
ES
G

サイバーエージェントは、インターネット領域で得た知見や経営資源を活かし、
事業と社会の持続的成長に繋がる社会貢献を実践しています。
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サイバーエージェントは地球環境を保全し、持続可能な社会の

実現に貢献するため、環境負荷の低減と事業活動の効率性の

維持の両立に取り組んでいます。

Environment

環境

ESG

70



環境への配慮

ペーパーレス化の促進

社内文書、請求書、FAX 受信用紙等を電子化し、印刷による用紙の使用量を削減しています。

また、従業員のコンディション変化発見ツール「Geppo（ゲッポウ）」の開発・提供や契約資料

の電子化を進め、業務を効率化することで、従業員が自身の業務に集中できる環境をつくり

だしています。

スタジオ照明のLED化

AbemaTV の撮影に使用しているスタジオでは、スタジオ内照明に LED を採用し、省電力化に

よる環境負荷の低減を図っています。LEDは熱線や紫外線などの有害光線放出が少なく、出演

者の方々の快適性向上にもつながっています。

機密保持とリサイクル

オフィス内の文書廃棄には、専用のリサイクルボックス「保護（まもる）くん」（（株）日本パープル）

を利用し、機密保持とリサイクルを両立しています。

2018年4月～2019年3月の期間は、年間1927.49本相当の森林伐採を抑制し、約 55,531.06kg

の二酸化炭素排出抑制に寄与。2017年同期間と比較し8.6%増の抑制量となりました。

Environment Social GovernanceESG
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Social
当社の運営するサービスやこれまで培ったノウハウを活か

しながら、社会の持続的な発展に貢献できるよう取り組ん

でまいります。
社会的責任

ESG
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「BIT VALLEY（ビットバレー）」プロジェクトは、同じく渋谷に拠点を置くインターネット

企業と共同で、渋谷をIT技術の世界的拠点にしようと 2018年に開始した取り組みです。

第二回となる「BIT VALLEY 2019」では「モノづくりは、新たな領域へ  ‒テクノロジーと

クリエイティビティが交差する世界‒」をテーマに、エンジニアだけでなく IT 業界の“モノ

づくり”に関わる全ての人を対象として行われました。会期中は「テクノロジー」に加え

て「デザイン」「プロダクトマネジメント」「音楽」「アイデア」など多彩なテーマのセッション

に参加登録者1700人が集まりました。エンジニア志望の学生だけでなく美術、芸術領域

の学生も多く、若手人材が最新の技術やクリエイティブ、多様な働き方に触れ、これからの

キャリアイメージを描くきっかけとなるイベントとなっています。

ESG TOPICS

地域社会への貢献

ｰ人の心を動かし、世界中が驚くような

素晴らしいサービスやプロダクトを世に送り出すためにｰ

Environment Social Governance

「BIT VALLEY」プロジェクト
ビットバレー

スピーカーセッションの様子
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「Kids VALLEY　未来の学びプロジェクト」は、渋谷を拠点とする東急（株）と当社を含む

インターネット企業4 社、そして渋谷区教育委員会が渋谷区立小・中学校でのプログラミング

教育カリキュラムの開発および教育現場支援、また企業訪問などによるIT人材育成に向け

たキャリア教育支援を行う官民一体型プロジェクトです。

2019年度には、来年度の小学校でのプログラミング教育の必修化を見据え、夏休み期

間中に小学生向けプログラミングワークショップを開催するほか、渋谷区立小・中学校に

おけるプログラミング教育カリキュラムの開発支援や、所属する教師に対するプログラ

ミング教育の研修を行います。

渋谷からIT分野において世界で活躍する人材の育成を目指し、かつ日本全体のプログラミング

教育を牽引するため一連の取り組みを体系化し広く発信、社会における人づくりに貢献する

取り組みです。

ESG TOPICS

各社の役割体制

全体調整

東急電鉄

全体の運営・取りまとめ

行政・大学等調整

ITノウハウ展開

渋谷エリアIT企業

カリキュラム開発

教員研修・授業支援

サイバーエージェント、DeNA、
GMOインターネット、ミクシィ

渋谷区教育委員会

学校との橋渡し・カリキュラムへの助言 カリキュラム提供・授業支援

渋谷区立小・中学校（教員・小中学生）

ー IT人材育成のためのキャリア教育支援 ー

Kids VALLEY　未来の学びプロジェクト

地域社会への貢献

Environment Social GovernanceESG

74



社会への取り組み

テクノロジーを活用し21世紀をリードして

いく人材の育成は、IT産業の国際競争力を

高め、未来の雇用を創出するといった社会

的な意義に加え、インターネットビジネス

を行う当社の持続的成長の可能性を高め、

優れたエンジニア人材の不足という経営

リスクを低減する取り組みです。

サイバーエージェントは2013年5月にライ

フイズテック社と合弁で、小学生向けプロ

グラミング教育事業を行う（株）CA Tech 

Kids（読み：シーエーテックキッズ）を設立、

現在までに約30,000人の子どもたちにプ

ログラミング学習の機会を提供。本格的

なプログラミングを学べる「Tech Kids 

School（テックキッズスクール）」では、

多数の小学生がオリジナルのiPhoneアプリ

ケーションを App Storeにリリースしてい

るほか、各種プログラミングコンテストで

入賞を果たす生徒を毎年輩出するなど、

顕著な学習効果が表れています。

また2020 年にはすべての小学校でプロ

グラミング教育が必修となる一方、子ども

にプログラミングを教えるための優れた

教材や指導者の不足、都市部と地方に

おける教育機会格差などのプログラミング

教育の普及にむけた課題解決のため、

オンラインプログラミング学習サービス

「QUREO」を開発、2018年2月より提供

を開始しました。

「QUREO」には CA Tech Kids が事業を

通じ培ってきたノウハウに加え、グループ

内のゲーム事業会社 (株 )アプリボットとの

協業により、動画やキャラクターによる

ナビゲーションなどゲームの知見が生か

され、知識や経験のない子どもでも楽しく、

自分自身のペースで自律的に学習を進め

ることができる工夫が施されています。繰

り返し、条件分岐、座標、論理演算、変数、

関数など、50 項目に及ぶプログラミング

の基礎を効果的に学ぶことができるため、

全国のプログラミング教室等でも教材と

して活用されています。

サイバーエージェントおよびCA Tech Kids

は、プログラミングの知識や技術を身に

つけるのみならず、設計する力、表現する力、

物事を前に進める力などを育み、「テクノ

ロジーを武器として、自らのアイデアを実現

し、社会の能動的に働きかけることのでき

る人材」の育成を目指しています。

Environment Social Governance

IT人材の育成 1

2

1　Tech Kids school の様子

2　「QUREOプログラミング教室」使用教材
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ESG　社会的責任P.76

