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リスクと機会

Risks & Opportunities
Adaptability to Change for Realizing Sustainable Growth
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リスクと機会

・社会情勢の変化、経済状況・景気

の悪化、会計基準や税制の大きな

変更等、未来の不確実性にまつ

わるリスク

あした会議

決算戦略説明会 

CAJJ

Startup JJJ

Cycom（新規事業提案番組 ※社内限）

変化の速いインターネット産業で成長を続けていくためには、環境の変化、

消費者の嗜好の変化にスピーディに対応し、新たな事業を育てていく必要

があります。サイバーエージェントの最大のリスクマネジメントは、大きな

流れの中で迅速に「変化に対応した新しい事業を創出」し「リスクをチャン

スに」変えること。2020年4月の緊急事態宣言、外出自粛要請の際も、

オンラインあした会議の開催を決定し、9 営業日後には実施。全16案を

決議し、迅速に実行に移しています。

社会の変化

・新技術の台頭による既存技術、

サービスの陳腐化

・技術革新を予測できない、予測の

遅れによる競争力の低下

動画メディア「ABEMA」、50タイトル以上のスマートフォンゲーム、最新

技術を応用した広告プロダクトやクリエイティブなど多岐にわたるサイバー

エージェントのサービスは、約 2,000名のエンジニア、クリエイターがそれ

ぞれ多種多様な技術を用いて生み出しています。各技術領域で年々進歩する

最新技術を検証、導入してサービスをアップデートしながら、社内に蓄積

された幅広いナレッジや資産を組織横断で共有し、インターネット企業の

競争力の要である技術力を向上させています。また研究機関では最新技術

の研究開発、実用化を通してビジネス課題の解決と学術的貢献の両立を

目指しています。

技術革新 最新技術を利用した

新サービスなど

新たな価値の創造

新規事業の創出による

新たな価値の創造

企
業
の
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
成
長
に
関
わ
る
リ
ス
ク

リスク項目 内容 対応についての考え方 対応策となる取り組み・仕組み 機会（価値創造）

テクノロジーマップ

AI Lab

秋葉原ラボ

01

02

03

04

05

06

07

08

サイバーエージェントでは、刻々と変化するインターネット領域で新たな機会を創出し続けるために、様々な仕組みを

用意しています。これらの仕組みの運用を通じて、変化への対応ができない、対応が遅くなるといったリスクをマネ

ジメントし、サステナブルな成長を実現しています。
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業
の
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
成
長
に
関
わ
る
リ
ス
ク

リスク項目 内容 対応についての考え方 対応策となる取り組み・仕組み 機会（価値創造）

・雇用競争の激化により優秀な

人材の充分な採用、雇用の継続

ができない

・経営の後継者不足

優秀な人材の確保のため「採用・育成・活性化・適材適所」を重視した数々

の人事施策を打ち出してきました。コロナ禍においても学生向けに人気の

高いインターンシップをオンライン開催するなど積極的な採用活動を継続

しています。また人材育成、組織の活性化の2つを目的とした様々な施策

により、社員一人ひとりがパフォーマンスを最大化して働ける環境とカル

チャーを生み出しています。

人材の確保

・気候変動の影響による事業環境

の変化

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、気候変動の

要因となる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。

また地震や台風等の自然災害等が発生した場合には、適切かつ速やかな

危機管理対策と復旧対応を行うための体制をグループ内に整えています。

自然災害等

・マルウェア感染や不正侵入による

システムの停止、データの破損、

情報の窃取

・個人情報や技術情報等、重要な

情報の紛失、漏えい、持ち出し、

悪用

・流出した重要情報が第三者に

悪用されることによる、金銭的

被害や技術競争力の喪失

・上記に起因する風評被害、損害

賠償負担、社会的信用の失墜、

機会損失等

情報セキュリティ

個人情報の保護

多くの個人情報を預かるインターネットサービス事業者として、「組織」「人」

「技術」「オフィス」の 4 つを軸とする対策の強化により、情報セキュリティ

リスクの低減および個人情報の保護に取り組んでいます。

情報セキュリティ

人材力の強化による

競争力の強化と

持続的な企業成長

地球環境の保全

自然災害に強い企業

安心、安全で安定したサービ

スの提供による社会的な信頼

を得る

DRAFT

YMCA

CA BASE AWARD

CA BASE CAMP

JBキャリアプログラム

10

11

12

13

09

ESG 環境

https://www.cyberagent.co.jp/way/security/info_security/
https://www.cyberagent.co.jp/way/security/privacy/
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リスク項目 内容 対応についての考え方 対応策となる取り組み・仕組み 機会（価値創造）

