
EBITDA・EBITDAマージン推移（過去3年間）

日 本

北 米

欧  州

豪  州

人材派遣SBU

人材派遣SBUは、さまざまな形態の雇用機会の
創出を通じて社会に貢献するという志のもと、世
界各国で人材派遣事業を営んでいます。求職者
に柔軟かつ多様な就労機会やキャリア形成の機
会を提供すると同時に、クライアント企業に対して
もニーズに合った人材を絶え間なく確保できるよ
う支援しています。

日本における人材派遣事業はあらゆる業界で幅広い職種の人
材派遣サービスを提供しています。リクルートスタッフィング、スタ
ッフサービスグループの２社で事業を展開しており、日本におけ
る人材派遣市場のリーディングポジションを獲得しています。
リクルートスタッフィングは、主に東京、大阪、名古屋など大都

北米地域における代表的な事業ブランドは、Staffmark 

GroupおよびThe CSI Companiesです。
Staffmark Groupは、米国とカナダにおいて、大企業や中小企
業に人材派遣サービスを提供しています。Staffmark、Advan-

tage Resourcing、Advantage xPO  およびAtterroなどの事業
ブランドを通じて、求職者と企業クライアントを支援しています。

欧州においては、ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、イギリ
スなどの主に欧州北西部の国・地域において人材派遣事業を
展開しています。Start People、Unique、Secretary Plus、

Chandler Macleod Groupを通じて、オーストラリアに加えて、
ニュージーランド、中国、シンガポールなどアジア太平洋地域の
5か国において人材派遣事業を展開しています。人材派遣事業
として定評のあるブランドを複数、幅広く有しており、求職者に

■中期戦略

人材派遣事業は、引き続き収益性を重視した事業
運営を行うことで、調整後EBITDAマージン*1の改
善を目指していきます。
日本においては、派遣業界としては高い利益率を
実現していますが、現在の水準を維持するために、
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展開地域は日本、北米、欧州、豪州を中心に世界
中に広がり、製造業、医療、テクノロジーなど幅
広い業界で人材派遣サービスを提供しています。
事務職の派遣に加えて、IT、エンジニアリング、財
務、法務など高い専門性を要する職種の人材派
遣サービスも行っています。

市圏における事務職派遣などの分野において強い事業基盤を
確立しています。スタッフサービスは、日本各地の地方都市にお
ける地元企業との強固な関係をベースに、事務職やエンジニア
を含めたさまざまな職種において派遣スタッフとしての就労機
会を提供しています。

The CSI Companiesは、IT、金融、ヘルスケア、製薬など、幅広い
業界の企業クライアントに向けて、事務職や専門家などの人
材派遣サービスを提供しています。特に、米国南東部における
これらの専門家の派遣市場におけるリーディングポジション
を獲得しています。

USG People、Advantage Resourcingなどの主要な事業ブ
ランドにおいて、各地域における強力なネットワークを構築
し、求職者と企業クライアントにサービスを提供しています。

対して、派遣スタッフとしてのさまざまな就労機会を提供してい
ます。AHS Hospitality、Aurion、Chandler Macleod、
Peoplebank、Vivir Healthcareなどのブランドで事業展開を
しています。

*1 調整後EBITDA:営業利益+減価償却費および償却費(使用権資産の減価償却費を除く)±その他の営業収益・費用
*2 北米、欧州、豪州については子会社各社の売上の単純合算値

地域別売上収益（2019年3月期）*2

利益率を重視する事業運営に引き続き注力してい
きます。北米・欧州・豪州においても、当社グルー
プが培ってきたユニット経営の事業運営ノウハウの
浸透に努めながら、引き続き利益率の改善を進め
ていきます。
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  ユニット経営については、P60をご覧ください
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Unit A Unit B Unit C Unit D

生産性向上を重視しながら
社会へのコミットメントを果たす

リクルートグループの人材派遣事業は、これまで数
十年にわたり構築してきたさまざまなステークホル
ダーとの強固な関係を基盤とした独自のポジション
を築き、求職者と企業クライアント双方のニーズを
満たすことを目指して事業展開してきました。

今後の成長のために重視していることは、従業員
への投資と生産性の向上です。クライアント企業と
そこで働く派遣スタッフが、より良い成果をあげる
ための重要な要素であると考えています。これから
の市場にふさわしい事業のあり方に照らし、継続
的な業務改善や未来を見据えた基盤構築に取り組
み、いかなる時代においてもステークホルダーおよ
び社会全体に付加価値を提供できるよう、鋭意努
めています。