Environment Social Governance

サイバーエージェントでは、プログラミング

の知識や技術力の習得度を測る目的で、

小学生のためのプログラミング検定「キッ

ズプログラミング検定」（略称「プロ検」）

を2019 年３月に開始。子どもが自身の

成長の手応えを感じるひとつの指標と

なることを目指して、第１回検定試験を

2019年８月に実施しました。

プロ検では、ビジュアルプログラミング

ツール「Scratch」および「QUREO」を

対象に、受験者のプログラミング知識や

技術の習熟度を10段階の級に認定します。

小学生向けプログラミング検定

小学生を対象としたプログラミングコンテ

スト「Tech Kids Grand Prix」（テックキッ

ズグランプリ）は『21世紀を創るのは、君

たちだ。』 をスローガンに掲げ、VISION

（ビジョン：子どもたちの掲げる夢や実現

したい世界観）、PRODUCT（プロダクト：

夢を実現するクリエイティブなアイデアと

それを体現した作品）、PRESENTATION

（プレゼンテーション：自身のビジョンやプ

ロダクトを社会に発信していく姿勢）の3つ

の観点から審査を行っています。

2019年の第 2回大会は、国内外より前回

大会を大きく上回る1,422件のエントリー

が集まり、審査を通過した10名のファイナ

リストが決勝プレゼンテーションを行い

ました。作品とプレゼンテーションのレベル

の高さは各種メディアをはじめ、広く注目

を集めました。

本コンテストは世界中の子どもたちの目標

となるステージを目指し、決勝プレゼン

テーションにはアジア太平洋地域を代表

する優れた小学生プログラマーをゲスト

スピーカーとして招待しています。

小学生プログラミングコンテストの開催

CA Tech Kidsでは、プログラミング教育を啓発するための様々な広報活動を行っています。

プログラミング教育の啓発活動

1　2019 年開催のプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix」

2　第1回  サイバーエージェント キッズプログラミング検定の様子

1

2
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自治体主催の子ども向けワークショップや、

講師等の育成研修プログラムの提供の他、

市役所・議会等への政策協力、政治家や

教育関係者などの視察受け入れなど、全国

各地でプログラミング教育の機会創出の

ための協力活動を実施。2013年の設立

以来、鹿児島県徳之島町、松戸市、彦根市、

大阪市、つくば市、陸前高田市、瀬戸市、

藤沢市、島原市など、大都市から地方まで

多数の自治体での実績があります。

自治体との取組み

全国の小学校で、プログラミング出張

授業を実施。プログラミング学習ソフト

「Scratch」を用いた簡単なゲーム開発を

通じ、コンピューターを制御する基礎的な

概念を学びます。授業を受けた児童から

は「今まではゲームで遊ぶ側だったけど、

ゲームを創ることもできると分かった」、

「プログラミングなどの技術が世の中を

便利にしていると分かった」などの感想が

寄せられています。

また、主に研究指定校や私立小学校など

を対象として、さまざまな新しい授業実践

を行っており、2020年プログラミング教育

必修化に向け、これらの実践成果を還元

していきます。

プログラミング出張授業

2020 年のプログラミング教育必修化に

向けた大きな課題の一つは、プログラミング

を指導する教員の不足です。

CA Tech Kids では、小学校教員や自治体

職員を対象とした研修を実施し、プログラ

ミング教育必修化の意義について解説を

行っているほか、子ども向けのソフトを

用いた実践研修を実施し、教職員のプロ

グラミング教育に対する理解促進、技能

習得を支援しています。

教員・職員向け研修

CA Tech Kids は公教育におけるプログラミング教育の導入・普及推進のため、地方自治体や

小学校、政府や中央省庁と連携し幅広い取り組みを積極的に行っています。

プログラミング教育の普及促進

1

2

1　子ども向けプログラミング講座の様子

2　プログラミング指導者（メンター）育成研修の様子
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（株）CA Tech kids 代表取締役社長の上野

は、文部科学省において「小学校段階に

おける論理的思考力や創造性、問題解決

能力等の育成とプログラミング教育に

関する有識者会議」委員、「2020 年代に

向けた教育の情報化に関する懇談会基本

問題検討WG」委員を務めるなど、日本に

おけるプログラミング教育の普及発展の

ための政策提言活動を行なっています。

2016 年4月には、政府と経済界経済界

代表との意見交換会合「第5回未来投資

に向けた官民対話」に出席し、安倍総理を

はじめとした閣僚・政府関係者にプログラ

ミング教育についての意見発表を行いまし

た。これを受け、安倍総理より、2020年

から小学校でプログラミング学習を必須と

することが正式に発表されました。

政策提言

2014 年より、愛知教育大学磯部征尊

研究室と共同でプログラミング教育の

教育課程基準に関する研究を実施して

いる他、2017年からは、東京学芸大学

加藤直樹研究室と連携し、教科教育に

おけるプログラミングの活用に関する研究

を実施。これらの研究の成果は、学会

発表や論文発表、公開研究授業の実施等

を通じて、広く社会に還元していきます。

研究活動

Environment Social Governance

1

2

1　研究活動の様子

2　写真：首相官邸「未来投資に向けた官民対話」　　http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201604/12kanmintaiwa.html
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サイバーエージェント及びサイバーエージェントグループは、多くの個人情報をお預かりする事業者と

して、プライバシーポリシー、情報セキュリティポリシー、また個人情報保護規程をはじめとする各種

社内規程を整備し、情報の適正な取扱いと保護に努めております。各ポリシーに変更等があった場合は

速やかに公表します。サイバーエージェントが提供するサービスを利用者の皆さまに安心・安全に

お楽しみいただけるよう、今後も情報セキュリティの強化、向上に真摯に取り組んでまいります。 当社の

運営するメディアでの個人情報利用目的またはお問合せ窓口につきましては、それぞれのメディアの

規約等に記載しておりますので、ご確認ください。

情報セキュリティ

情報セキュリティ管理体制の構築

当社が保有する全ての情報資産の保護に努め、情報セキュリティの維持、向上に取り組みます。

情報資産の適切な管理

保有する情報資産について機密性・完全性・可用性の観点から分類・リスク評価を行い、リスクに

応じて適切に管理します。

法令等の遵守

情報セキュリティに関する法令およびその他のガイドラインを遵守します。

継続的な情報セキュリティマネジメントの改善

情報セキュリティ事故を防止するため、重要性が高く外部からのアクセスが可能で、個人情報の

保持や課金機能のあるすべてのシステムについて少なくとも年1回の外部によるシステム監査を実施

しています。 また新規サービスのリリースやアップデートの際もシステム監査を実施しています。

従業員へのセキュリティ教育

当社では、セキュリティに関する従業員教育を推進しています。 社内イントラネット上にセキュリティ

情報を発信する特設サイトを設け、セキュリティに関する情報発信や啓蒙を行ったり、様々な観点

からセキュリティの重要性をわかりやすく解説した漫画を公開するなど、全従業員の意識の向上に

努めています。
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全従業員の情報セキュリティへの意識向上

のため、情報発信のための特設サイトを

設け、様々な観点からセキュリティの重要

性をマンガ形式でわかりやすく解説した

コンテンツを公開するなど、情報の集積、

発信と啓蒙に努めています。

eラーニングシステムを活用した従業員

向けのセキュリティ教育も行なっており、

情報セキュリティ基礎や個人情報保護法

に対する理解を深めるコンテンツに加え、

サービス開発を行うエンジニア向けコンテ

ンツや、サービス企画に携わる従業員向け

のコンテンツなど各従業員の業務内容に

合わせ、事業の運営に必要な知識の習得

を促進しています。

マンガ「パーくんと学ぶ 情報セキュリティ」

異なるセキュリティリスクにスピーディかつ

全方位的に対処するため、執行役員2名を

含む各事業、情報システム、法務、広報、

内部監査、セキュリティ推進の各部門

代表者からなる「ITセキュリティ戦略室

（CyberAgent CSIRT）」を組織し、グループ

を横断する情報セキュリティマネジメント

体制を整備しています。

また、日々変化し複雑化する情報セキュ

リティインシデントの予防及び円滑な対応

を目的として、セキュリティ実務経験者に

よる専任組織「セキュリティ推進グループ」

を設置しています。 

「I Tセキュリティ戦略室（CyberAgent 

CSIRT）」は日本シーサート協議会、FIRST 

(Forum of Incident Response and 

Security Teams) に加盟し、外部組織との

連携によるインシデント対応を実現して

います。

組織的な取り組み 人的な取り組み

取締役会

インターネット広告事業

メディア事業

ゲーム事業

事業組織

情報連携

戦略執行

セキュリティ
推進グループ

内部監査室

全社機能組織

情報セキュリティ

法務

広報
など

(CyberAgent CSIRT)

ITセキュリティ
戦略室

情報セキュリティ体制図 

サイバーエージェントでは、情報セキュリティに関わる様々なリスクの低減のため「組織」「人」

「技術」「オフィス」の4つを軸に取り組んでいます。情報セキュリティ対策を強化し、利用者

の皆さまに信頼される安心・安全なサービスの提供を通じて事業の持続的な成長を後押し

しています。

情報情報セキュリティへの取り組み

Environment Social Governance

各部門のセキュリティ担当者が集まるＩＴセキュリティ戦略室（CyberAgent CSIRT）
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システムセキュリティ専任組織「セキュリ

ティ推進グループ」がサービス開発に関

するセキュリティガイドラインを策定、

サービス企画・設計段階で事業部門から

相談を受けるなど安全なサービス開発の

支援体制を整えています。 

また、開発環境で用いるアカウントを一

元的に管理できる仕組みを設け、プロ

ジェクトに応じて適切なユーザー及び

権限の管理を行なっています。新規サー

ビスのリリース前には脆弱性診断を実施

し、セキュリティインシデントにつながる

問題を未然に解消、運用中の主要なサー

ビスに対しては脆弱性診断を年に1回の

頻度で実施しています。

サービス開発

従業員が使用するアカウントは人事情報

と連携したユーザ管理システムにより一

元的に管理し、権限を持たない人の社内

システム利用や社内ネットワークへのアク

セスを制限しています。 マルウェア対策

は業務内容に応じて一般的なアンチウィ

ルス対策からより高度なマルウェアへの

対策を行い、事業や業務のリスクレベル

に応じた予防を行なっています。システム

の利用状況は常時モニタリングし、外部

からのサイバー攻撃の検知および対処を

行なっています。

社内システム

当社データセンターは、個人情報やシス

テムインフラの安全な管理のため、万全

な防災機能を備えています。

また重要度のレベルに応じて Lv1～ Lv7

のエリアに分けられ、警備員とカード認証

による入退室管理、持ち込み・持ち出し

機器の検査をはじめ、複数要素認証や

監視カメラによるモニタリングを行うなど、

自然災害や人為的リスクを回避するため

の様々な取り組みを行っています。

データセンター

各オフィスでは、セキュリティカードによる

入退室管理を行なっています。扱って

いる情報のセキュリティレベルに応じて

入室制限、監視カメラの設置などを行い、

情報管理を強化しています。

オフィス

物理的な取り組み技術的な取り組み
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個人情報の保護への取り組み

