が発生し、当社グループの業績

い可能性や、事業開始後に経営方針の相違等から

志向していますが、このためには既存事業の拡大

事業展開する主要な法域における法規制の強化

又は財政状態に悪影響を与える可能性があります。 期待した収益が得られない可能性があります。さら

に加え、戦略的な提携や買収の慎重な実施を含む

等により、収益性が想定通りに向上しない又は

また、これらの事業についての撤退や縮小につい

に、買収や協業・提携の実施には、事業・テクノロ

新規事業への参入が必要です。しかし、変化が極

悪化する可能性があります。

ての判断が遅れた場合には、損失の計上が長期化

ジー等の統合や期待したシナジーの実現が困難と

し、また、撤退等に要する費用や損失が増加する

なる可能性や多額の費用が発生する可能性、協業

可能性があります。

先・提携先に対して、当社グループの保有するノウ

めて速く不確実性の高い事業環境において、将来
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クライアント数を増加させるための施策が不十分

の業績や市場環境の正確な予測及びこれに基づく

また人材マッチング市場においては、市場におけ

有効な戦略の策定は極めて困難であるため、当社

る当社グループのプレゼンスの拡大を目指して投

グループの予測やそれに対応する各種の施策が有

資を行います。現在、当社グループは、HR テクノロ

(6) 買収・投資活動等に伴うリスク

性、各国における法規制、労使関係、文化、言語

効であるとの保証はなく、また、以下に記載するリ

ジー事業やメディア＆ソリューション事業における

当社グループでは、長期的な利益成長の実現に向

等の違いや政治・経済情勢により買収等の実施又

スク要因を含む様々なリスク要因が存在するため、 オンライン求人広告市場での人材マッチング事業

け、海外での事業展開、新規ユーザーの獲得、新

はその後の対象会社の経営が困難となる可能性、

当該中期事業戦略が当社グループの将来の業績

を展開していますが、今後は、人材紹介及びエグゼ

規サービスの展開、既存サービスの拡充、関連技

買収や投資のために借入が増加する可能性があり

の向上につながらない可能性や、将来において当

クティブサーチ市場並びに人材派遣市場において

術の獲得等を目的として、買収や出資、協業・提携

ます。また、将来的に各合弁パートナーとの間で何

ハウやマネジメント・人材・取引先が流出する可能

該中期事業戦略の変更を余儀なくされる可能性が

も、テクノロジーの活用により業務プロセスを自動

を機動的かつ積極的に実行しており、今後も、将来

らかの理由により協業・提携関係に支障をきたすよ

あります。

化・効率化し、より費用対効果が高くより高い生産

の当社グループの業績や企業価値の向上に貢献す

うな事態が発生した場合、当該事業の業績に悪影

性をもたらすマッチングソリューションを提供するこ

ると判断した場合には、これらを実行していきます。

響を与え、又は当該事業の継続が不可能になる可

① HR テクノロジー事業においては、買収等の成長

とを目指しています。しかし、かかるソリューション

買収や出資における対象会社の選定においては、 能性があります。当社グループの HR テクノロジー

投資により事業規模を拡大しつつ、Indeed 及び

の開発や導入ができない可能性や、当社グループ

対象会社の事業計画とそのリスク等を予測して行

事業においては、革新的なテクノロジーや人材の

Glassdoorを中心にオンライン広告市場での持

のソリューションが市場に受け入れられない可能

いますが、これらの予測を誤る場合には、買収した

獲得を目的に、比較的社歴の浅く利益を計上して

続的な成長を企図しています。しかし、オフライン

性、かかるソリューションの提供に必要な投資を回

企業が期待された収益やシナジーを生み出さず、 いない企業の買収・出資が増加することが見込ま

広告市場からオンライン広告市場への需要の転

収できない可能性があります。

当該買収等により生じた投資の回収に想定以上の

れますが、かかる買収・出資においては、上記の各

換が想定通りに進まない等、オンライン広告市

さらに、新規事業の展開全般については、当社グ

期間を要する可能性や、投資の回収を図れない可

リスクはより高まる可能性があります。

場が想定通りに成長できない可能性や投資が期

ループが新規に開始し又は拡大した事業に対する

能性があります。特にテクノロジー企業の買収や出

待通りの収益を達成しない可能性があります。ま

ユーザー及びクライアントのニーズが想定を下回り

資については、対象会社のテクノロジーが初期段

(7) グローバル展開に伴うリスク

た、当社グループによる新しいテクノロジーへの

又はその嗜好が変化した場合、新たな国又は事業

階に留まることや技術革新が急速に発生し得ること

当社グループは、米国、欧州、豪州及びアジア諸国

対応の遅れ、新たな法規制の導入、競争環境の

への参入やそのための人材確保・育成に要する費

から、かかる買収・出資においては、上記のリスク

等多くの国と地域で事業を展開しています。当社グ

激化等により、当社グループが事業機会を捉え

用が想定よりも増加する場合、当該市場での競争

はより高まる可能性があります。また、適切な対象

ループがこれらの多様な国と地域で事業を展開する

収益化することができない可能性があります。

が激化した場合、ユーザーに対する訴求力や取引

企業又は合弁パートナーを見つけることができない

上では、又は既に事業を展開していた国と地域以外
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にも新たに事業を展開していく上では、各国・地域

