
綜合キャリアグループが描くビジョン
経営方針説明資料
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会社概要
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コトを、創ろう。
エンプロイアビリティを通じ、私たちがともに取り組めば、

コト、つまり、見えなかった価値に気づきます。

見えなかった価値を、見えてくる仕組みにすると、新たな価値が創出され、それらを活かす環境へと展開されます。

モノは、素材。コトは、財産。

人材を人財にすることができれば、人が活躍できる新たなシーンが生まれ、社会が、経済が、もっと活性化していくと考えます。

■ あらゆる価値をマッチングする『ビジョナリーカンパニー』

綜合キャリアグループはＨＲ領域を基盤として、『価値のマッチング』を社会インフラとして提供する会社です。

HRマーケット（人材業界）は、今急速にテクノロジー領域との融合を深めています。

AIをマッチング、RPA業務改善、フィンテック活用など、近年の情報技術の進化による成果を大きく享受している分野の一つがHR領域です。

人口減少を背景にした労働力不足は、今や企業の業績だけでなく、日本の産業全体の成長を制約する要因となっています。

不足する労働力をいかに技術やサービスの開発で補っていくか、それが当社グループが取り組んでいく大きなテーマとなっています。

綜合キャリアグループは、将来的な中核技術となる情報技術（AI/RPA、マッチングオートメーション、データサイエンス活用、アドテク、フィンテック、Vtuber……）と、

雇用開発につながる事業領域（障がい者雇用、外国人材活用、人材評価、通年インターンシップ、職場見学コンシェルジュ、物流シフティング……）への注力を加速しています。

テクノロジーが変革をもたらす新たな時代の中で、あらゆる価値をマッチングするサービスインフラを目指し、当社のビジョンはさらに加速していきます。
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会社概要

所在地

設　立

資本金

決算期

従業員数

拠点数

代　表

東京都港区浜松町二丁目４番１号世界貿易センタービルディング

１９９０年６月１日

３億円（グループ合算）

３月

１,799人　

１１３拠点

代表取締役　神保　紀秀
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サービスラインナップ

人材派遣・紹介

・製造系/事務系の人材派遣と
 人材紹介
・製造メーカー様の請負

バイトレ

・主に物流関連の企業様へ短期
 単発の人材派遣と人材紹介

BPO

・民間企業へ業務コンサルティ
 ングと業務受託
・官公庁の入札委託案件の履行

人材コンサルティング

・社員研修と教育セミナー
・マイナンバー収集・ストレス
チェック・メンタルヘルスケア
等の労務管理サービス

WEB/アドテク

・求人サイト運営、webサイト
・制作及び採用コンシェルサー
ビス

オフイク

・保育所併設オフィススペース
 の運営

インタツアー

・職場見学による新卒採用支援
 サービス

コンテンツマーケティング

・AI自動マッチングの開発と
 コンテンツ提供

障がい者支援

・障がい者の就労移行支援セン
 ター運営
・企業の採用定着支援及び業務
 コンサルティング

外国人採用支援

・外国人の就労支援サービス
 の提供（eラーニング等）
・監理団体の運営

ITシステムソリューション

・評価・勤怠等の人事管理シス
 テムの開発とコンテンツ提供
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グループ業績の推移（年次サマリー）