16
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・社員が健康的・衛生的に働ける

環境の未整備による人材の流出

健康的な働き方社員の健康を重視し、心身のストレスなく働ける環境を整備しています。労働環境

・当社の事業領域に関わる法規制

の強化、新たなガイドラインや自

主規制ルールの策定等による事

業活動への影響

新経済連盟をはじめ、各事業と関連のある業界団体に所属し、関係省庁と

リレーションを構築しながら、情報収集や政策提言などを行っています。

法的規制

・当社社員による法令違反や第三

者の保有する知的財産権侵害等

による信頼の低下や企業価値の

毀損

リスクGEPPO

マネジメント研修

行動規範となる「ミッションステートメント」に＜法令順守を徹底したモラル

の高い会社に。＞と明記し、全社員に高い倫理観と責任感を持った行動を

求めており、必要な教育や内部統制システムなどの環境整備を継続的に

行っています。

コンプライアンス コンプライアンス違反をなくし、

社会的信用を醸成する

働きやすい環境の整備による

採用競争力の強化

成長機会の獲得

事業機会の創出提案・要望活動
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リスク項目 内容 対応についての考え方 対応策となる取り組み・仕組み 機会（価値創造）
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・未成年を含むユーザーが当社

ゲームの利用中に何らかの被害

を受けることによるブランドイ

メージの毀損、社会的信用・信頼

の低下、損害賠償の請求など

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、関連ガイドラインを順守したサービスを

行っています。

ゲーム事業

17 広告コンプライアンス・アドフラウドによる広告費の不正

搾取、広告主のブランド価値の

毀損による当社広告事業に対する

社会的信用・信頼の低下、損害

賠償の請求など

広告代理事業では、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

する体制を整え、広告主の皆さまが安心して出稿できる広告代理店を目指

しています。

インターネット

広告事業

広告主を守る仕組み作りに

より、安心安全なサービスの

提供元という社会的信用を醸

成する

安心安全なゲーム提供

・未成年を含むユーザーが当社メディ

アサービスの利用中に何らかの

被害を受けることによるブランド

イメージの毀損、社会的信用・

信頼の低下、損害賠償の請求など

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。

メディア事業 ユーザーを守る仕組み作りに

より、安心安全なサービスの

提供元という社会的信用を

醸成する

安心安全なメディア・サービス

安心安全なマッチングサービス

https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20456
https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20561
https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20538


リスクと機会 社会の変化
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執行役員を中心としたチームで、サイバーエージェントの「あした（未来）」に

繋がる新規事業や課題解決の方法などを提案、決議する会議。年に2回、

各執行役員が事業責任者や専門分野に長けた人材4 名を選抜、チームを組み

提案を競います。2019年9月からはそれまでの合計得点を競うランキング

形式からトーナメント方式に変更。2020年はオンライン版で開催となりました。

2006年に開始した「あした会議」で設立が決まった子会社数は32社。それら

新規事業から累計売上高約2,880億円※、営業利益約405億円※を創出し、

事業拡大に寄与しています。

オンラインあした会議の様子

※2020年９月末時点

01 あした会議
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サイバーエージェントで運営しているすべての事業を対象に、四半期に一度、事業責任者の「戦略脳」を

鍛える目的で実施している会議。各事業責任者が代表の藤田に事業戦略を説明し、事業の成長を確認する

機会としています。市場成長同等以上の事業成長の兆しが見えない場合は撤退を含め、事業内容の転換

などの戦略変更を行います。

サイバーエージェント（CyberAgent）事業（Jigyo）人材（Jinzai）育成プログラム。

営業利益によって事業をランク分けし、事業成長を図るとともに、2 四半期連続で減収減益になったら撤退

もしくは事業責任者の交代といった撤退基準を設けています。

また、月に一度、CAJJプログラムに所属する全ての子会社や事業を集めた会議を開催する事で、グループ内

シナジーの強化やリスク管理の横展開など競争と協業を促進しています。

決算戦略説明会 社内告知ポスター

決算戦略説明会 CAJJプログラム02

四半期営業利益10億円以上

四半期営業利益1億円以上

営業利益黒字

撤退基準　2四半期連続で減収減益になったら撤退

事業のランク分け

J1

J2

J3
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新規事業（Jigyo）人材（Jinzai）時価総額（Jikasougaku）育成プログラム。原則設立２年以内で先行