(9) 個人情報・機密情報の取扱いによるリスク

イアントその他の関係者の個人情報や機密情報の

供に係る説明が明確であるとは認め難いとして、今

の政治情勢、経済情勢、法規制、税制、当局による

当社グループは、その事業の運営に際し、ユーザー

外部流出又は不正使用等が発生した場合、当社グ

後、個人データの第三者提供に関してユーザーに

監督、商慣習及び文化の差異、ユーザー及びクライ

又はクライアントその他の関係者の個人情報及び

ループはユーザーやクライアント等に対する損害

対して本人が同意に係る判断を行うために必要と

アントの嗜好、インターネット・モバイル機器の普及

機密情報を大量に保有しています。当社グループ

賠償責任を負うとともに、当局から業務の停止につ

考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に

状況、労働問題、言語の差異、国際関係の悪化、訴

による個人情報の取扱いについては、日本における

ながり得る行政処分等を受ける可能性がある等、 示すことの指導がなされました（なお、㈱リクルー

訟の多発、外資規制、人材確保の困難性、海外にお 「個人情報の保護に関する法律」
（以下、
「個人情

当社グループの事業、業績及び社会的信用に悪影

トキャリアは、同年８月４日に「リクナビ DMPフォ

ける当社グループの知名度の相対的な低さ、多様な

響を与える可能性があります。

ロー」サービスを廃止しました。
）
。また、同年９月６

国・地域における事業のモニタリングの困難性等、 合一般データ保護規則」等、当該国の個人情報に

これらに関連し、当社グループのメディア＆ソリュー

日、東京労働局長からも、同サービスの運営が「職

事前に想定することの困難な様々な課題に対応す

関する法律が適用されます。これらの法規制は、管

ション事業（人材領域）に属する子会社の㈱リク

業安定法」やその指針に違反していたことが認定・

る必要があり、これらの課題に適時適切に対応で

轄ごとに異なるものとなる可能性や、近年の個人情

ルートキャリアが「リクナビ DMPフォロー」サービ

指摘され、㈱リクルートキャリアに対し、同社が行

きない場合、各国・地域の事業展開において当

報及び機密情報の管理に対する意識の高まりから

スの提供に関し、「リクナビ」の特定のユーザーに

う「リクナビ」をはじめとする募集情報等提供事業

社グループが期待する成果を上げられず、当社グ

内容が複雑化しており、その遵守や事業運営にお

ついて、内定を含む各選考ステージでの辞退予

及び職業紹介事業全てについて、同法・同指針が

ループの業績に悪影響を与える可能性があります。 ける費用が増加する可能性があります。更に、これ

測に係る分析結果のスコアを算定の上、クライア

遵守されていることを確認するとともに、必要な是

報保護法」という。）や欧州連合（EU）の「欧州連

らの個人情報等の取扱いに関する法規制には、制

ント（当社を含みます。）に提供したことについて、 正及び再発防止策を講ずること等の措置を速やか

(8) 人材確保・労務環境リスク

定又は施行されてからの期間が短いため当局の解

2019 年７月より、当該提供の目的、内容及び形態

に実施の上、その状況を同年９月20 日までに東京

当社グループが、競争上の優位性の確保、事業環

釈及び運用は必ずしも明確でないことがあり、かか

等についてユーザーに対する説明が不十分ではな

労働局長に報告することの指導がなされました。更

境の変化への対応又は持続的な成長を可能とする

る解釈や運用によっては、当社グループの従来の

いかとの指摘を個人情報保護委員会及び東京労

に、個人情報保護委員会及び東京労働局は、当社

ためには、マネジメント・技術・営業等の様々な分

情報の取扱いと整合しない可能性があります。

働局から受け、多くのユーザーから同意が得られて

グループのメディア＆ソリューション事業の個人情

野において優秀な人材を確保しかつ育成する必要

一方で、当社グループの事業において個人情報や

いなかった事実や個人情報保護体制の不備、個人

報保護体制全般も含めて継続的に調査を行ってお

があります。近年、特にHRテクノロジー事業及びメ

機密情報等を含むデータやそれを管理・運用する

データの第三者提供の同意の取得方法が不適切

り、当該調査及び上記の東京労働局による調査の

ディア＆ソリューション事業において、優秀なIT 技術

テクノロジーの重要性は高まる傾向にあり、当社グ

であった可能性が判明し、これらの当局により、メ

結果、当社グループが今後も何らかの行政指導又

者の確保及び育成が重要となってきていますが、か