連結売上高の推移 （単位：億円） 社員一人当たり売上高（生産性） （単位：％）

ROE推移 （単位：％）

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2019年度2018
年度

2018年度
連結売上高

見込
億円1,000

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2019年度2018
年度

2018年度
ROE

見込
%29

上場会社平均

直近5年

継続増加
%151

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2019年度2018
年度



  Visions for the Future  「2025年の労働マーケットに向けて」
2025年の日本社会はどんな変化を迎えているでしょうか。

東京オリンピックという一大イベントを終え、日本の経済も社会も、大きな変化を迎えているでしょう。

人口減少に伴う労働人口の減少は、「どうやって人材を確保するか」と言う課題だけでなく、「どうやって生産性を上げるのか」と言う課題にも直結します。

高齢者の増加は国民の3人に一人が高齢者という、人類史上初めての「超高齢化社会」に至ります。

高齢者介護を中心とした社会ニーズの変化は、国内産業のあり方も大きく変えるでしょう。

一方で、テクノロジーの進化は生活のあり方も大きく変えていきます。

エアモビリティの進化による交通輸送の変化、５Ｇ通信網によるインターネットの高速化、VR技術がスポーツやエンターテインメントだけでなく実務にも使用され、

AIの進化による「シンギュラリティ」が業務の処理速度を飛躍的に高める。こういったテクノロジーの進化によって、ヒトが働くコトの意味も大きく変わるでしょう。

しかし、コミュニケーションと思考・判断というヒトの持つ価値、人に評価されうる価値は失われることはないでしょう。

私たち綜合キャリアグループは、大きく変化する社会と生活をテクノロジーを駆使して支援し、変化する「人材」の価値を可視化し、高めていくことが、

2025年の未来を迎える人材ビジネスの果たすべき役割だと考えています。
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 Visions for the Future  「2025年の労働マーケットに向けて」

グループ業績の推移（年次サマリー） －2

社会の変化と課題
・労働人口の減少
・超高齢化社会
・産業構造の変化

テクノロジーの進化
・５Ｇ通信網
・xR技術／Vtuber
・アドテクノロジー
・AI活用／RPA（ロボット化）
・アドテクノロジー

課題解決への新たなア
プローチ サービスの進化

・外国人材活用
・採用Web化支援／Vtuberライブ
・業務自動化支援
・AIマッチング／職場見学サービス
・採用広告運用支援
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グループ業績の推移（年次サマリー） －3

製造系、物流系で
業界トップシェア。
就業人数ベースで
日本一に。

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

創業

    業界初のサービス
『オプショナルシステム』開発

    長野県、山梨県にて
シェアNo,1獲得     東京、大阪へ出店。

法改正を追い風に
業界トップ10まで昇る

    各部署、各人が
ナレッジを活用した
新サービス開発を推進

 LQ商標登録・IS09001認定

     営業支援アプリ
「C-en」リリース

     マイナンバー対応型
システムリリース

     e-ラーニングアプリ
リリース

     グループ合計
100拠点を突破

     保育施設付きオフィス
「オフイク」スタート

     ストレスチェックサービス
リリース

    仕事習慣力診断アプリ
「LQS」リリース

    ERPシステム
「C2」リリース

創立

創立

    世界初！
有期社員一元管理
クラウドシステム
「O2」リリース

天職市場への資本提携
創立

HRテック、AI活用、RPA、アドテクなど
最新テクノロジーを駆使して成長を牽引
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取り巻く環境
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取り巻く環境