投資中のスタートアップ事業を対象に、市場No.1やサイバーエージェントに大きなインパクトを与えられる

事業になってほしいという想いから時価総額評価としています。

「スタートアップJJJ」は、時価総額によって事業をランク分けし、事業成長を図るとともに、6四半期連続停滞

している事業や競争優位性が見い出せない場合は、事業撤退というルールを課しています。

「スタートアップ JJJ 」表彰式の様子

スタートアップ JJJ04

撤退基準

シードが6四半期 (1年半)連続で続く、粗利益が 3四半期連続で減少するなど

30億円以上～50億円未満

5億円以上～10億円未満

10億円以上～30億円未満

1億円以上～5億円未満

算定不能～1億円未満シード

アーリー

シリーズA

シリーズB

上場
前夜

想定時価総額50億円以上で上場上位の「CAJJ」に

事業価値向上に向けた評価指標

想定時価総額ごとにランク付け
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社員・内定者が新規事業の提案に挑戦できる新しい企画として 2019年 10月に開始。書類審査を通過した

新規事業案を提案者が代表の藤田にプレゼンする模様を社内向けに動画配信。フィードバックを通して審査

のポイントなどを提案者以外の社員も学べる仕組みになっています。

新規事業創出プロジェクト Cycom（サイコン）05
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リスクと機会 技術革新

サイバーエージェントグループ各事業領域の技術利用状況をテクノロ

ジーマップに集約し可視化。

ライブラリやフレームワーク等の利用実績を元にしたレビューや導入

事例などの技術的ノウハウを共有することを目的として制作しており、

事業や子会社間での組織を横断した技術的な繋がりを形成しています。

テクノロジーマップ202006
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「AI Lab」は、デジタルマーケティング全般に関わる、幅広い AI 技術の研究開発を目的に設立。機械学習、

計量経済学、コンピュータビジョン、自然言語処理、HCI などを専門とする研究者が所属し、主に「広告クリ

エイティブの制作支援と機械学習を用いた自動生成技術」、「対話エージェントによる接客対話技術に関する

応用研究」、「経済学を応用した、より質が高く効率的な意思決定方法の開発」「広告システムを支える機械学習

モデルの性能を最大限引き出すためのハイパーパラメータ最適化」の4つの研究領域に取り組んでいます。

また、高度な AI 研究技術を持ち実用化に積極的な大学・研究機関 ( 大阪大学、Yale 大学、東京工業大学等 )と

各分野において提携し、ビジネス課題の解決だけでなく学術的貢献も目指した研究・開発を進め、研究成果を

人工知能技術に関する国際カンファレンスや日本経済学会において発表しています。

AI Lab

大規模データ処理やデータ分析、機械学習などを専門とするエンジニア約4 0 名が在籍する研究開発組織。

2011年4月、秋葉原にオフィスを開設。サイバーエージェントの運営するメディアサービスに蓄積されるデータを

大規模に集積、処理する基盤を整備し、機械学習や自然言語処理技術、データ分析などを用いてユーザー

満足度の向上、サービスの課題解決に活かせるシステムを構築、提供しています。

秋葉原ラボの様子

秋葉原ラボ0807



人材の確保
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DRAFT は、サイバーエージェントが全国各地で開催する様々なインターン

シップの中から、選抜された学生のみが参加できる選抜型インターン

シップ。2016 年から毎年開催されており、優勝チームの提案内容が

事業化され、新卒内定者が子会社を作り、サービス運営を任されるケース

も増えています。

DRAFT

リスクと機会

09
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20 代社員の持つ熱量を次の世代に繋いでいくこと、トップラインを引き

上げ抜擢のチャンスを増やすこと、当事者意識を持ってサイバーエージェ

ントの未来を考えるきっかけをつくることを目的とした全社横断のプロ

ジェクト。20 代の若手リーダークラスの社員で構成されるプロジェクト

チームが中心になり、社内外に向けた様々な活動に取り組んでいます。

20 代の割合が40.6% を占める組織だからこそ、若手社員が「21世紀を

代表する会社を創るのは自分である」というオーナーシップを持ち、今後

さらに組織が大きくなっても、若手が活躍する会社であり続けるための

施策です。

YMCA10
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社内で活躍するエンジニア・クリエイターを表彰するための表彰制度。エンジニア、クリエイターの職種は