サイバーエージェントの運営するサービスでは、利用者の皆さまの同意をいただける場合に限り、以下の

個人情報を取得する場合があります。取得する情報はサービスにより異なりますが、各サービスの

プライバシーポリシー、利用規約に基づき適切に管理しております。

個人情報の取得について

Environment Social Governance

個人情報

登録情報のうち、利用者の氏名、メールアドレス、生年月日及び性別等、特定の個人を識別できる

情報（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることと

なるものを含む

認証情報

登録情報のうち、ID及びパスワードその他当社が提供するサービス毎の会員からの接続を認証する

ために必要な情報

Cookie 等

Cookie、広告識別子及び利用者から取得したアクセスログ (IP アドレスを含む ) など、訪問者

の識別や認証、訪問回数の記録などに必要な情報

利用端末に関する情報

使用デバイス、OS、ユーザーエージェント、端末言語設定、アクセス国等

通信環境に関する情報

通信キャリア、通信環境、アクセス地域等

利用状況に関する情報

サービスのバージョン、サービスの利用履歴等
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サイバーエージェントの運営するサービスで取得する個人情報は、主に以下のような目的で取得しています。

個人情報取得の目的

オンライン本人認証

サービスの提供にオンライン本人認証を伴う場合、メールアドレスや電話番号、または他社のサー

ビスのアクセストークン等を取得することがあります。

年齢の確認

サービスの提供に年齢制限を伴う場合、利用者の年齢確認のため運転免許証、国民健康保険被

保険者証、その他の年齢又は生年月日を証する書面の一部または全部の画像を取得することが

あります。

物品の配送

サービスの提供に物品の配送を伴う場合、住所・氏名・電話番号などを取得することがあります。

アクセスの解析・広告の配信

アクセス解析や広告の配信のため、Cookie 等を発行したり、情報を取得することがあります。

メールマガジンの配信

メールマガジンの配信のため、メールアドレスを取得することがあります。

報酬の支払い・残高の出金

サービスの提供に報酬の支払いや出金を伴う場合、金融機関の口座情報を取得することがあります。

マーケティング分析

マーケティングを目的としたデータ分析のため、サービスの利用履歴を取得することがあります。

不正行為の防止

不正行為の防止のため、サービスの利用履歴を取得することがあります。

学術的な研究

サービスの提供に伴い生じた利用履歴を集計して、学術的な研究の基礎データとすることがあります。

その他

サービスの提供に必要な機能を実現するため、サービスにより以下のような個人情報を取得する

ことがあります。

・顔写真

・氏名

・電話番号

・電話帳（コンタクトリスト）

・位置情報

・生体情報

Environment Social GovernanceESG
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個人情報の管理

サイバーエージェントの運営するサービスで取得した個人情報は、以下のような方法により管理して

います。

アクセス制御

統合的な ID 管理システムを整備し、業務上必要のある従業員のみに個人情報へのアクセス権限を

付与しています。権限を持たない役員・従業員は個人情報へのアクセス、参照は一切できません。

個人情報の提供

サイバーエージェントの運営するサービスで取得した個人情報は、よりよいサービスの提供、サービス

の改善等を目的として、あらかじめ通知された利用目的の範囲内で業務委託先や研究機関等に提供

することがあります。

委託

以下のような業務を遂行する上で委託先の事業者に個人情報を提供することがあります。委託先の

事業者のセキュリティ対策を事前に審査し、継続的に監督しています。

・メールマガジンや広告の配信

・物品の配送

・キャンペーンの事務

・新機能の開発・不正行為の防止を目的とした研究 （学術研究などを目的に、研究機関先へ個人

情報を提供する場合は、あらかじめ個人を特定できないように加工します。）

個人情報の利用停止

退会
利用者がサイバーエージェントが運営するサービスから退会した場合は、速やかに取得した個人情報

を削除します。

オプトアウト
・メールマガジンの配信

利用者がメール本文に記載されたリンクから停止手続きを行った場合、速やかにメールアドレスの

利用を停止します。

・行動ターゲティング広告の配信

利用者が行動ターゲティング広告事業者が提供する手続きによりオプトアウトを選択した場合、

速やかに個人情報の利用を停止します。また、当社が提供する行動ターゲティング広告は以下の

手続きにより個人情報の利用停止が可能です。

暗号化

個人情報を取り扱う通信、データベースは暗号化しています。

事業の承継

他の組織へ事業承継を行う場合、承継の達成に必要な範囲内で取り扱う場合に限り、個人情報を

提供します。

それ以外

法令に基づく手続きにより行政機関に個人情報を提供することがあります。

非保持化

改正割賦販売法の遵守、またクレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化のため、クレジット

カード情報の取り扱いは PCIDSS に準拠した決済代行会社に委託しています。

Ameba における Cookie 及び広告識別番号等に関するガイドライン

当社提供の広告配信サービス（Dynalyst, LODEO, AIRTRACK 等）の
Cookie を利用した広告表示の無効化について
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安心・安全なサービス