   取り巻く環境① ― 国内の社会背景

■日本の労働人口と生産年齢人口

日本国内の人口減少は、同時に高齢者の増加と若年層の減少が同時に進む史上類を見ない事

態となっています。日本の労働力を数値で見ると、生産年齢人口（１５歳～６５歳の就学者を除く

人口）は減少する中、労働人口（職業に就いている人および就職の意思がある人）は逆に増え

るという現象が起こっています。

これは、高齢者と女性をはじめとしたこれまで就業していなかった人材の雇用開発が進み、い

わゆるダイバシティが労働人口を増やしたとみられます。今後は、障がい者の就業拡大に加え

て、女性リワーク支援の育児支援やリモートワーク、外国人材の幅広い受け入れといった、労働

者と働き方の多様化をいかに企業が受け入れ戦力として取り込んでいくかが重要となります。

■働き方改革と法改正

労働人口の減少と同時に、ワークライフバランスの実現と高い労働生産性の確立を目指す、

『働き方改革関連法』も制度化が進められています。

代表的のものとしては、時間外勤務の規制と事業所調査の丹念な実施、同一労働同一

賃金の法制度化、最低賃金の引き上げ、メンタルヘルスケアの義務化など。全体的に長

時間労働を是正することで、企業に労働生産性の向上を求めるものとなっています。

今後、多くの企業はいかに限られた時間で成果を上げられるか、高付加価値・高効率の働き

方を実現することが求められます。
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取り巻く環境 －2

   取り巻く環境② ― 求職者の変化とテクノロジー

■媒体と求職者の変化

通信回線とスマートフォン・タブレットといったモバイルデバイスの普及によって、求職者の

職探しの行動は大きく変化しています。紙媒体とガラケー中心でフリーペーパー全盛だっ

た時期から、現在ではWebでのエントリーが主流となり、求職者が求人を認知するチャネル

は検索エンジンからの流入へと大きくシフトしています。Indeedをはじめとしたアグリゲー

ションに代表されるアドテクの進化は、求人掲載メディアから自社求人サイトへとコンテン

ツの主役を変えつつあります。こういった求職者の変化は、今後５Ｇ通信網が普及すること

でさらに劇的に変わると考えられています。動画コンテンツがより一般的に使われ、ｘＲ技

術（VR/AR/MR）がより直感的に情報を伝えるようになると、リッチコンテンツの説得力、

あるいはWOM（口コミ）の信頼性といったコンテンツの需要が急速に展開するでしょう。

■テクノロジーが支える人材活用

ほかのビジネスと同様人材ビジネス領域でも、情報技術の進化がビジネスの有り様を大き

く変えようとしています。情報技術を使った人材領域の技術進化を総称して「ＨＲテック」と

呼んでいます。「ＨＲテック」の代表的のものとしては、ＡＩ（人工知能）を活用した適職マッ

チング・人材マッチング、ＲＰＡ（ロボット化）を駆使した事務業務の効率化、モバイル端末を

使った勤怠管理、フィンテックと連携した給与支払い、動画やxＲを活用した業務のマニュ

アル化などがあります。これまで人事のカン・コツや、事務作業者のルーチン習熟に依存し

ていた人事業務の多くは情報技術による高速化／無人化の恩恵を受けることになり、より

コアな業務、より労働生産性の高い業務へのシフトが可能になります。

   



12

特徴・強み
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コア・コンピタンス

企業理念 ミッション あらゆる価値と情報をマッチングする社会インフラへ

業界トップクラスのシステム部門と協力会社との強い信頼関係によって実現

商品
開発力

商品開発プロジェクトを横断的に設置し、
顧客ニーズに応える商品開発体制。
外部協力会社との連携体制も確立。

提案力
営業力

全国100拠点を超える事業所展開で、
地場毎の特性を踏まえた顧客関係を確立。
グループ間の複数サービスを提案でき
る総合力が他社比において競争優位。

人財
育成力

OJT、グループ間の商材勉強会、専門知識
をもった外部企業から講師など、知見を
広げる機会を準備している。

IT/AI
自動化

先端技術の導入へ先行投資を行い、AI
やITによる自動化、システム開発などを
進めている。結果としてコスト削減と
クオリティ向上に寄与している。

メーカー/物流系派遣事業で国内No.1 AIマッチングサービスなど開発

人財管理システム複数開発ROEは同業界平均を大きく上回る35%



人材事業

14

商品開発力

商品開発プロジェクトを横断的に設置し、顧客ニーズに応える商品開発体制。
外部協力会社との連携体制も確立。

自社ノウハウから開発した教育研修やHRテックのサービスなど、
競合企業と差別化を図るソリューションを開発。

人材事業 HRテック

ソーシャルオフィス

CAMCAM

収集収集

Repeater Service



グループ本部 世界貿易センタービルディングからの眺望
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提案力/営業力

全国100拠点を超える事業所展開で、地場毎の特性を踏まえた顧客関係を確立。
グループ間の複数サービスを提案できる総合力が他社比において競争優位。

2018年12月時点グループサービスのクロスセル率※ 38.4%
※クロスセル率…1顧客企業に対してグループ会社2つ以上のサービス導入をしている割合

●人材派遣事業
●人材紹介事業
●BPO事業

●短期・単発 人材派遣事業・人材紹介事業

●人材コンサルティング事業

●障がい者就労移行支援
●障がい者採用支援・定着支援
●企業主導型保育事業 

人材派遣

人材紹介

人材派遣

契約管理システム

採用支援

オフイク事業所

就労移行支援事業所（SAKURAセンター）

業務委託 （事務委託、軽作業委託、業務請負 等）

外国人就労支援事業

日々紹介

障がい者雇用支援（ソーシャルオフィス）

定着支援プログラム

人材評価管理システム

採用支援事業

募集受付代行

直接雇用移行コンサルティング

新卒紹介

地方創生事業

集合研修

育成トレーニング

ストレスチェック

人事考課制度コンサルティング

仕事習慣力診断ツール（LQS)