私たちの事業における優先事項は、生産性の改善
です。私たち独自の経営哲学である「ユニット経営

（P60参照）」に基づいて、各ローカル市場におけ
る強固なポジションを活用しながら、売上収益など
の「量」ではなく利益や利益率などの「生み出す価

値」を明確に重視する経営手法を適用し、生産性
の向上に取り組んでいます。私たちは、この手法を
既存事業だけではなく、新たな事業の開拓の指針
にもしています。ユニット経営は、実践する担当者に
とっては自身の自由裁量が活かされる手法であり、
個々の努力の積み重ねが組織の競争力強化や市
場ニーズへの変化対応力を柔軟にする仕組みとし
て、私たちの提供価値の基盤となっています。

また、グローバル企業として、社会全般に貢献す
ることも私たちの優先事項であると考えています。

「Opportunities for Life. -まだ、ここにない、出
会い。」をミッションとするリクルートグループにお
いては、私たちの介在がもたらすマッチングが、
人々にとって安全かつ、幸せややりがいを感じなが
ら成長できる職場との「出会い」を作りだすもので
なければなりません。そのためには、人権尊重はも
ちろんのこと、人々が人種、性別、宗教、社会的地
位またはその他の特性にかかわらず、それぞれが
望む成功を収められるよう、積極的に世の中に働
きかけていくことも私たちの果たすべき責任である
と認識しています。

私たちの仕事の意義は、仕事を探している何千何万
もの方々、そのご家族や友人ひいてはコミュニティ
にまで貢献できるというところにあると考えていま
す。時に、市場の競争原理から取り残され、仕事探
しが難しい人々がいることを忘れてはなりません。
私たちはこのような状況を変え得るポジションにあ
り、またそれが役割でもあります。そのため、例えば
移民、障がい者、退役軍人、マイノリティグループ
の求職者などに対して、就労機会を提供する支援を
積極的に行っています。今後の人材派遣事業の成
功は、私たちがいかに社会へのコミットメントを果
たしていくかにかかっているということを忘れずに、
これからも事業に邁進していきます。

■「ユニット経営」による戦略実行

人材派遣SBUは、世界のさまざまな国・地域に事
業拠点を有するグローバルなSBUです。人材派遣
事業の本質は個々のローカル市場のニーズに合っ
たサービスの提供であり、成功の重要なカギを握
るのは地域特性に即したローカリゼーションです。
その事実を踏まえて、人材派遣SBUではユニット
経営を導入し、現地の顧客ニーズや市場状況に精
通した個々の組織が、それぞれの深い知見に基づ
き柔軟に意思決定を行える経営スタイルを導入し
ています。

ユニット経営では、サービスを提供する市場の特
性に合わせて、事業組織を小さなユニットに分割
し、各ユニットがひとつの会社のように運営し、ユ
ニット長には必要な決定権が委譲されます。ユニッ

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の向上
2.人材育成・保持
3.環境変化に対応する能力

高い透明性
● ユニット単位でPL（損益計算書）作成
● 各ユニットのPL／KPI（重要業績評価指標）を全社に共有

CEO
全社のEBITDA 

マージン改善 ● グループをユニット化
● ユニット長に権限委譲

ユニット長
各ユニットのEBITDA 

マージンの改善

トごとの自由裁量を促すことで責任者の当事者意
識を向上させ、それがよりスピーディで質の高い意
思決定を促進するという仕組みです。これにより、
各ユニットが市場に最適な戦略を立案・実行し、
利益の最大化を実現します。

また、各ユニットの実行施策はより迅速かつシンプ
ルに全体戦略とすり合わせられます。さらには、ど
のユニットにおいても最大限の顧客価値創出が実
現できるよう、グローバル共通の課題とその対策
が分類され、SBU内で共有されています。各ユニッ
トが着実にこれを実行することで、生産性と収益
性の向上につながり、また、SBU全体での生産性
向上の実現に寄与しています。

SBU長メッセージ
ロブ・ザンドベルヘン（Rob Zandbergen）
常務執行役員 人材派遣SBU担当 兼 Recruit Global Staffing B.V. CEO
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日本では、少子高齢化に伴う労働人口の減少と好
景気を背景に、あらゆる産業で人手不足の状況が
続いており、とりわけIT業界では、2030年には約
41～79万人が不足するとも試算されています*1。
一方で、35歳以下の若年層のうち約143万人がア
ルバイトなどの「フリーター」として就労しており*2、
中長期的なキャリア形成や一定以上の昇給が困
難な状況にあります。
このような社会情勢を受け、リクルートスタッフィン
グのグループ会社であるリクルートスタッフィング
情報サービスでは、エンジニア未経験の、フリー
ターも含む若年層の方々に継続的な育成支援を