Ameba

サービスを利用するユーザーの「誰もがいつでも迷わずコンテンツを楽しむことができる」ように

するため、制作指針集「Ameba Accessibility Guidelines」を策定しています。

WinTicket

サービスを通じて誰でも公営競技を楽しめるよう、アクセシビリティの向上に努めています。

またその一環として、サービスを「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報

通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第 3 部：ウェブコンテンツ」および WCAG

（WebAccessibility Guidelines）2.0 のシングル Aの一部準拠を目標としています。

サイバーエージェントでは、「サイバーエージェントのサービスを利用するすべての人が、心身の機能

や利用する環境に関係なく、提供されている情報やサービスを利用できること」を目指し、ウェブ

サービスのアクセシビリティ向上に取り組んでいます。ウェブアクセシビリティの国内規格である

JIS X 8341-3 の理解と普及を促進する、ウェブアクセシビリティ基盤委員会（WAIC: Web

Accessibility Infrastructure Committee）にメンバーとして参画し、ウェブアクセシビリティを

高めるために必要な基盤を構築する、さまざまな活動を行っています。

サイバーエージェントの提供するサービスでは、サービスごとにアクセシビリティガイドラインを策定し、

ガイドラインに沿った開発を行うことでサービスを利用するユーザーの「誰もがいつでも迷わず

コンテンツを楽しむことができる」ように努めています。

アクセシビリティへの取り組み
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メディア

サイバーエージェントでは、運営するメディアサービスにおいて、青少年の保護及びすべての方に

安心、安全にご利用いただける環境を目指し、健全な運営のための取り組みを実施しています。

安心・安全なサービス

24 時間 365 日の監視体制 青少年の機能制限

対象サービス 　 Ameba、アメーバピグ、タップル誕生 等

悪質な目的でサービスを利用するユーザーを検知し、排除するため、24 時間 365日体制で厳重

なサービス監視を実施しています。また、ユーザーによる通報システムを導入し、不審なユーザー

の報告を受けた場合、速やかに調査を開始し利用規約違反が確認できた場合は、警告又は

強制退会等の対応を行っています。

対象サービス 　タップル誕生 等

公的身分証明書による年齢確認

マッチングアプリで、メッセージのやり取り等、連絡を取る機能を利用する際には、運転免許証、

国民健康保険被保険証書のほか、健康保険被保険証書、共済組合員証、年金手帳、旅券、

外国人登録証明書等、公的身分証による年齢確認を実施し、ユーザーが18 歳以上であること

を確認した上でサービスの利用を許可しています。

安定的な配信を可能にする監視体制

2016 年 9月から監視オペレーション体制を導入。24時間体制でサービス監視を実施し、

配信のさらなる安定化に取り組んでいます。また、災害・緊急時には24 時間リアルタイムで

報道し、インターネット時代の新たな情報インフラとしての役割を果たすべく、常時安定的な

配信に努めます。

対象サービス 　AbemaTV

会員登録時に入力いただいた生年月日情報を元に、コミュニケーション機能等の利用制限や、

購入限度額の設置など、青少年保護を目的とした取り組みを実施しています。

対象サービス 　Ameba、アメーバピグ 等
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広告

サイバーエージェントの広告代理事業では、2017年から広告コンプライアンス体制を強化しています。

インターネット広告のリーディングカンパニーとして健全で透明な広告取引を推進し、取引先の皆さま

が安心して出稿できる広告代理店を目指します。

安心・安全なサービス

コンプライアンス局

広告事業を展開する事業部や子会社の販売管理の品質向上のため、整合性のチェック等随時

管理フローの見直しや、グループ内のノウハウ・ナレッジの連携を強化しています。また、広告

審査では提案する広告の内容が JIAA（日本インタラクティブ広告協議会）のガイドラインや法令

を順守し、公序良俗に則しているかを審査しています。

広告事業コンプライアンス委員会

広告の健全性・安全性の向上を目指し、広告事業部門と法務・コンプライアンス室がグループ

横断で課題解決に注力。海賊版・違法サイトに対する対策や、ブラ ンドセーフティ、アドフラ

ウド対策等、広告品質に関わる多様な問題に対してグループ内で有する知見などを活用し、

対策を講じています。

ブランドセキュリティセンター

取引先のみなさまが安心して広告出稿できるよう、2017年6月に24時間365日 ブランドセーフ

監視を行う専門組織「ブランドセキュリティセンター」を設立。広告主のブランド価値の毀損

を防ぐと同時に、広告の機会損失を最小限にするサービス「CA ブランドセキュリティ」により、

広告品質の高さを保ちながら、最大限の広告効果を追及いたします。

レポーティング

広告成果データ 24時間監視

広告発注

広告出稿不正対策

広告コンプライアンス体制図

納品物監査

広告審査
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ゲーム

サイバーエージェントでは、運営するゲームにおいて、青少年の保護及びすべての方に安心、安全に

楽しめるゲームの提供を目指しています。

安心・安全なサービス

利用金額のアラート

ゲームアイテムの購入に伴う利用金額について、月ごとに設定された金額に利用金額が至った

場合、利用者にアラートを通知し、過度な購入・利用を防止します。

未成年者の利用金額を制限

未成年者の月額の利用金額を制限しています。15 歳以下を 5,000 円、16歳以上19歳以下を

10,000円と上限金額を設定することで、未成年の過度な利用を防ぎ、利用者を保護します。

リアルマネートレード（RMT）の禁止

提供するすべてのゲームにおいて、ゲームの ID やアイテムを金銭それに代わる金銭的価値の

あるものと売買取引をするRMT 及び、他の利用者へ RMT の宣伝・告知・勧誘をすることを禁止

しています。このような行為を発見した場合、各ゲームの規約にのっとり、ゲームの全部又は

一部の利用停止、退会処分等の措置を実施しています。

ゲームにおける法令遵守の徹底

利用者のみなさまが安心して遊べるゲーム提供のため、ゲームごとに利用規約を定めるとともに、

公式サイトやゲーム内での啓発活動に努めています。

CESA  「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」を
遵守したゲーム運営

CESA が定める「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」に

賛同し、本ガイドラインを遵守したゲーム運営を行っています。

有料ガチャで得られる個別アイテムの提供割合を表示

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）（以下 CESA）が定める「ネットワー

クゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」に沿って、有料ガチャから

得られるガチャアイテムについて、アイテムごとに個別の提供割合を表示することで透明性を

高めると同時に、イベントにより提供割合が変更となる場合も、変更された提供割合を表示

することで、より分かりやすい情報開示を行っています。

ゲーム内パトロールの実施

ゲームの ID やアイテムを金銭または金銭的価値のあるものと売買取引をする RMT及び、他の

利用者へRMTの宣伝・告知・勧誘をすることを禁止しています。このような行為を発見した場合、

各ゲームの規約にのっとり、ゲームの全部又は一部の利用停止、退会処分等の措置を実施して

います。自主パトロールにより、適切なゲーム運用がされているかどうか、RMT等の不正行為

やルール違反となるコメント投稿などの有無を監視し、利用者のみなさまが安心・安全に利用

できるゲーム環境の提供を行っています。

※アラート金額の設定はゲームによって異なります。

対象サービス 

（株）サイバーエージェント、（株）Cygames、（株）アプリボット、（株）ジークレスト、（株）サムザップ、（株）グレンジ、（株）グリフォン、（株）GOODROID、

（株）Craft Egg、（株）QualiArts

上記会社が提供するゲームを対象に、順次対応してまいります。
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雇用機会の創出

2007 年より障がい者雇用促進法に基づく

特例子会社サイバーエージェントウィルを

設立し、障がい者雇用の取り組みを本格

化しました。

合同説明会への参加や各地で面接会を

実施することで採用力を高め、計画的に

雇用を拡大。高度なパソコンの能力や技術

を持った障がい者の雇用を積極的に行い、

2018年6月に法定雇用率2.0％を達成し

ました。

現在、90名※が入力などのオペレーション

業務、ヘルスキーパーなどを行っています。

障がい者雇用

地方を拠点とする子会社の設立を通して、

地方における雇用を促進しています。沖縄・

仙台等に拠点を持ち、818 名を雇用※、

スマートフォンサービス「Ameba」のコメ

ント監視業務や、インターネット広告事業

におけるネット広告の運用を担っています。

また、2016年より新卒採用において、地方

大学生の採用を強化。地方大学への出張

セミナー・面談や現地選考会などを実施し、

全国47都道府県での採用活動を開始しま

した。また、2017 年より会社説明会を

オンライン動画で展開しています。

積極的な人材投資

※2019年9月末時点 沖縄拠点の様子
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サイバーエージェントはスポーツ支援を通じて、スポーツ文化の発展や人材育成、地域社会への貢

献を目指しています。

スポーツ支援

2018 年10月、Jリーグクラブ「FC 町田

ゼルビア」がサイバーエージェントグループ

に参画。サイバーエージェントグループの

一員としてグループシナジーを生かし、

サポーターへの情報提供やサービスの

充実、新たなサポーター層の獲得を図っ

ています。

今後も東京都・町田におけるスポーツ

文化の振興および地域経済の発展に

貢献し、世界に通じるビッグクラブへの

成長をともに目指します。

また、(株)Cygames は、2017 年より

イタリアのプロサッカー１部リーグセ

リエＡに 所 属 する「ユヴェントス F.C.

（Juventus Football Club S.p.A.）」を

スポンサードしています。

サッカー

FOOTBALL
FC町田ゼルビア
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MAHJONG

Environment Social Governance

サイバーエージェントは、企業チームと

して「渋谷 ABEMAS」を結成し、2018年

10 月に開幕した「Mリーグ」※に参加

しています。リーグ初年は、レギュラー

シーズン第二位、ファイナルシリーズ後

の最終成績第三位にてシーズンを終え

ました。

今後も「Mリーグ」での取り組みを通して、

麻雀の社会的地位の向上及び認知の

拡大、新たなファンの獲得を目指して

まいります。

※一般社団法人Mリーグ機構は、日本国内において麻雀

の競技化、健全化を図り、その普及と発展を目的とした

団体です。

これまで国内で広く麻雀が親しまれ、プロ団体に所属

するプロ雀士は数千人にものぼると言われる一方で、

博打のイメージが強いことや複雑なルールなどが理由で、

麻雀の社会的地位の向上が進まないという歴史がありま

した。しかしながら、2017 年4月に麻雀が国際マインド

スポーツに認定されたこと、多数のオンライン麻雀ゲーム

の登場、認知症予防効果があるとして高齢者層に人気が

広がっていることなど、幅広い世代の方が楽しめる頭脳

スポーツとして認知されつつあります。

麻雀

渋谷ABEMAS
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PRO-WRESTLING

Environment Social Governance

DDTプロレスは2017年旗揚げ20周年

を迎えたプロレス団体で、通常のリング

ではない場所で行う「路上プロレス」や

魅力あるレスラーなどを特徴にファンを

増やしている、インディーズプロレスを

代表する存在です。

サイバーエージェントは DDTプロレスの

発行済株式の全株式を2017年 9月1日に

取得しました。

年間を通じて開催されるDDT、プロレス

リング BASARA、東 京 女子プロレス、

ガンバレ☆プロレス、といったDDTグループ

が開催するプロレス試合の「AbemaTV」

での中継をはじめ、「路上プロレス」など

独自の特色を活かした「AbemaTV」での

オリジナル番組展開など、プロレスファン

の方から初心者の方まで幅広く楽しんで

いただけるコンテンツを放送しています。

DDTプロレスリング

DDTプロレス イベントポスター
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サイバーエージェントは「21世紀を代表する会社を創る」を