細分化されているため、より細かくフォーカスして技術者が技術者を讃える機会をつくりたいという提案から

開催決定し、現場のエンジニア主導で運営しています。新型コロナウイルス 感染症拡大の影響をうけて、

リアル開催の予定をオンライン開催へ切り替えオンライン表彰式を盛り上げるために、番組仕立てでライブ

配信を実施しました。

正社員の40% 以上、約1,800名にのぼる全社のエンジニア・クリエイター同志のノウハウ共有や交流を促進し、

チーム・サイバーエージェントの技術力強化を目的とした社内カンファレンス。2018 年から年に1 度開催

しています。

メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業と多様な事業を展開するサイバーエージェントの各事業

領域で蓄積されたノウハウを積極的に共有し、部門・職種を越えた技術者同士の交流を促進することで、

さらなる技術力の向上と事業の成長に貢献しています。2020年は、新型コロナウイルスの影響によりリアル

開催から「CA BASE CAMP 2020 ONLINE」としてリモート視聴できるスタイルにて実施。

最優秀賞受賞者の記念撮影 オンラインプレゼンテーションの様子

CA BASE AWARD CA BASE CAMP1211
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昨今エンジニアの市場価値が高まり、評価の重要性が高まっていることを背景に全社統一のエンジニア向け

評価制度を2019年4月より開始。キャリアのステップアップを実現できる取り組みとして「グレードの統一」

「報酬の体系化」「目標の標準化」「 評価の納得度向上」の4つのポイントに本プログラムを通して、エンジニア

の成長を加速させ高いパフォーマンスを発揮することを狙いとしています。

エンジニア向け新評価制度「JBキャリアプログラム」

「CAramel（カラメル）」は、「女性社員のリアルな声を、経営層に届けたい」「女性社員同士の交流の機会を

増やしたい」という想いのもと、2017 年 9月の「あした会議」で決議された女性横断組織。名前の通り「たく

さんの女性社員同士の絡める場をつくる」という意味が込められています。本年で第3期を迎え、ウィズコロナ

で働き方が大きく変わる中、CAramelのテーマである「十人十色の働き方」をどう広め、時代にあった働き方

を再定義しオンラインで絡める・繋がれるイベントを実施しています。これまでに延べ 220名以上の女性

社員が参加。ライフステージの変化がキャリアに影響しやすい女性が、変化をポジティブに受け止め、中長期的

に活躍しキャリアを築いていけるようサポートしています。

CAramel1413

CAramel 第3期メンバー
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サイバーエージェントでは、2016年6月に健康推進室を立ち上げ、対話