ループのサービスにおけるデータの運用が意図せ

ディア＆ソリューション事業の SBU 統括会社である

は処分等を受ける可能性があります。

かるIT 技術者の確保又は育成ができない場合や優

ず法規制の違反やユーザー又はクライアントの不利

㈱リクルート及び㈱リクルートキャリアに対する検

かかる事案の判明、当局の調査・処分等、及びこ

秀な人材を確保するため役職員の報酬・賃金水準

益又は不信感を招き、当局から業務停止命令、罰

査・調査が開始されました。その後、2019 年８月

れらに対する当社グループの対応により、当社グ

が上昇する場合には、当社グループの業績に悪影

金その他の処分を受ける可能性、ユーザー又はクラ

26 日、個人情報保護委員会から、個人データの認

ループに対する信用が毀損される場合や、当社グ

響を与える可能性があります。また、マネジメントや

イアントから訴訟を提起される可能性や当社グルー

定や法的取扱いの検討体制の不備（個人情報保

ループの提供する全部又は一部のサービスに対す

技術者を含む重要な人材が競合他社等に流出した

プのブランドの価値及び信用が毀損する可能性が

護法第 20 条の違反）、個人データの第三者提供の

るユーザーやクライアントからの需要が減少する

場合や、当社グループが想定するよりも多くの離職

あります。

同意を得るための事務手続き等の不備及び当該不

場合、また、当社グループが今後上記勧告及び指

が生じ、新たな人材を確保できない場合には、当社

また、個人情報等の取扱いに関する法規制が今後

備を予防、発見及び修正する管理体制の不全（同

導に加え、当局から業務の停止につながり得る行

グループの競争力や社会的信用が悪化し、業績に

より厳格となる場合又は当社グループが法規制の

条の違反）並びに7,983名のユーザーから個人デー

政処分等を課される場合、当社グループが上記勧

悪影響を与える可能性があります。

違反若しくは社会的な意識の高まりその他の理由

タの第三者提供の同意が得られていないまま、個

告及び指導等への対応や再発防止策のための追

また、当社グループが人材の多様性等を確保した良

に基づき個人情報や機密情報等の管理・運用に関

人データのクライアントへの提供を行ったこと（同

加的な費用等を要する場合、ユーザーから当社グ

好な職場環境を整備できない場合には、優秀な人材

する当社グループの方針の変更を余儀なくされる

法第 23 条第１項の違反）が認定され、㈱リクルート

ループに対し本件に関連した損害賠償請求訴訟

の採用や確保に悪影響を及ぼすことやイノベーション

場合には、情報の利活用に対する制約が増すこと

キャリアに対し、同年９月30 日までに、個人データ

が多数提起される場合、その他、本件に関連し予

を阻害すること等により、当社グループの業績に悪影

により、当社グループのサービスの品質が低下し、

を取り扱う際に、適正に個人の権利利益を保護す

期せぬ事象や状況が発生した場合等には、当社グ

響を与える可能性があります。さらに、当社グループ

ユーザー又はクライアントが減少する可能性や、多

るよう、組織体制を見直し、全社的に意識改革を行

ループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす
可能性があります。

の人材派遣事業においては、当社グループが派遣す

種かつ大量の個人情報を用いて事業を展開する当

う等必要な措置を実施・報告すること、及び今後

る社員が安全かつ衛生的に働ける職場環境が派遣

社グループの優位性が失われ若しくは経営戦略の

検討する新サービスにおいても、法に則り適正に

先において整備されていない場合、派遣社員の人権

見直しを迫られる可能性があります。

個人データを取り扱うよう検討、設計及び運用を行

(10) 情報システムに関するリスク

が侵害され、当社グループの業績やブランド及び社

更に、第三者によるセキュリティ侵害、ソフトウエ

うことの勧告を受け、更に、㈱リクルートキャリアの

当社グループでは、システムトラブルの発生可能

会的信用に悪影響を与える可能性があります。

アのバグ、ハッキング、従業員の故意又は過失等に

プライバシーポリシーの記載内容は「リクナビ DMP

性を低減するためのシステムやセキュリティの強化

よって、当社グループが保有するユーザー又はクラ

フォロー」サービスにおける個人データの第三者提

等の対策を行っていますが、その事業の運営におい
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て情報ネットワーク及びコンピュータシステムを多岐