ユニット派遣

採用 管理・その他教育 評価

再就職支援

勤怠管理システム

マイナンバー収集サービス

業務分析システム

短期雇用（紹介・アルバイト）
管理システム

営業支援ソフト

LQプログラム
JQA-QMA14282
LQP事業部
人材育成トレーニング
プログラムの企画及び提供

拠
点

全
国
綜合キャリアグループの営業拠点は日本全国に約10０拠点。
今後も更なる拡大による、新たな価値の創造と
最適なソリューションのご提供をお約束します。
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人財育成力

OJT、グループ間の商材勉強会、専門知識をもった外部企業から講師など、知見を広げる機会
を準備している。
ユニット制になることで、入社暦が3年程度からリーダー職につくことができ、将来の経営層と
なる人財輩出につながっている。
書籍購入補助・組織強化費・資格支援・入社準備金などの費用を積極的に活用できる。

SP3SP3

SP2SP2

SP1SP1

入社年数
（目安）

ERP・コンサルティング領域

事業代表

CIO CTOCIO CTO

プロジェクト

マネージャー

プロジェクト

マネージャー

ディビジョン

マネージャー

ディビジョン

マネージャー

プロジェクト

マネージャー

プロジェクト

マネージャー

スタッフ

労務・人事・採用戦略

スタッフ

労務・人事・採用戦略

プロジェクトリーダープロジェクトリーダー

ブロックマネージャーブロックマネージャー

エリアマネージャーエリアマネージャー

※SPは、グループを跨いだ横断的なプロジェクト。
　１～３のグレードがあり各、プロジェクトを通して
　様々な事業推進に必要なスキルを身につける
　ことができる

※SPは、グループを跨いだ横断的なプロジェクト。
　１～３のグレードがあり各、プロジェクトを通して
　様々な事業推進に必要なスキルを身につける
　ことができる

ユニットマネージャーユニットマネージャー

シニアコンサルタントシニアコンサルタント

キャリアコンサルタントキャリアコンサルタント

SE・PG・開発SE・PG・開発 リクルーティングアドバイザーリクルーティングアドバイザー

プロジェクト
リーダー
プロジェクト
リーダー

・SE
・PG
・Crデザイナー

・SE
・PG
・Crデザイナー

アカウント
プランナー
アカウント
プランナー

・プロジェクトマネージャー
・プロデューサー
・Crディレクター

・プロジェクトマネージャー
・プロデューサー
・Crディレクター

HR・アウトソーシング領域 プラットフォーム
SEOコンテンツマーケティング

AD・PR事業

10年目10年目

8年目8年目

5年目5年目

3年目3年目

1年目1年目CC

BB

AA

SS

Gr HQ
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IT/AIによる自動化

先端技術の導入へ先行投資を行い、AIやITによる自動化、システム開発などを進めている。
結果としてコスト削減とクオリティ向上に寄与している。
開発した技術は、外販用システムへと集約し、更なる顧客満足向上へつなげていく。

学生
ＡＩエンジン

BIGデータ漠然とした思い
（自由記述）

定型データ マッチング/
リコメンド

専門性
スキル

やりたいこと

在学情報
希望条件

（勤務地等）

膨大な文章

企業募集要件

選択結果

過去採用実績

AI自動化（シフティングサービス）

RPA（ウインアクター） QAサイト（チャットボット）

人手でがんばるしかない… RPAがサクサク自動化！

①繰り返し作業をスピーディに実行　②複雑な作業でも正確に実行

平日10:00～17:00

自動切換え

平日17:00～翌日10:00/休日
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成長分野への多面的展開

綜合キャリアグループのMissionである、

「あらゆる価値と情報をマッチングする社会インフラへ」と
向かうために、今、日本や世界が抱える雇用問題に対するソリューションの開発を推進しています。

自社にないナレッジや技術力に関しては、独自の技術を要する様々なベンチャー企業も含めて、
協力体制を整備し、買収ではなく、アライアンスとしてイノベーションを生み出す方針を掲げて
います。