豪州の人材業界で約30年の歴史を持ち、現 Chandler 

Macleod Groupの一部であるPeoplebankは、東南
アジア・オセアニア地域を代表するITおよびデジタ
ルリクルーティング企業です。同社は2015年にリク
ルートグループに加わり、ユニット経営（P60参照）
を導入し、その効果を実証しています。

豪州では、IT人材市場の利益率が他の地域よりも
低かったことに加え、2014年には大幅な市場の減
退がありました。同社は当時、いくつかの買収を経
たのちに統合作業を進めており、コアサービスへ
の集中と選択に取り組みながら全社規模でユニッ
ト経営の導入を開始しました。当時35人のトップ

USG Peopleベルギーが提供する人材サービス
の中でひときわ高い収益性と利益率を創出して
いるのが、アシスタント職の派遣に特化した「セ
クレタリープラス」ブランドです。リクルートグ
ループの派遣事業の中でも随一のコンバージョ
ン率（EBITDAを粗利益で除したもの）を誇りま
す。人材業界において経験豊かな事務職スタッフ

提供しながら、クライアント企業で経験を積んでい
ただく「キャリアデザイン型」のエンジニア派遣事
業を2012年から本格的にスタートさせました。
本事業では、従来型の派遣事業のようにクライア
ント企業での就業決定（マッチング）数を成功の
指標とせず、マッチング後のエンジニアのキャリア
形成を重視する管理指標を据えています。クライア
ント企業と協働しながら、OJT*3での育成や資格取
得の促進、そして段階に応じた配置転換による昇
給が実現されるスキームを確立し、2019年3月末
時点での派遣エンジニア数は既に1,000人を超え
ました。若年層の方々のキャリア形成支援とエンジ
ニア不足の解消によるクライアント事業の成長、さ
らには、その実現により自らの成長を果たすとい
う価値創造の輪を広げ、社会課題の解決に貢献で
きるよう努めています。

マネージャー全員がユニット経営ワークショップに
参加し、その後、事業の大幅な改善に成功しまし
た。ユニットごとにPL責任を持たせるためにコスト
配分ルールを最適化したり、短期インセンティブを
EBITDAに連動させたり、月次での業績をユニット
間で公開するなどの施策を実施し、2015年以降、
同社のEBITDAマージンはほぼ倍増を達成。現在
では、ユニット経営は同社の新規採用者向けの主
要な基礎研修のひとつとなりました。
Peoplebankを 長 年 率 い て現 在 で はChandler 

Macleod Groupの最高経営責任者であるPeter 

Achesonは、「ユニット経営は、Peoplebankが築
いてきた強固な事業基盤と高い生産性を追求する
企業文化の醸成を加速しました。小さな改善を着実
に積み重ねていくことが、成功への唯一の道筋なの
です」と述べています。

の獲得競争が激化の一途をたどるなか、派遣ス
タッフへのきめ細かな伴走体制を確立。職種特化
型の明確なブランド戦略と合わせて、派遣スタッ
フと企業クライアントの双方から高い満足度を得
ています。セクレタリープラスベルギーのLinda 

Cappelle CEOは、「セクレタリープラスの『プラ
ス』とは、事業に携わる『人』が創り出す高い付
加価値のこと。プロフェッショナルな派遣スタッ
フ、スタッフを支援する一人ひとりの従業員の熱
意が私たちの事業の源泉であり、強いチームワー
クこそ成功の基盤なのです」と述べています。

■ 事例紹介　 「キャリアデザイン型」エンジニア派遣で 若年フリーター層 のチャレンジを支援
リクルートスタッフィング情報サービス

2017年に人材派遣SBUの
統括会社にリスクマネジメン
ト委員会が導入されたこと
により、主要なリスクとその
対応策について、今まで以
上に細心の注意を払いなが
ら事業を行う体制が整いま

した。人材派遣SBUのリスクマネジメント委員会
で行われた議論は、その後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されます。
人材派遣SBUの傘下には世界中に事業会社があ
り、これらの事業会社がオペレーション上直面する
リスクを効果的に管理するため、各事業会社のな
かにも定期的に開催される独自のリスクマネジメン
ト委員会を設けています。SBUの委員会代表者が
これらの会議に出席し、SBU委員会の会議で結果
を共有した上で、そのレビューと議論を行います。
事業会社内のリスクマネジメント委員会を通じて、
SBUの経営陣は各地域の事業において、特に対
策が必要なリスクを把握・モニタリングすることが
可能となります。このようなシステムの構築により、
事業の目標をより安全かつ効率的に実現すること