の提供する一部のサービスにおいては、オンライン

にわたり使用しているため、災害・事故等による通信

上でのユーザー獲得、オンライン予約管理、POSレ

当 社グル ープ の HR テクノロジー事 業 は、米

ネットワークの障害、ハードウエアやソフトウエアの

ジ、決済等のクライアントが事業を運営する上での

国

欠陥や事故によるシステム障害、過失や妨害行為、 主要な機能全般をカバーするため、アプリケーショ

の「 Communications Decency Act 」、

人材領域における日本での人材紹介事業は、
「職業安定法」に基づき、有料職業紹介事業と
して厚生労働大臣の許可を受けて行っている事

「California Consumer Privacy Act」
（2020

業です。当該事業についても、一定の要件を満

コンピュータウィルスや第三者による不正アクセス等

ンの欠陥等が発生した場合、クライアントに重大な

年 か ら 施 行 ）、「Telephone Consumer

たさない場合には許可の取消し、業務停止命令

のサイバーアタックが生じた場合、システムや通信

損害が生じる可能性や、当社グループのユーザー又

Protection Act」、「Wiretap Act」、「Stored

又は業務改善命令の対象となる可能性があり、

ネットワークが使用できなくなることや、当社グルー

はクライアントの機密情報や個人情報が喪失又は流

Communications Act 」、「 Fair Credit

また、関係諸法令の改正により、当社グループ

プが保存する当社のユーザー又はクライアントの個

出する可能性があります。今後当社グループは、メ

Reporting Act」、EU の「欧州連合一般データ

が受領する手数料に変更が生じる場合がありま

人情報及び機密情報が喪失又は流出することによ

ディア＆ソリューション事業において、中小企業を

保護規則」、日本の「個人情報の保護に関する

す。また、クライアントの新卒採用活動は、日本

り、当社グループの業績及び事業運営及び社会的

含むクライアントの事業運営の効率化と生産性の

法律」や「職業安定法」等の適用を受けていま

経済団体連合会が定める新規雇用に係る指針

信用に悪影響を与える可能性があります。また、当

向上を企図する包括的なソリューションである「Air

す。これらの法令が改正された場合や法令に関

等の影響を受けるため、当該指針の内容によっ

社グループのメディア＆ソリューション事業において

BusinessTools」等の SaaS 事業を拡大する方針で

する行政解釈又は司法解釈が変更された場合、

ては、当社グループの事業運営や業績に悪影

は、企業や店舗で必要な会計・決済等の機能に関す

あるため、かかるリスクはより高まることが見込まれ

また、かかる変更を受けて実務の運用が変更さ

響を与える可能性があります。

るクライアントの経営・業務効率を改善するサービス

ます。これらの影響により、当社グループに対する訴

れた場合、HR テクノロジー事業の事業内容に

として、
「Air BusinessTools」等のSaaSソリューショ

訟や損害賠償請求が提起され、又は行政処分が課

制約が生じ、又は当該法令の改正への対応に ③ 人材派遣事業

ンを提供していますが、これらのシステム障害等や

される等、当社グループの事業、業績及び社会的信

時間やリソースを要する結果、当社グループの

当社グループの人材派遣事業における国内派遣領

サービスの中断等が発生した場合には、当社グルー

用に重大な影響を及ぼす可能性があります。

事業運営や業績に悪影響を与える可能性があり

域については、
「労働者派遣事業の適正な運営の確

ます。

保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づ

害賠償責任や補償金の支払い等を負担する可能性

(12) 法規制に関するリスク

また、現在、当社グループの HR テクノロジー事

き、労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可を取

があることに加え、当社グループが提供するサービ

当社グループは、自らが事業を展開する国又は地域

業に適用のある法令以外にも、テクノロジー分

得して行っています。

スへの信頼喪失を招き、当社グループの事業及び業

の法令等を遵守する必要があります。個人情報保護、

野における法令の整備は十分に進んでおらず、

また、人材派遣事業の海外派遣領域は、事業展開

績に悪影響を及ぼす可能性があります。

データ保護、電気通信、消費者保護、労働、人権、反

欧州や米国においてはテクノロジー分野に関す