VISION に掲げ、コーポレート・ガバナンスは継続的に事業拡大

する上での重要課題と位置付けております。法令、社会規範、

倫理などのルールに基づいた企業活動に取り組みながら、2017 

年 10 月に取締役会の実効性の向上を目指し監査等委員会設置

会社へ移行。社外取締役 3 名、女性取締役 1名の選任など、取締

役会の監督機能および透明性・公正性の強化に努めています。

Governance

ガバナンス
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ページ名P.94

Environment Social Governance

企業統治形態

取締役会人数（社外取締役）

監査等委員である取締役（社外取締役）

執行役員制度

社外役員の選任及び独立性に関する基準

監査等委員会設置会社

15名（3名）

3名（2名）

無

買収防衛策の導入 無

会計監査人 有限責任監査法人トーマツ

東京証券取引所【独立役員の確保に係る

実務上の留意事項】に準ずる

政策保有株式

事業上の連携強化が見込まれる場合等に

「政策保有株式」を保有することがあります。

政策保有株式の議決権の行使は、議案の内

容を精査し適切に対応します。

コーポレート・ガバナンス報告書
https://www.cyberagent.co.jp/files/u
ser/pdf/way/governance/cg/cgr.pdf

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制図

内部統制監査会計監査助言

株主総会

会計監査人顧問弁護士等

選任・解任 選任・解任

常勤役員会

報告

権限委譲

諮問

答申

内部統制評価内部監査

（業務執行取締役11名
常勤監査等委員1名）

取締役
監査
監督

（監査等委員ではない取締役
12名うち社外取締役1名）

取締役会

（監査等委員ではある取締役
３名うち社外取締役2名）

監査等委員会

指名・報酬諮問委員会

内部監査室選任・指揮・監督指揮・監督

指揮・監督

各事業部・子会社各事業部・子会社各事業部・子会社

代表取締役社長

指揮・監督 指揮・監督 指揮・監督

ESG
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Environment Social Governance

取締役

※氏名、役職、担当管轄（2019年12月13日現在）　　※保有株式数 (2019 年9月末現在 )　　 ※○/13は、取締役会出席回数

藤田 晋 代表取締役社長　経営全般

25,909,600株
13/13（100%）

（株）インテリジェンス（現パーソルキャリア（株））入社

当社設立、代表取締役社長就任

新経済連盟副代表理事就任

（株）AbemaTV代表取締役就任

1997

1998

2012

2015

年

年

年

年

月

月

月

月

4

3

6

4

現任

現任

現任

中山 豪 常務取締役　全社機能管轄

363,676 株
13/13（100%）

住友商事（株）入社

当社入社

当社取締役就任

当社常務取締役就任

1998

1999

2003

2006

年

年

年

年

月

月

月

月

4

8

12

4 現任

小池 政秀 常務取締役　メディア事業管轄

55,715 株
12/13（92.3%）

当社入社

当社取締役就任

当社常務取締役就任

（株）AbemaTV取締役就任

2001

2012

2014

2016

年

年

年

年

月

月

月

月

7

12

12

7 現任

現任

山内 隆裕 常務取締役　インターネット広告事業管轄

25,857 株
13/13（100%）

当社入社

（株）CyberZ 代表取締役就任

当社取締役就任

当社常務取締役就任

2006

2009

2012

2018

年

年

年

年

月

月

月

月

4

4

12

10 現任

現任

岡本 保朗 専務取締役　インターネット広告事業管轄

90,600 株
12/13（92.3%）

当社入社

当社取締役就任

当社常務取締役就任

当社専務取締役就任

2000

2008

2010

2014

年

年

年

年

月

月

月

月

4

12

10

12 現任

日高 裕介 取締役副社長　ゲーム事業管轄

850,600 株
13/13（100%）

（株）インテリジェンス（現パーソルキャリア（株））入社

当社設立、常務取締役就任

当社取締役副社長就任

（株）Cygames 取締役就任

1997

1998

2010

2011

年

年

年

年

月

月

月

月

4

3

10

5 現任

現任
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浮田 光樹 取締役　ゲーム事業管轄

6,407 株
13/13（100%）

現任

現任

当社入社

（株）アプリボット代表取締役就任 

当社取締役就任

2011

2014

2016

年

年

年

月

月

月

4

4

12

Environment Social Governance

※氏名、役職、担当管轄（2019 年12月13日現在）　　※保有株式数 (2019年9月末現在 ) 　　※○/13は、取締役会出席回数
※内藤貴仁氏、長瀬慶重氏、山田陸氏の取締役会の出席回数及び出席率は、2018年12月14日の取締役就任後に開催された取締役会を対象としております。

長瀬 慶重 取締役　技術開発管轄

3,255 株
11/11（100%）※

エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）（現NTTテクノクロス（株））入社

当社入社

当社技術政策室 室長就任 

当社取締役就任

2000

2005

2018

2018

年

年

年

年

月

月

月

月

4

8

1

12 現任

現任

曽山 哲人 取締役　人事管轄

112,373 株
13/13（100%）

現任

（株）伊勢丹（現（株）三越伊勢丹）入社

当社入社

当社取締役就任

当社取締役就任

1998

1999

2008

2016

年

年

年

年

月

月

月

月

4

4

12

12

山田 陸 取締役　AbemaTV 広告管轄

3,000 株
11/11（100%）※

当社入社

当社執行役員就任

（株）AbemaTV　広告本部本部長就任

当社取締役就任

2011

2015

2017

2018

年

年

年

年

月

月

月

月

4

10

10

12 現任

現任

当社入社

当社取締役就任

当社アドテク本部（現AI事業本部）本部長就任

当社取締役就任

内藤 貴仁 取締役　AI・ クリエイティブ ・オペレーション事業管轄

75,585 株
11/11（100%）※

現任

現任

2001

2010

2014

2018

年

年

年

年

月

月

月

月

4

12

10

12

塩月 燈子 取締役（監査等委員）　常勤

9,600 株
13/13（100%）

日本航空（株）入社

公認会計士第二次試験合格

当社監査役就任

当社監査等委員である取締役就任

1996

1999

2000

2017

年

年

年

年

月

月

月

月

4

10

7

12 現任
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Environment Social Governance

（株）日本リクルートセンター（現（株）リクルートホールディングス）において長年にわたり事業の発展に貢献し、

同社の取締役・副社長として経営に参画した経歴をもち、事業推進・企業経営に関する豊富な経験と広い

見識を有しております。

当社社外取締役に就任以来、その経験・見識を活かし、経営全般に対する実践的かつ客観的な指摘や業

務執行に対する適切な監督を行っています。また、当社が重要視している人的資産の活用についても数多

くの有益な助言を行っており、当社の企業価値の向上に貢献しております。かかる実績を踏まえ、今後も引

き続き独立した社外取締役として、取締役会等の意思決定に際し第三者的な観点からの指摘等を期待でき

るものと判断し社外取締役に指名しております。

長年にわたり企業の管理部門や内部統制の責任者をつとめ、（株）U-NEX T（現（株）USEN -

NEXT HOLDINGS ）管理部門担当の取締役として経営に参画した経歴をもち、内部統制・企業統治に

関する豊富な経験と広い見識を有しております。また、税理士資格者であり、財務・経理・税務に関する

専門的知識も有しております。2017 年 12 月に当社社外取締役に就任以来、その経験・見識を活かし、

想定しうるリスク等に関し経営陣と忌憚のない議論を交わし、内部統制の強化に資する助言等を行っており、

当社の監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しております。かかる実績を踏まえ、今後も

引き続き取締役会の意思決定に際して独立的な立場からの適切な指摘等を期待できるものと判断し、

監査等委員である社外取締役に指名しております。

企業の株式公開や海外進出を支援するコンサルティング会社を長年にわたり経営しており、企業経営・株

式市場・海外市場に関する豊富な経験と広い見識を有しております。当社社外取締役に就任以来、その経験・

見識を活かし、多角的な視点に立って幅広く議論を交わし、豊富な情報ネットワークに基づいた助言等を行っ

ており、当社の監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しております。かかる実績を踏まえ、

今後も引き続き取締役会の意思決定に際して独立的な立場からの適切な指摘等を期待できるものと判断し、

監査等委員である社外取締役に指名しております。

社外取締役

選任理由

選任理由

選任理由

※氏名、役職（2019年12月13日現在）　　※保有株式数 (2019年9月末現在 )　　※○/13は、取締役会出席回数 　　※独立役員：東京証券取引所の定めに基づく独立役員　　※各取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）取締役副社長就任