を重視し、社員一人ひとりの意思を尊重することをポリシーとして、健康的

な働き方を推進する様々な施策をスタートしました。人事コンプライアンス

室による人事関連の法令順守への取り組み、キャリアエージェントによる

社員の適材適所の実現やキャリアプラン形成サポートとも連携しながら、

様々な角度から社員一人ひとりの健康的な働き方を促進。社員一人

ひとりの心身の健康をサポートしながら、高いパフォーマンスを発揮できる

環境の創出に努めています。

健康的な働き方

リスクと機会

15

健康推進室メンバー
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健康診断

病気の早期発見、健康状態の把握のため、グループ全社員が年1回の健康診断を受診しています。

予防接種

季節性インフルエンザの予防のため、社内で無料の予防接種を毎年実施しています。

オフィス環境

アルコール消毒スプレーおよび常備薬を準備するなどオフィスで働く社員の健康維持に配慮しています。

メンタルヘルス

社員が健康で快適な環境のもと、能力を十分に発揮して仕事に取り組めるよう、随時専属産業医との面談や

月に一度、希望者を対象に臨床心理資格をもったカウンセラーとの面談を設けています。

女性活躍促進制度「macalon（マカロン）」

女性が出産・育児を経ても働き続けられる職場環境の向上を目指して8つの制度をパッケージ化した独自制度。

GEPPO

毎月1回、グループ社員を対象に実施している、現在のパフォーマンスやチームコンディションについて把握する

アンケートを実施しています。

テレワーク環境の整備

IDによるセキュリティ管理、VPN回線の提供および遅延回避対策、ビデオ会議システムの導入、業務用フォルダ

のクラウド化などストレスなく業務を継続でる環境を整備しています。

棚卸会議

対象となるチーム全員で業務内容を可視化し、業務を整理する会議。同時に組織課題を抽出する機会ともなり、

個人とチームのストレスを軽減、パフォーマンスの向上を目指します。

勤務時間モニタリング

勤務時間をモニタリングし、月間残業時間が一定時間をオーバーした場合は産業医と面談を設定し、心身の状況

の聞き取り、必要に応じた医療サポートを行っています。

心身の健康のための施策
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リスクと機会

新卒、中途採用社員に向けたコンプライアンス研修を入社時に実施しています。また、新任マネージャー研修

の中でハラスメントに関する項目を設けたり、広告事業向けに「景品表示法」やエンジニア向け「インフラセキュ

リティ」など職種や各事業の特性、時流にあわせた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して定期的に行っています。

16

年に4 回、全社員を対象に、社内で感じるリスクの芽について、GEPPO 同様の3 問のアンケートフォーマット

で質問します。回答内容は取締役と社内のリスク委員メンバーのみが閲覧し、その内容について議論、必要

に応じた対応策を実施しています。企業経営において発生しうる損失を未然に防ぐため、リスクを事前に把握

するとともに、リスクに対する社員の意識を高め、注意を喚起する仕組みです。

リスクGEPPO

業務中から懇親会の席まで様々な場面で起こりうる「ヒヤリ」とするようなリスクについて、どう対応すべきか

を問題にしたコンプライアンス試験です。20代の社員が参加する若手社員活性化組織「YMCA」の施策とし

て行われた「YMCA あした会議」から全社での実施が決定しました。全社員の満点取得が必須となっており、

サイバーエージェントグループ全体でリスクに対する知識と対応策を学ぶことを目的としています。

ヒヤリスク試験コンプライアンス研修

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。
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サイバーエージェントの広告代理事業では、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、業界団体の JIAA( 日本インタラクティブ広告協議会 ) に参画し、健全で透明

な広告取引を推進。広告主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。

広告コンプライアンス

アドフラウド対策

広告コンプライアンス委員会を中心に、広告出稿先となる媒体と協力し、アドフラウドが疑われるウェブサイト

への広告出稿を制限しています。アドフラウドが疑われる事象が発生している場合は、配信先から削除し出稿

を取りやめる等の対処を迅速に行い、健全な広告活動を推進しています。

ブランドセーフティ

広告主の皆さまが安心して広告出稿できるよう、JIAAから定期的に提示されるリストを元に、違法・有害サイト

を配信先から除外しています。広告掲載先の品質を確保し、不適切な広告掲載による広告主のブランド価値の

毀損防止に努めています。
クライアント

広告審査

広告主に提案する広告クリエイティブの内容が薬機法などの法令を順守し、JIAA（日本インタラクティブ広告

協議会）のガイドライン、公序良俗に則しているかを審査しています。

広告事業に配属される社員および有期雇用も含めた全従業員に対して、入社時より広告コンプライアンスに特化

した研修を実施し、入社後も年1回情報漏洩や著作権保護など様々なテーマで研修を開催。クリエイティブチーム

に配属となる場合は、クリエイティブに特化した研修等も行います。また、コンプライアンス情報を掲載した社内報

などの発行を随時行うことにより、啓蒙活動を強化しコンプライアンス意識の向上に取り組んでいます。

取引審査

販売管理の透明化向上のため、広告の受発注に際しフローの徹底、関連書類の整合性の確認を行っています。

広告コンプライアンス意識向上の取り組み

17

レポート監査

サイバーエージェントグループの広告事業が提供するサービスの品質向上のため、広告主に提出している広告配信

レポートについて、管理画面データ、申込書および請求書の内容に齟齬がないか、営業ラインから独立したチーム

が突合を行っています。

広告コンプライアンス体制図

不正対策

広告事業
コンプライアンス委員会

納品物監査

広告審査コンプライアンス局
販売管理部門
（受発注管理）

レポーティング広告発注

広告成果データ広告出稿

メディア

広告代理事業
（子会社含む）

※コンプライアンス局：インターネット広告事業の受発注関連監査、レポート監査等を行う組織。

※広告コンプライアンス委員会：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参加する委員会。
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