する各国・地域の規制に従い業務を遂行しています。

また、当社グループは、システムのメンテナンス等

贈収賄、税法、独占禁止法等、当社グループに適用

る規制を強化する動きもあり、将来、HR テクノ

一例として米国では、派遣事業に関する連邦法の

の一部を第三者に委託しているため、システムの不

される法令等に違反した場合、当社グループの事業

ロジー事業に適用される法令が新たに制定さ

他、州法により規制が行われています。

具合等について当社グループ自身で対処できない

運営、業績及び社会的信用に重大な悪影響を及ぼす

れ、規制が強化される可能性もあります。例え

日本及び海外における人材派遣事業において、当

可能性があります。更に、情報インフラの構築、運

可能性があります。また、一定の事業を行う上では各

ば、ユーザーの行動履歴情報を収集・分析し、

社グループによる法令違反等が発生した場合又は

用、拡張に係るシステム投資や維持費用が将来大

国・地域の許認可等を取得するとともに、当局の監視

広告に反映することを規制する法規制が新たに

派遣事業者の欠格事由に該当する場合には、許可

幅に増加する可能性もあります。

を受けることがありますが、当社グループがかかる許

制定された場合、HR テクノロジー事業を従来通

の取消し、業務停止命令又は業務改善命令等の対

認可等を失い又は当局から業務停止命令、罰金、そ

りに遂行することができなくなり、当社グループ

象となる可能性があります。

(11) 当社グループが提供するアプリケーションの

の他の処分を受ける場合には、対象事業を営むこと

の HR テクノロジー事業の事業運営や業績に悪

また、日本における労働関連法令の改正により、コ

欠陥等によるリスク

ができなくなる可能性があります。更に、将来当社グ

影響を与える可能性があります。

ンプライアンスに係る多額の費用が発生するととも

当社グループは、様々なサービスをアプリケーショ

ループに適用される法令等の新設又は改正、司法・

ン等のソフトウエア及びデバイスを通じてユーザー

行政解釈等の変更がある場合、複雑化する法規制へ

に提供しています。これらの開発過程において検証

の対応の遅れや、それにより当社グループが事業機

当社グループのメディア＆ソリューション事業にお

営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

やテストを実施し、動作確認には万全を期していま

会を逸する可能性や、当社グループの事業運営や業

いては、ユーザー及びクライアントの情報を取り扱っ

の改正による「同一労働同一賃金の原則」の施行に

すが、サービス提供開始後に、ソフトウエアやデバ

績、社会的信用に悪影響を与える可能性があります。

ており、
「個人情報の保護に関する法律」等の各国の

より、人材派遣事業に係る費用が増加する可能性や

イスに重大なバグや欠陥が発生し、当社グループの

また、近時、企業と人権問題に関する活発な議論が

個人情報保護法制の適用を受けます。

人材派遣へのニーズが減少する可能性があります。

サービスの一部又は全部を正常に提供することがで

なされていますが、当社グループが人権に関する法令

また、販促領域においては、企業や 店舗で必要

きない可能性、ユーザーやクライアントのデータの

に関して適切に対応できない場合、当社グループのブ

な会 計・ 決 済 等 の 機 能 に関 するクライアントの (13) 訴訟等によるリスク

消滅や書換えその他かかるデータを適切に保護でき

ランドに悪影響を与える可能性があります。

経営・業務効率を改善するサービスとして、「Air 当社グループは、その事業活動の遂行過程におい

ない可能性、第三者によるデータの不正入手、取引

当社グループの事業に適用される法令等には、主とし

BusinessTools」を提供していますが、当該サービス て、ユーザー、クライアント及び競合他社その他の

停止等が発生する可能性があります。当社グループ

て以下のものがあります。

については、
「割賦販売法」の適用を受けています。

プがこれによりクライアント又はユーザーに対する損
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① HR テクノロジー事業

に、規制違反のリスクが高まる可能性があります。
② メディア＆ソリューション事業

特に、2020 年からの「労働者派遣事業の適正な運

関係者から、当社グループが提供するサービスの
92
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不備、派遣社員も含む労働者の労務管理、個人情