私たちは単なる人材会社としてではなく、コンテンツサプライヤーとして、雇用創造や就業環境
の整備などに対して、先端技術を活用しながら取り組み、あらゆる価値をマッチングする社会
インフラへと拡大していきます。

We are always challenging more innovative business approaches. 
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成長分野への多面的展開 －2

・アドテク
・Vtuber/エフェクトキャラクター
・採用コンテンツ動画制作
・VR(AR、xR)
・コンテンツマーケティング
・ビックデータ解析
・マッチングAI
・MA/BI

・オフイク（女性活躍推進事業）
・障がい者雇用（ソーシャルオフィス）
・外国人採用支援（タイ、ベトナム）
・学生就業支援（インタツアー、ビジコミ）

・商標登録、ビジネス特許多数

テクノロジー×雇用マッチング

ダイバーシティ推進／事業開発

本当にマッチする人材と企業との出会いの支援。
そのために、テクノロジーを活用して企業の魅力を引き出す仕
組みと求職者へ届ける仕組みを開発しています。

【Vtuber】
企業の魅力や特徴と求職者の志向性のマッ
チングを促進させる役割としてVtuberの
開発へ着手

【オフイク（女性活躍推進）】
保育事業とコワーキングスペース
の併設で技能を活かして活躍する
母親の支援を強化。

【学生就業支援事業】
学校教育と並行しながら学生のキャリア形成
を支援しつつ、中小企業など知名度に課題が
ある企業の採用広報を支援する事業

【外国人採用支援事業】
タイ、ベトナムなどアジア諸国の若い
人材を育成、輩出し国内企業への就職
を支援し、国内の生産を支援。

フルタイムだけでなく、様々な環境や状況にある人材を、戦力
として企業発展につなげる仕組みを構築し、日本全体の労働
力と生産性向上を実現していきます。
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グループ成長戦略・中期目標



グループ成長戦略

企業理念

ミッション あらゆる価値と情報をマッチングする社会インフラへ

事業領域 人材派遣・紹介事業 障がい者支援事業

バイトレ事業 人材コンサルティング事業

BPO事業 WEB/アドテク事業

2１
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事業戦略

人材派遣・紹介事業

受注 広告 応募 マッチング 職場情報 職場見学 入社 教育支援

人材事業①受注拡大・請求額UP

・コミット型提案の強化
・無期雇用化の更なる推進
・T-REX（勤怠管理システム）推進
・外国人エンジニア派遣の強化

人材事業②管理コスト削減

・自社サイト・提携サイトの活用を推進
・センター機能での管理業務を拡大
・AI自動マッチングの導入

人材事業③スタッフ定着支援

・祝い金・寮などスタッフサービスの強化
・クラウドサービスによるスタッフフォロー
・給与の前払い強化
・チャットボット・動画マニュアル配信
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事業戦略 －2

バイトレ事業

受注 広告 応募 マッチング 職場情報 入社

人材事業①受注拡大

・受発注管理システムのリリース
（シフティングサービス）
・包括契約サービスの推進強化
（物流倉庫案件の履行）
・モール、オウンドメディアの更なる領域拡大

人材事業②スタッフ定着支援

・AI自動マッチングシステムの更なる
 機能拡充と改良
・MAツールの活用によるマッチング強化
・給与の前払い強化
・勤怠システムリリース（ipad700台導入）

グループ事業へ人財輩出
新店舗でも1ヶ月以内で黒字化させるノウハウを、
グループ事業へ活躍できる人財として輩出する
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事業戦略 －3

BPO事業
受注規模拡大

課題解決型
提案営業

・新規BPOセンター開設で大型案件履行拡大
・メンバー増強を常に行い人的リソースを強化

営業管理システム導入
・様々な委託案件に対応できる
 ように管理システムを導入、
 案件ごとに進捗、利益を一元管理

受注領域拡大
・協力会社の連携強化による業種、
 スケジュール、契約形態に制限
 されないサービスの提供で受注
 領域を拡大

履行スタッフスキル向上
・HUB化構想の実現で、委託現場の
 立上げ量産体制を実現
※HUB化構想とは、経験を積んだスタッフが
　様々な現場で活躍できる、優秀でポータブル
　な人材供給源とする