（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）取締役相談役就任

（株）リクルートホールディングス 取締役相談役退任

当社社外取締役就任

中村 恒一 社外取締役

2008

2012

2014

2016

年

年

年

年

月

月

月

月

4

4

6

12

独立

現任

2,240株 13/13（100%）

（株）インテリジェンス（現パーソルキャリア（株））入社

当社社外監査役就任

税理士登録

（株）U-NEXT（現（株）USEN-NEXT HOLDINGS ）常勤監査役

当社監査等委員である社外取締役就任

堀内 雅生 監査等委員である取締役

1995

1998

2010

2017

2017

年

年

年

年

年

月

月

月

月

月

4

3

5

7

12

独立

現任

現任

45,200株 13/13（100%）

大和證券（株）（現（株）大和証券グループ本社）入社

ファイブアイズ・ネットワークス（株）代表取締役就任

当社社外監査役就任

SBL（株）代表取締役就任

当社監査等委員である社外取締役就任

沼田 功 監査等委員である取締役

1988

2000

2000

2009

2017

年

年

年

年

年

月

月

月

月

月

4

7

12

12

12

独立

現任

現任

現任

64,708株 13/13（100%）
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取締役会および監査等委員会

社外取締役 3 名を含む取締役15名から構成

月１回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催

2019 年度開催回数：13回

取締役会

取締役（現監査等委員である取締役を含む）を対象として取締役会の実効性

に関するアンケートを2019年9月末に実施いたしました。

取締役会の実施回数、上程されている議案の範囲・分量及び資料の内容等に

ついては問題なく、十分な時間を確保し、審議を行っており、各取締役は、個々

の管掌のみならず、社外取締役とも十分に連携し、全社の事業拡大・集中と

選択・企業価値向上に寄与するような意思決定を、予算や業績予想、事業・

経営に影響するリスク等に関して議論した上で適切に実施しているとの結果

となりました。

取締役会の実効性アンケートについて

監査等委員会

監査等委員会の構成

監査等委員である取締役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性・妥当性
を監査・監督

必要に応じて会社の役職員から報告及び説明を受け、主要な子会社や事業所の調査等を行う・月１回の定例
開催のほか、必要に応じて臨時開催

2019年開催回数：監査等委員会13回

塩月 燈子 13/13（100%）常勤監査等委員である取締役

監査等委員会出席回数

堀内 雅生 13/13（100%）常勤監査等委員である取締役 社外 独立

沼田 功 13/13（100%）常勤監査等委員である取締役 社外 独立
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当社は、2019年10月30日付で、取締役会の任意の諮問機関として、委員

の過半数を独立社外取締役で構成する「指名・報酬諮問委員会」を設置

いたしました。取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・

客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを

目的としております。

指名・報酬諮問委員会の設置

Environment Social Governance

取締役報酬

サイバーエージェントの役員報酬等の額は、株主総会で承認された報酬限度

額の範囲内において、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額

について取締役会が報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申内容を基に決定

します。監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役間の

協議により決定しています。

取締役報酬決定の方針

当社連結業績に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、企業

価値の向上と経営体質のさらなる強化を図ることを目的とし、ストック

オプションを付与。

ストックオプション制度

取締役報酬の額

区分 支給人員 支給額

取締役 457 百万円

（うち社外取締役） 15 百万円

取締役（監査等委員） 18 百万円

（うち社外取締役） 7 百万円

合計 476 百万円

（うち社外役員） 23 百万円

12名

（1名）

3 名

（2名）

15 名

（3 名）

※取締役（監査等委員を除く）の支給額には、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額（79 百万円）を含んでおります。
※支給人数は延べ人数です。実際の支給対象者は15名（うち社外役員3名）です
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透明性の高い経営

サイバーエージェントは、株主、投資家の皆さまに対し、透明性と公平性を基本に迅速な情報

提供に努めます。また金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則に準拠

した情報、当社の判断により当社を理解していただくために有効と思われる情報につきましても、

タイムリーかつ積極的な情報開示を行います。

情報開示の基本方針

株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めており、

法定期日より1週間以上前（株主総会開催日3週間以上前）に発送するとともに、発送日前に

日本語版および英語版をコーポレートサイト、東京証券取引所のウェブサイト及び議決権電子

行使プラットフォームに公開。インターネットを通じた議決権の行使は 2007年より受け付けて

おります。また、より多くの株主の方々にご出席いただけるよう集中日を避けて定時株主総会

の開催日を設定し、第21回定時株主総会は 2018年12月14日に開催、第22回は 2019年12月

13日に開催。株主総会第 1部の事業報告動画、第 2部の会社説明会の模様や質疑応答等は、

コーポレートサイトにてご覧いただけます。

株主総会に関する取り組み

サイバーエージェント
公式 Facebook ページ

サイバーエージェント
公式 Twitter

取締役 曽山哲人
公式 Twitter

代表取締役 藤田晋
公式 Twitter
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執行役員一覧

佐藤 洋介　執行役員
クリエイティブ統括室

武田 丈宏　執行役員
人事管轄

谷口 達彦　執行役員
（株）AbemaTV

宮田 岳　執行役員
インターネット広告事業本部

石井 洋之　上級執行役員
インターネット広告事業本部

石田 裕子　執行役員
人事管轄

小池 英二　執行役員
インターネット広告事業本部

藤井 琢倫　執行役員
（株）AbemaTV

佐藤 真人　執行役員
全社システム本部

※氏名、役職、担当管轄（2019年9月末現在）
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内部統制

サイバーエージェントは、グループ全体の持続的な成長を実現するため IT内部統制システムの整備

を推進し、運用・モニタリング体制を構築しています。変化の速い事業環境に柔軟に対応し、高い

業務品質の維持と向上に取り組んでいます。

内部統制の体制

取締役会

リスクコントロール
（リスクオーナー）

報告 助言

監査等委員会

事業部

各子会社

リスク管理
モニタリング

リスク監視

法務・コンプライアンス室

財務経理室

人事コンプライアンス室

セキュリティ推進グループ

内部監査
モニタリング

モニタリング

有効性評価

内部鑑査室

内部監査・モニタリング
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リスク情報

サイバーエージェントの事業展開において、リスク要因となる可能性がある主な事項を記載しています。

また、投資判断上重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から追加して

おります。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の

対応に努めてまいります。

業界動向について

インターネット市場およびゲーム市場の市場成長が阻害されるような状況が生じた場合、また、

インターネット広告市場においては景況感が悪化した場合には、当社の業績および財政状態に

影響を与える可能性があります。

経営成績の変動について

業績の見通しは、当社判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。さまざま

な要因の変化により、実際の業績や結果と異なる可能性があります。また、将来の会計基準や

税制の大きな変更があった場合は、当社の業績および財政状態に影響を与える可能性があります。

法的規制について

当社の事業領域においては、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律」や、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」「消費者契約法」「不当景品類

及び不当表示防止法」「特定商取引に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」「青少年が安全

に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」「資金決済に関する法律」

「食品衛生法」等の各種法令、また、監督官庁の指針、ガイドライン等による規制を受けております。

また、音楽著作権については、著作権団体や著作隣接権保有者に対する著作権使用料や許諾条

件の変更または音楽著作権以外の新たな権利許諾等が必要となる場合があります。これら法令

の制定や改正、新たなガイドライン等や自主規制ルールの策定または改定等が行われることに

内部管理体制について

当社は、グループ企業価値を最大化すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と

位置づけ、多様な施策を実施しておりますが、事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の

構築が追いつかない状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の業績および

財政状態に影響を与える可能性があります。

特定経営者への依存および人材確保に係るリスクについて

十分な人材確保が困難となった場合や、代表取締役を含む役員、幹部社員に代表される専門的な

知識、技術、経験を有している役職員が、何らかの理由によって退任、退職し、後任者の採用が

困難となった場合、当社の業績および今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

より、当社の事業が新たな制約を受け、業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があり

ます。また、当社の運営するサービスにおいて、違法行為によって被害・損害を被った第三者より、

サービス運営事業者として損害賠償請求等の訴訟を提起される可能性があります。
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情報セキュリティ、通信ネットワーク及びシステムに係るリスクについて