フィッシング詐欺等、第三者の知的財産権、名誉、

係が終了又は悪化する場合、これらの外部事業者

広告活動の成否が重要です。

報及び機密情報の漏洩若しくは知的財産の侵害

プライバシーその他の権利等を侵害する行為及び

によるユーザーやクライアントに関するデータの保

また、当社グループにとってより有利な検索結果を

又は当社グループのプラットフォームにおけるユー

詐欺その他の法令違反行為が行われた場合、当該

護が十分でない場合、使用料・手数料の値上げそ

表示させるために検索エンジン運営者に手数料を

ザーの不適切な投稿やクライアントによる違法出

行為者だけでなく、当社グループもサービスの提

の他当社グループに追加的な費用が発生する場合

支払うこととなる可能性や、テレビ・オンラインで

品若しくは虚偽誇大広告等に関する訴訟その他の

供者として責任を問われ、当社グループに対して損

には、当社グループの事業に悪影響を及ぼし、営

の広告宣伝費等、当社グループがユーザーやクラ

法的手続を提起され、また当局による捜査や処分

害賠償請求訴訟が提起され、又は当社グループの

業力が減退する等、当社グループの事業の縮小又

イアントとの接点を多く確保するために要する費用

等の対象となり、これらの法的手続に関連して多額

ブランドの価値が著しく毀損される可能性がありま

は中断、ユーザーやクライアントの喪失又は減少、 が将来更に増加する可能性、かかる広告宣伝費の

の費用を支出し、また、事業活動に支障をきたすお

す。更に、第三者が無断で当社グループのサービス

競合他社へのノウハウの流出、新たな競合他社の

増加が当社グループの事業拡大に有効に機能しな

それがあります。かかる法的手続は長期かつ多額

と同一又は類似の名称を使用してサービスを行った

参入等につながる可能性があります。

い可能性もあります。

となることがあり、また結果の予測が困難となる場

場合にも、当社グループのブランドの価値が毀損さ

更に、当社グループが事業の一部を委託する外部

合があり、当社グループに不利な判断がなされた

れる可能性があります。このようにして当社グルー

事業者等に対するモニタリングが不十分であること

(17) 自然災害及び有事に関するリスク

場合には、当社グループの業績及び社会的信用に

プのブランドの価値が毀損された場合、ユーザー

により、外部事業者における労務問題その他の法

地震、台風及び津波等の自然災害、火災、停電、

悪影響を与える可能性があります。

やクライアントによる当社グループのサービスの利

令違反等に対して適時適切に対応できなかった場

未知の感染症の伝染及びテロ攻撃等が発生した

用が減少すること等によって、当社グループの業績

合には、当社グループの社会的信用を毀損し、又

場合、当社グループの事業運営及び業績に重大な

に悪影響を与える可能性があります。

はクライアントとの関係を悪化させ業績に悪影響を

悪影響を与える可能性があります。特に、これらの

与える可能性があります。

自然災害又は有事等により、当社グループの ITシ

(15) 外部事業者への依存に関するリスク

また、当社グループの提供するオンライン上のサー

ステムに障害等が生じた場合や、データサーバー

のブランドは重要な影響力を有していると認識して

当社グループの HR テクノロジー事業及びメディア

ビスについては、インターネットサービスプロバイ

が機能不全に陥る場合、インターネット関連サービ

います。当社グループの提供サービスに不備があ

＆ソリューション事業における一部のサービスで

ダーや通信事業者等の外部事業者に依存していま

スの提供が困難となり、当社グループのユーザー

る場合、当社グループの情報セキュリティに問題が

は、主にインターネット上でのユーザー獲得におい

す。これらの事業者が、ネットワークインフラやクッ

及びクライアントの満足度が低下し、当社グループ

生じた場合、当社グループのブランドの価値の維

て、グローバルに事業展開する巨大企業が提供す

キー等の利用を制限する措置を講じる場合や、当社

の業績、事業運営及び社会的信用に重大な悪影響

持及び強化のための投資が十分でない場合、競合

る検索エンジンサービスを活用しており、今後、当

グループの事業が展開されている法域で政府がイ

を及ぼす可能性があります。これらの影響が広範

他社がより競争力のあるブランドを確立した場合に

該検索エンジン運営者における検索に係るアルゴ