信頼性向上
・官公庁の入札委託案件の増加で
 信頼性の更なる向上　
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事業戦略 －4

障がい者支援事業

SAKURA事業

SAKURAセンターの開設
・首都圏へのセンター開所数を更に
増やし通所可能なエリアを拡大させ
利便性を向上

就労定着支援サービス開始
・就労に伴う生活面の課題に対応でき
るよう、事業所・家族との連絡調整等
の支援を一定の期間実施

トラスト事業

営業強化
・法定雇用率のUPを背景とした需要
拡大に対し、インハウスでのソーシャ
ルオフィスのサービスを提案し、セ
ンター化（標準化）を実施

採用支援サービス開始
・企業への採用支援サービスとして、
と就労支援機構との就労支援ナビ
サイト連携による、リアルとネットを
合わせたサービスの提供

CVT事業

グループ内業務受託強化
・ノウハウの蓄積による受託領域を
拡大し、グループへのシナジー効果
を高める

グループ外業務受託強化
・行政・自治体案件の実績を拡大する
事で信頼性を向上させ更なる受託業
務を拡大
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事業戦略 －5

人材コンサルティング事業

　　外国人採用支援サービスの拡充

システムサービス機能向上

・海外送り出し機関（タイ・ベトナム・フィリピン）・国内監理団体との連携強化
・グループ出資の管理団体設置
・ベトナム拠点開設、ベトナム人採用強化
・教育内容のカスタマイズを実施し、受入体制強化（eラーニング教育強化）

応募・選考

【送り出し機関】 【監理団体】

【受入企業】

支援

支援

支援

契約

雇用支援

戦力化・共有サービスの提供

・自社開発のクラウドサービス、勤怠管理システム
（T-REX)、営業支援システム（C-en)の機能拡充

労務管理サービスの強化
・ストレスチェック（セルフプログラム）サービスの
導入促進、マイナンバー収集サービス促進
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事業戦略 －6

WEB制作/アドテク事業

採用

新サービスリリース
・採用IRコンテンツ、採用動画コン
 テンツ（Vtuber)の新サービスを 
 リリース

テンリクの機能拡充
・採用サイトに応募管理システム、
 解析ツール運用を追加し専門チー
 ムで分析し提案

見学サービス強化
・インタツアー、ビジコミサービス
 営業強化
・登録学生の倍増によるオフィス増床
・関西エリアへ出店

Indeed運用サービス強化
・ゴールドパートナーへ昇格
・定期勉強会の実施と分析結果の
 ツール配信

セミナー開催拡大
・採用支援セミナーを全国で開催
・eラーニング、勉強会の実施

tenichiサービス強化
・採用強化ページのラインナップ増加
・AI自動マッチングやAIコンシェル機能
 の提供
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事業戦略 －7

バックオフィス強化

人材派遣・紹介事業 人材コンサルティング事業

バックオフィス業務の切出しと集約

バイトレ事業 WEB/アドテク事業

センター機能

BPO事業

障がい者支援事業

業務自動化
・RPA導入、システムの刷新・改良に
 よる生産性の向上
・フィンテックの推進と導入強化

新センター開設
・国内に事務入力センターを新規開
 設し、幅広いバックオフィス業務に
 対応
・海外入力センターの立上げ

CVT事業の拡大
・障がい者支援事業による業務受託
 範囲の拡大
・障がい者雇用による地域協力推進
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中期目標

綜合キャリアグループ中期目標

2021年3月期【売上高1,600億円・ROE35％達成】

売上高 （単位：億円） ROE （単位：％）

2018年

3月期

2019年

3月期

2020年

3月期

2021
年

3
月期

2022年

3月期

2018年

3月期

2019年

3月期

2020年

3月期

2021
年

3
月期

2022年

3月期

上場会社平均

810 25

29

31

38
35

1,000

1,300

2,000

1,600
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We are always challenging more innovative business approaches. 