ができるのです。
このモニタリングシステムに加えて、各事業会社に
は、リクルートグループのポリシーとSBUのガイド
ラインに基づいて、独自のリスクマネジメントシス
テムを確立することを義務付けています。その上
で、地域特性など個々の事業環境に特有のリスク
について、SBU統括会社のリスク管理部門に定期
的に報告される仕組みを整えています。
人材派遣事業において、最も重要な事業リスクは、
世界各国・地域における労働関連の法規制が頻繁
に変更されることだと認識しています。改正あるい
は新規に制定された法規制を確実に遵守すること
が、私たちの重要な使命のひとつです。
また、サイバーセキュリティやデータマネジメント
のリスクに対しても優先的に取り組んでおり、ポリ
シーの制定に加え、システム運用を慎重に管理し
ながら事業を展開しています。
これらの活動を通じて、人材派遣事業におけるす
べてのオペレーションを支援し、事業目標や戦略
の実現に貢献することが、私たちリスクマネジメン
ト部門の役割であると考えています。

■  事例紹介　豪州Peoplebankにおける、ユニット経営の導入 ■ 事例紹介　USG Peopleベルギーによる「セクレタリー プラス」ブランドの成功

リスクマネジメント
サンダー・ワイズ（Sander Weisz）
リスクマネジメント、法務、コンプライアンス、サステナビリティ  グローバルディレクター、Recruit Global Staffing B.V.

*1   経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果～報告書概要版～平成28年6月10日」
*2 総務省統計局「平成30年 労働力調査年報」（2019年8月31日に利用）
*3   OJT：O n-the- J ob  Tr ainingの略。実際の職場で、実務を通じて行う職業訓練のこと   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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人材派遣SBUは個人ユーザーと企業クライアントの最適なマッチン
グに寄与し、「SDGsドミノ（P25参照）」の考え方においては目標10

「人や国の不平等をなくそう」に寄与します。また、特に女性の労働
市場への参画が進んでいない国や地域においては、目標5「ジェン
ダー平等を実現しよう」、そして目標8「働きがいも経済成長も」とい
う成果（アウトカム）を生み出します。
また、サービスの運営においては、経営層や従業員のみならず、派
遣社員を含めたすべてのステークホルダーの人権の尊重や多様性と
包摂性の確保に留意することが重要であると考えています。この点、

「ビジネスと人権に関する国連指導原則」は人材派遣領域において
も私たちのサービスをより高い基準に押し上げてくれるものです。

P64で紹介するような、人権、多様性、社会的マイノリティーなどに
配慮した取り組みは、こうした世界的な潮流を取り入れ、私たちの
サービスの質を中長期的に高めていくためのものです。また、環境
への配慮も事業を行う上で重要な要素であると考えています。

■ Advantage Resourcing／Staffmark：
　軍人キャリア支援、難民支援

現役軍人や退役軍人の方々に、履歴書の作成を
含むキャリア支援を、外部団体とも提携しながら
提供しています。また、ミャンマーからの300人を
超える難民の方々に、アメリカで仕事を得るため
の技術トレーニングや住宅支援などのサポートを
提供しました。

■ Recruit Staffing：
　 留学生のキャリア支援

近年、日本の大学および大学院で学ぶ外国人留
学生の数は増加していますが、卒業生が適切な仕
事を見つけることは容易ではありません。そこで、
リクルートスタッフィングは外国人留学生の卒業
後のキャリアを支援するためにサービスを開始し
ました。これは、外国人留学生が在学中に仕事と
職業能力開発を両立できるサービスで、2015年
の開始以来、約500人の外国人留学生が日本全
国の約120の企業に雇用されています。

■ Chandler Macleod ：
　企業クライアントの多様性への貢献

企業クライアントの多様性に貢献することに注力
しています。クライアントのひとつであるソーラー
ファーム企業の多様性への貢献のために、6つの地
域コミュニティグループと提携して、先住民、熟練労
働者、長期失業者、女性労働者といったさまざまな
方々にトレーニングプログラムを実施しました。

■ USG People Germany ：
    再生可能エネルギーの利用

USG People Germanyでは消費電力の100％を
再生可能エネルギーから供給しました。これはドイ
ツの消費電力に占める再生可能エネルギー平均
約30％より大幅に高く、結果として年間232トンの
CO2削減に成功しています。

■ Advantage Resourcing ：人権に関する教育

Advantage Resourcingは、「現代奴隷法」など
雇用に関する法令や人権問題の啓発のために、企
業クライアント向けの無料セミナーとイベントを多
数開催しています。

人材派遣SBUのサステナビリティ

ミャンマーにおける難民の方々の就労支援

豪州での太陽光発電プロジェクトへの人材派遣世界各地でさまざまなイベントやボランティア活動を運営
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