ンターネットへのアクセスを制限する場合には、当

囲にわたる場合には、復旧に相当の時間及び費用

加え、当社グループに不利なメディア報道があった

リズムの変更又は競合他社の動向等によって、検

社グループのユーザー及びクライアントが減少し、 を要する可能性があり、また障害が発生した期間

場合、更にはインターネットや SNSで根拠の乏しい

索結果の表示が当社グループにとって有利に働か

当社グループの財政状態及び業績に悪影響を与え

やその後において正常なサービスの提供に支障が

風説が流布された場合等に、当該内容が真実か否

ない状況が生じる可能性があります。このような場

る可能性があります。

生じる可能性があります。また、大規模な自然災害

かにかかわらず、当社グループのブランドの価値

合には、当社グループが運営するインターネットサ

が毀損される可能性があります。更に、当社グルー

イトにおけるユーザー獲得の効率が低下し、当社

(16) 広告・マーケティング活動に関するリスク

事業の中断等並びにユーザーのライフイベント活

プの従業員による不正行為、当社グループの雇用

グループの業績に悪影響を与える可能性がありま

当社グループは、成長戦略の一環として、新規又

動及び日常消費活動の萎縮等の二次的影響が生

環境に関する従業員又は派遣社員からのクレーム、 す。また、当社グループは、当社グループのサービ

は既存のサービスの認知度の維持・向上や、ユー

じ、当社グループの業績に悪影響を与える可能性

当社グループへの訴訟の提起等によっても、当社

スを提供するためのアプリケーションを、グローバ

ザー及びクライアントの拡大を目的として、広告・

があります。

グループのブランドの価値が毀損されることがあり

ルに事業展開する大手テクノロジー企業やプラット

マーケティング活動を積極的に行っています。特に

ます。更に、当社グループの事業においてテクノロ

フォーム運営事業者を通じてユーザーに提供してお

インターネットユーザーの多くは、検索サイトやス

(18) 資産の減損等に関するリスク

ジーやデータの重要性は高まる傾向にあり、当社

り、更に、当社グループの一部のサービスについて

マートデバイス（スマートフォンやタブレット端末

当社グループは、買収に伴い発生するのれんや無

グループのサービスにおいて使用されるAI 等のア

は、当社グループの企業クライアントへの営業活動

等）におけるアプリケーション等を利用して必要な

形資産を含む資産を連結財政状態計算書に計上し

ルゴリズムや、当社グループ又は他社によるデータ

等に関し、外部の販売代理店を利用しており、また、

情報を入手しているため、特に当社グループの HR

ていますが、事業環境や競合状況の変化、法規制

の運用が予期せぬ結果を招き、当社グループのブ

当社グループのオペレーションにおいては、外部事

テクノロジー事業やメディア＆ソリューション事業に

の変更、資産の処分等により期待する成果が得ら

ランドの価値が毀損される可能性があります。

業者の提供するデータセンターやデータサーバー、

おいては、各サービスのユーザー獲得効率は、検

れないと判断される場合には、当該のれんや無形

また、当社グループ自身による行為だけでなく、当

クレジットカード会社等の決済処理サービスを利用

索エンジンの表示結果やスマートデバイスのアプリ

資産等の資産について減損損失を計上する可能性

ケーションの利用状況等に大きく影響されます。人

があります。

(14) 当社グループのブランド・社会的信用に関す
るリスク
当社グループの事業活動において、当社グループ

社グループのユーザー及びクライアントによって、 しています。しかし、これらの外部事業者において、
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等が発生した場合、当社グループのクライアントの

特に当社グループの提供するオンラインプラット

サービス提供を中断・中止する場合やネットワーク

材派遣事業においても、特に労働者が不足してい

当社グループが買収した又は今後買収する子会社

フォームにおいて、不適切な投稿、求人を装った

の質が低下する場合、これらの外部事業者との関

る市場では、派遣労働者の登録者数増加のための

の中には、スタートアップ等事業の収益化が実現
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していない段階にあり、成長投資の成果が発現し投