コンピューターシステムの瑕疵、実施済みのセキュリティ対策の危殆化、マルウェア・コンピューター

ウイルス、コンピューターネットワークへの不正侵入、役職員・パートナー事業者の過誤、パートナー

事業者が提供するクラウドサービス等の予期せぬ障害、自然災害、アクセス増加等の一時的な過負

荷等により、重要データの漏洩、コンピュータープログラムの不正改ざん、システムダウン、当社

グループのサービス提供の停止等の損害が発生する可能性があり、その結果、第三者からの損害

賠償請求、当社の信用下落等により、当社の業績および財政状態に影響を与える可能性があります。

個人情報の管理に係るリスクについて

当社は、インターネットメディア事業等を通じて取得した個人情報を保有しており、「個人情報の保護

に関する法律」の規定に則って作成したプライバシーポリシーに沿って管理しております。しかし、

コンピューターシステムの瑕疵、実施済みのセキュリティ対策の危殆化、マルウェア・コンピューター

ウイルス、外部からの不正な手段によるコンピューター内への侵入、役職員・パートナー事業者の

過誤、自然災害、急激なネットワークアクセスの集中等に基づき個人情報が漏洩した場合や個人情報

の収集過程で問題が生じた場合、また、昨今の個人情報の取扱いに関する関心の高まりを受けて、

当社グループに法的責任がない場合でも、社会的、モラル的な観点から責任を問われる事態が

生じた場合、当社への損害賠償請求や当社の信用の下落等の損害が発生し、業績および財政状態

に影響を与える可能性があります。

知的財産権に係るリスクについて

当社は、インターネット業界における技術革新、知的財産権ビジネスの拡大等に伴い、知的財産権の

保護に努め、当社役職員による第三者の知的財産権の侵害が発生しないよう、啓蒙及び社内管理体

制を強化しています。しかし、第三者が保有する知的財産権の内容により、当社グループが第三者から

知的財産権侵害の訴訟、使用差止請求等を受けた場合、解決までに多額の費用と時間がかかり、

当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

自然災害等に係るリスクについて

地震や台風等の自然災害、テロ攻撃といった事象が発生した場合、当社の事業が大きな影響を受け、

混乱状態に陥る可能性があります。当社は、こうした自然災害等が発生した場合には、適切かつ

速やかに危機対策、復旧対応を行うよう努めていますが、自然災害、コンピューターシステムの停止、

消失等の影響を完全に防止できる保証はなく、当該事象による営業活動への影響、ブランドイメージ

の毀損、物的、人的な損害等が発生する可能性があります。

さらに、当社の拠点及びコンピューターネットワークのインフラは、サービスによって一定の地域に集

中しているため、同所で自然災害等が発生した場合には多大な損害を被る可能性があり、当社の業

績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

今後の事業展開に伴うリスクについて

当社は、インターネットユーザー及び広告主の両方向に接点を持ったビジネスモデルを特徴としてい

ます。急激な進化を遂げるインターネットビジネスの中で事業拡大する上で、新規人材の採用・設備

の増強・事業開発費の発生等の追加出資が見込まれ、安定的に収益を生み出すには時間がかかるこ

とが予想されること、さらに競合企業への優位性確保のため、価格競争による収益性の低下・利用

者獲得費用等の増大を伴う可能性があります。また海外へ事業展開を行っていく上で、各国の法令、

規制、政治、社会情勢、為替変動、競合環境をはじめとした潜在的リスクに対処出来ないことも想定

されます。また、当社は一般消費者を対象とするサービスを展開していることから、予期せず風評被害

を受け、当社のブランドイメージが毀損する可能性があります。

インターネットメディア事業およびゲーム事業に係るリスクについて

当社は、「AbemaTV」、ブログ、ソーシャルメディア、ゲーム、動画、音楽、情報サイト等、インター

ネットを通じてコンテンツやサービスを提供しております。新規コンテンツの開発や既存サービスの

機能拡充、運営の安定化等により、ユーザーの獲得・維持を図っていく方針でありますが、幅広いユー

ザーに支持される魅力あるサービスの提供が出来ない場合には、当社の業績および今後の事業展開

に影響を与える可能性があります。

なお、当社では、ゲームの利用環境に関する市場の健全な発展を図ることを目的として、業界団体と

連携をとりながらさまざまな施策を実施しておりますが、これに伴うシステム対応、体制強化や想定

外の自体が発生した場合は、当社の業績および今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

また、各カード会社、各プラットフォーム事業者、各通信キャリア等との契約に基づきサービスを

提供しておりますが、技術的な仕様の変更や、契約条件の変更、契約の解除やその他不測の事態が

発生した場合、当社の業績および今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

インターネット広告事業に係るリスクについて

インターネット広告は、広告主が広告費用を削減する等、景気動向の影響を受ける可能性や、広告

主の経営状態の悪化、広告の誤配信等により、広告代金の回収が出来ず媒体社等に対する支払債務

を負担する可能性があります。また、媒体社との取引が継続されず広告枠や広告商品の仕入れが

出来なくなったり、取引条件等が変更された場合や、顧客獲得のための価格競争の激化により収益

性が低下する等、当社の業績に影響を与える可能性があります。

なお、A I 事業及びアドテクノロジー広告においては、新たな技術や手法が出現した場合、当社が

提供しているサービスの競争力が著しく低下する可能性があります。また、スマートデバイス向け

のアドテクノロジー広告では、スマートデバイスに搭載されるOS の提供者による規制やガイド

ライン、機能の変更、提供ブラウザーの仕様変更、アドブロックツール等の普及により、当社の業績

および今後の事業展開に影響を与える可能性があります。
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投資育成事業に係るリスクについて

投資先企業のうち、公開企業につきましては、株価動向によって評価益が減少または評価損が増加

する可能性があり、投資先企業の今後の業績によっては、投資が回収できず、当社グループの損益に

影響を与える可能性があります。また、未公開企業につきましては、その将来性における不確定要素

により業績が悪化し、当社の業績、財政状態及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

EC事業に係るリスクについて

当社が展開する E C（電子商取引）事業では、商品管理体制や仕入先との契約締結を徹底しており

ますが、販売した商品に法令違反または瑕疵等があり、当該商品の安全性等に問題が生じた場合、

損害賠償責任等が生じる可能性があります。

スポーツ事業に係るリスクについて

当社は、スポーツ興行・イベント等の運営をはじめとするスポーツ事業を行っており、その興行の

際には多数の観客が来場することから、必要な防止措置等を講じているものの事故等が発生する

可能性があり、損害賠償責任等の発生や、信頼喪失等によって当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。

M&A（企業買収等）に係るリスクについて

当社は、「AbemaTV」周辺事業への参入とその強化や、既存事業のリソース・ノウハウを活かせる

事業など新たな事業領域への参入とその強化を通じた収益の多角化を重要視しており、そのため

の手法の一つとして、M&A 等を含めた投融資を強化していきます。対象企業について事前に可能な

限り詳細な審査を行い、十分にリスクを検討した上で、M&Aを進めていきますが、買収後に未認識

債務の判明や偶発債務の発生等事前の調査で把握できなかった問題が生じること、買収後の事業

の展開等が計画通りに進まないこと等が生じた場合には、当社の業績、財政状態及び今後の事業

展開に影響を与える可能性があります。また、M&A等により、当社グループが行っていなかった

新たな事業が加わる際には、その事業固有のリスク要因が加わることとなります。

飲食事業に係るリスクについて

当社は、飲食店の運営等を行っており、品質管理・衛生管理を徹底していますが、万一、何らかの

事情により食品事故等が発生した場合には、損害賠償責任等の発生や、信頼喪失等によって当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。
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企業倫理ガイドライン

本ガイドラインは、「Mission Statement（サイバーエージェント行動規範）」に基づき、サイバーエージェントの取締役、従業員（非常勤

従業員、 臨時従業員等を含む )、及び業務委託先等会社業務に従事するすべての者が遵守すべき基本的な事項を定め、ステーク

ホルダーの立場を尊重し、企業としての社会的責任を果たすことを目的とするものです。

目的

私たちは、サービスやプロダクトを次の事項に配慮して開発・提供します。

（１） 多様化する消費者・顧客のニーズを把握し、社会的に有用なサービスやプロダクトを開発・提供します。

（２） サービスやプロダクトについて、安全性及び品質を確保します。

（３） 消費者・顧客に対して、サービスやプロダクトに関する適切な情報を提供します。

（４） 消費者・顧客からの問合せ等に誠実に対応します。

（５） 個人情報保護規程に基づき、個人情報・顧客情報を適正に保護します。

社会的責任

私たちは、公正、透明、競争の自由を尊重し、適正な取引を行います。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保ちます。