は、定期・不定期に関連税務当局による税務調査の

化等の要因でいずれかのコベナンツへの抵触が不可

それに対応する各種の施策が有効であるとの保証は

資に見合うキャッシュ・フローが生じるまでには一定

対象となっており、それらの時期や結果の予測は困難

避な場合には、これらの条項に基づき残存する債務の

なく、当社グループがこれらの経営指標の見込みや

期間を要するものも含まれるため、当該買収に伴い発

です。

一括返済を求められる可能性や、金利及び手数料率

財務方針等を達成できない可能性があります。

生するのれんや無形資産等について、当社の連結損

これらの税務上のリスクが発現した場合には、当社グ

の引上げや新たな担保権の設定を求められる可能性

益計算書において減損損失が計上される可能性があ

ループの財政状態及び業績に悪影響を与える可能性

があります。

(23) 株価変動に関するリスク

ります。同様に、当社グループが主として投資目的か

があります。

これらの要因により、当社グループが今後資金調達を

当社の株価は、過去において急激に変動したこと

望ましい条件で実行できない場合、当社グループの財

があり、今後も、本「事業等のリスク」に記載の各

政状態及び業績に悪影響を与える可能性があります。

リスクの発現をはじめとして、当社グループの業績、

ら非支配株主として保有する関連会社株式について
も、当該関連会社の業績によっては、当社の連結損

(20) 為替変動リスク

益計算書において減損損失が計上される可能性があ

当社グループの海外事業の取引は、主に米ドル、ユー

ります。

ロ及び豪ドル等の外貨建てで行われており、近年は

(22) 経営指標、財務方針等に関するリスク

更には外部メディアによる報道、当社株式の需給

また、当社グループは、長期的・持続的に成長するた

外貨建ての取引が占める割合が増加しています。当社

当社グループは、目標とする経営指標の見込みや財

関係に相応の影響を与え得る当社株式の売却若し

めに、業務提携等、事業戦略上取引関係等の維持・

グループの連結財務諸表及び四半期連結財務諸表

務方針等を掲げています。

くはその懸念、外部アナリストによる評価の発表や

強化の必要性があると考えられる上場会社を含む相

では、海外子会社の現地通貨建ての資産及び負債を

かかる経営指標の見込みや財務方針等は、経済状況

変更、当社グループが属する各業界の環境、経済・

手企業の株式を政策保有株式として保有しています。 各四半期末日の直物為替レートにより、収益及び費

の変化、経営環境、クライアントのニーズの変化、ユー

金融・政治環境の変化等による株式市場の広範な

当社グループは、原則として保有する全ての株式を公

用は、取引日の直物為替レート又はそれに近似する

ザーの嗜好の変化、他社との競合、技術革新の動向、 価格下落、株価指数への当社株式の追加や除外、

正価値で評価しており、当該株式の公正価値が著しく

レートにより日本円に換算しています。

法規制の変更及び為替変動等に係る多くの前提に基

テクノロジー業界における株価動向や、当社グルー

下落した場合、当社グループの財政状態に悪影響を

これらの要因により、当社グループの連結財務諸表

づいて作成されています。また、変化が極めて速く不

プ及び競合他社による新サービス・技術革新・買

与える可能性があります。

業績予想、配当等の株主還元策に関連する変化、

及び四半期連結財務諸表は、為替レートの変動によ

確実性の高い事業環境において、将来の業績や市場

収・提携、資金調達等に関する公表等、当社グルー

る影響にさらされており、為替レートの変動は、当社

環境の正確な予測及びこれに基づく有効な戦略の策

プが予想・制御できないものも含んだ様々な要因に

(19) 税務に関するリスク

グループの財政状態及び業績に悪影響を与える可能

定は極めて困難であるため、当社グループの予測や

よって、株価が急激に変動する可能性があります。

当社グループは、日本をはじめ、事業を展開している

性があります。また、当社グループでは為替変動リス

各法域において、法人税をはじめとした各種の税制

クを軽減するため、通貨スワップや為替予約等のデリ

の対象となっています。当社グループの連結ベースで

バティブ契約を締結することがありますが、為替リス

の課税額や実効税率は、これらの法域でその年度に

クを完全に回避できる保証はなく、為替変動によって

適用される税制、繰延税金資産や負債の評価方法、 は当社グループの業績に悪影響を与える可能性があ
課税所得の額とその関連法域毎の配分状況等の影響

ります。

を受けます。また、これらの法域での政治経済状況等

更に、為替変動により当社グループが事業を営む国・

により税制関連法令の改正や解釈変更が実施された

地域におけるマクロ経済環境が悪化する場合や、当

場合に、課税額や実効税率が上昇し、また各国にお

社グループによる海外事業の買収・提携等に係るコス

ける税制の相違により当社グループが求められる対

トが増加する場合等には、当社グループの業績に悪

応が複雑となり、これに対応するためのコストが増加

影響を与える可能性があります。

する等、当社グループの財政状態及び業績に悪影響
が及ぶリスクがあります。また、当社グループは、グ

(21) 資金調達リスク

ローバルに事業を展開しており、適用される各国の移

当社グループの事業資金及び投資資金の一部は、金

転価格税制等の国際税務リスクについて細心の注意

融機関からの借入や社債の発行等により調達してい

を払っていますが、税務当局との見解の相違により、 ます。このため、景気の後退、金融市場の悪化、金利
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結果として追加課税が発生する可能性があります。

の上昇、当社グループの信用力の低下や格付けの引

当社グループが提供するオンラインサービスについて

き下げ、業績及び事業環境の悪化等の要因により、

は、各国・地域においてデジタル課税等の新たな税

当社グループが望む条件で適時に資金調達を行えな

制が導入される可能性もあり、かかる新たな税制の内

い可能性があります。また、金融機関からの借入や社

容によっては、当社グループの財政状態及び業績に

債等には各種コベナンツが規定されている場合もあ

影響を及ぼす可能性があります。更に、当社グループ

り、当社グループの業績、財政状態又は信用力の悪
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