同時に独占禁止法等、関連法規に関わる意識を高め、法令を遵守した社内体制の構築を行います。
公正な取引

私たちは、機密情報を管理し、第三者および私たちの知的財産を尊重、保護します。知的財産の保護

私たちは、広く社会とのコミュニケーションを行い、次の事項に配慮して企業情報を適正かつ公正に開示します。

（１）株主・投資家等に正確な情報を提供し、株主総会やインベスター・リレーションズ（IR）活動を通じて、株主・投資家等とのコミュ

ニケーションを促進します。

（２）インサイダー情報管理規程に基づき、インサイダー取引防止に関する法令の遵守に努めます。

（３）広報活動等を通じて、ステークホルダーに対して、適時適切に情報を開示します。

企業情報の開示
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私たちは、次の事項を考慮して、多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保します。

（１）ワーク・ライフ・バランスを推進し、多様な人材の就労を可能とする人事制度を構築しています。

（２）雇用及び処遇における差別を行わず、雇用機会の均等を図ります。

（３）労働災害を防止し、従業員の健康づくりを支援します。

（４）従業員の個性を尊重し、従業員のキャリア形成や能力開発を支援します。

（５）従業員と直接あるいは従業員の代表と誠実に対話、協議します。

（６）児童労働・強制労働は認めません。

人権の尊重

私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、被害防止のため毅然とした対応で臨みます。反社会的勢力への対処

私たちは、国際的な事業活動において、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化、慣習を尊重する経営を行います。海外事業活動

取締役は、次の事項を考慮して、本ガイドラインの実現が自らの役割であることを認識し、社内に徹底、体制を整備し、企業倫理の

徹底を図ります。

（１） リーダーシップを最大限発揮し、「Vision」を明確化します。

（２） 「Vision」や「Mission Statement」の基本姿勢を社外に表明し、具体的取り組みについて情報開示します。

（３）企業倫理の全社的な取り組みを推進します。

マネジメント・リーダーシップ

私たちは、当社の様々なステークホルダーと連携し、本業を軸として社会の課題に対応、持続可能な社会の実現に貢献します。持続可能な社会への貢献
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コンプライアンス

サイバーエージェントでは「ミッションステートメント」にコンプライアンスに関する項目＜法令順守

を徹底したモラルの高い会社に。＞を設け、高い倫理観と責任感を持って行動することを意識して

います。また法令順守のために必要な教育や環境の整備を継続的に行っています。

コンプライアンス業務の推進を図るため、2016 年にそれまでの法務室を

「法務・コンプライアンス室」として新設しました。当部門にて全社のコンプ

ライアンス教育・浸透を行っています。グループ全体のコンプライアンス体制

の確立に必要な施策の実施、各部門における業務に必要な専門的なコンプ

ライアンス研修の定期的な開催を通して、高い倫理観をもった事業活動が

行えるよう体制を整備しています。

コンプライアンス体制 コンプライアンス教育と浸透に向けた取り組み

コンプライアンス研修の実施

新卒および中途入社の社員に向け、自社制作の動画等を用いたコンプライアンス研修を入社時に実施。

また、入社後も「景品表示法」や「インフラセキュリティ」など各部門の特性や、時流にあわせた追加教育を

実施するなど、コンプライアンスに対しての知識と意識を高める研修を継続的に行っています。

eラーニング

コンプライアンス研修のさらなる理解と浸透を深めるため、イントラネット上に e ラーニングを設けています。

「個人情報保護」や「インサイダー取引」など、10 項目以上のテスト形式のトレーニングが常時学習できるよう

になっています。

ホットライン

当社の取締役及び従業員等がコンプライアンス上違反を行っていることを発見した場合、匿名で問題を通報及

び相談することのできる相談窓口（内部通報制度）を設けています。
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IR活動
IRサイトでの情報開示やカンファレンスの参加、機関投資家との面談を通じて、サイバーエージェント

の経営方針や事業戦略等に関して、理解促進を行っています。2019 年5月に「S&P Japan 500 

ESG」の構成銘柄に採用され、現在ESGインデックスを含む合計7 つの指数に組入れられました。

今後も情報開示の重要性を認識し、IR 活動の向上に努めます。

FY2019活動実績 組み入れ指数

2019年、新たに「S&P Japan 500 ESG」の構成銘柄に採用され2つの ESGインデックスを含む、

計7つの指数に組み入れ866 名個別ミーティングを行った機関投資家の人数

決算説明会

海外ロードショー

4 回

1 回
2014年 JPX 日経インデックス 400

2015年 FTSE オールワールド指数

2019年 S&P Japan 500 ESG※

新経連株価指数

2017年 MSCI 日本株女性活躍指数※

2018年
MSCI Japan Index

日経平均株価を構成する225銘柄に採用

※ESGインデックス
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外部からの評価

IR受賞歴

ゲーム & インターネットセクター「Most Honored Companies」　第１位のほか、計 5 部門で受賞

第1位（2年連続1位）

第2 位   藤田 晋（ 3年連続 2位 ）

第 2 位   宮川 園子　バイサイド・セルサイドより総合選出 （ 7 年連続 TOP3 ）

第1位   宮川 園子　セルサイドより選出

第2 位　セルサイドより選出

一般社団法人 日本 BtoB 広告協会主催の第40回「2019日本BtoB広告賞」において、
統合報告書「CyberAgent Way 2018」が「企業活動レポートの部」で銀賞を受賞

The All-Japan Executive Team 2019

Most Honored Companies

Best CEO

Best IR Professional

Best IR Professional

Best IR Company

第40回「2019日本 BtoB広告賞」
企業活動レポートの部で銀賞を受賞

一般社団法人 日本BtoB広告協会主催

統合報告書
「CyberAgent Way 2018」

第40回「2019日本BtoB広告賞」

「企業活動レポートの部」銀賞受賞
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コーポレートサイトは、各デバイスに適した表示対応やオウンドメディアを活用した情報発信を強化。

またSNS を積極的に活用し、決算・財務情報だけでなく技術力・競争優位性・ガバナンス・女性

活用等、定性的な情報も発信しています。

「IRチャンネル」 オウンドメディア「FEATUReS」

独自の仕組みやカルチャー、社会貢献等の記事を掲載しています。2016年より株主＆投資家向け動画コンテンツとして開設し、合計20 本を超える動画を

掲載しています。

IRサイトでの発信強化

第21弾「5 ways to use AbemaTV」 第19弾「ゼロからわかるサイバーエージェント」

第17弾 「The Rise of Esports in Japan
－市場を動かすグループシナジー」

第12 弾「トップシェアが証明する『広告運用力』」

動画で見る出張型 3DCGスキャンカー。AI×CGで
多種多量な広告クリエイティブ制作と広告運用が実現

麻雀初心者にこそ見てほしい！
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」3つの楽しみ方

何かあったらアベマ、を定着させた「AbemaNews チャ
ンネル」ならではの”常識にとらわれない”速報ニュース
の届け方

世界で活躍するＩＴ人材の育て方

「IRチャンネル」へ 「FEATUReS」へ

ESG
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ディスクロージャーポリシー

ディスクロージャーの基本方針

（株）サイバーエージェント（以下「当社」という）は、株主、投資家の皆様に対し、透明性と公平性を

基本に迅速な情報提供に努めます。金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示

規則に準拠した情報の開示に努めるほか、当社の判断により当社を理解していただくために有効

と思われる情報につきましても、タイムリーかつ積極的な情報開示に努めます。

情報開示の方法

適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い、東京証券取引所の提供する適時開示情報

伝達システム（TDnet）にて公開しています。公開した情報は、原則として当社 IR サイト上に速や

かに掲載することとしています。また、適時開示規則に該当しない情報についても、適時開示の

趣旨を踏まえ、資料配布又は当社 IRサイトに公開することにより正確かつ公平に当該情報が投資

家の皆さまに伝達されるよう努めます。

将来の見通しに関して

当社では、当社が株式上場している東京証券取引所に提出する業績予想に加えて、その他の方法に

より、業績見通しに関する情報を提供する場合があります。また、ニュースリリース、決算説明会や

アナリストミーティング等における質疑応答等には、計画、見通し、戦略等に関する情報が含まれる

場合があります。それらの情報は、作成時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断

したもので、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は様々な要素により、これら見通しとは

大きく異なる結果になりうることをご承知おきください。

沈黙期間に関して

当社は、重要な会社情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため原則として「決算期日の2週間前から

決算発表日まで」の一定期間を沈黙期間としています。この期間中は、決算に関する質問への

回答や、関連する情報に関するコメントを差し控えます。ただし、当該期間中であっても、投資家の

皆様の投資判断に多大な影響を与えると判断した重要事実が発生した場合は、この限りではありません。
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