
・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

CA JJ

Startup JJJ

Cycom
（新規事業提案番組※社内限）

インターネット産業で成長を続けるためには、環境の変化、消費者の

嗜好の変化に素早く対応しながら、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リスクマネジメントの特長は、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。様々な施策を実施し、数多くの新規事業立ち上げに挑戦

してきました。現在はコロナ禍を機に進む産業のDXに貢献すべく、事

業化を進めています。

社会の変化創出力
変化対応力

技術力
変化対応力

・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

新しい未来のテレビ「ABEMA」、50タイトル以上のスマートフォンゲー

ム、AIを応用した広告プロダクトなど多岐にわたるサイバーエージェ

ントのサービスは、2,500名を超えるエンジニア、クリエイターが多種

多様な技術を用いて生み出しています。グループ内に蓄積された様々

な技術資産を組織横断で共有する仕組みを強化し、競争力の要であ

る技術力向上につなげています。また社内研究機関では最新技術の

研究開発、実用化を通じてビジネス課題の解決と学術的貢献の両立

を目指しており、AI研究分野の国際学会での論文採択実績は国内トッ

プクラスです。

※「AI Research Ranking 2022」、ICML2021とNeurIPS2022の論文実績を元
に算出

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

CA BASE SUMMIT
（社内エンジニア・クリエイター版あした会議）

CA BASE CAMP
（社内エンジニア・クリエイター向け
技術カンファレンス）

研究開発機関
（AI Lab　　・

Media Data Tech Studio　　）

新規事業の創出による
新たな価値の創造

あした会議

決算戦略会議 

CA JJ

Startup JJJ

サイバーエージェントの DX

リスク項目サステナビリティ
分類 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）

企
業
の
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
成
長
に
関
わ
る
リ
ス
ク

リスクと機 会
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。

https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=26070
https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=26070
https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=26070
https://www.cyberagent.co.jp/way/features/list/detail/id=26701
https://www.cyberagent.co.jp/techinfo/labo/ai/
https://www.cyberagent.co.jp/techinfo/labo/mdts/
https://www.cyberagent.co.jp/service/dx/
https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=26070


リスク項目サステナビリティ
分類 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）

・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

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、情報

セキュリティ「組織」「人」「技術」「オフィス」の 4 つを軸とする対

策により、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。

情報セキュリティ技術力
変化対応力

人材力
変化対応力

・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実施し、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。全国各地から

優秀な人材を採用するため、インターンシップや採用カンファレンス

をオンライン開催するなど時代に合わせた積極的な採用活動を行っ

ています。また次世代の幹部人材育成のため、30歳以下を対象とし

た約20名の選抜メンバーに特別カリキュラムによる研修の機会を設

けています。

人材の確保 育成・活性化施策

　内定者向けスタートダッシュ
　応援プログラム「DASH」

　CA BASE AWARD

　CA BASE NEXT

　JBキャリアプログラム

　YMCA

　リスキリングセンター

　技術者向け支援制度
　「ENERGY（エナジー）」

　CAゼミ制度

情報セキュリティ

個人情報の保護

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

人材力の強化による、
競争力の向上と持続
的な企業成長

企
業
の
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
成
長
に
関
わ
る
リ
ス
ク

https://www.cyberagent.co.jp/sustainability/security/info_security/
https://www.cyberagent.co.jp/sustainability/security/privacy/
https://www.cyberagent.co.jp/careers/students/dash/
https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=26071
https://ca-base-next.cyberagent.co.jp/
https://www.cyberagent.co.jp/techinfo/info/detail/id=25697
https://www.cyberagent.co.jp/way/features/list/detail/id=26480
https://www.cyberagent.co.jp/techinfo/info/detail/id=27793
https://www.cyberagent.co.jp/techinfo/info/detail/id=25671
https://www.cyberagent.co.jp/techinfo/info/detail/id=25611


リスク項目サステナビリティ
分類 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）

・気候変動の影響による事業

環境の変化

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。

自然災害等外部環境

外部環境 ・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

・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

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。

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、必要な教育や定期的な調査を実施しています。

法的規制 提案・要望活動

環境 持続可能な社会の実現

事業機会の創出

ガバナンス コンプライアンス ミッションステートメント

リスク GEPPO

マネジメント研修

コンプライアンス違反
をなくし、社会的信用
を醸成する

・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

社員の健康を重視し、心身のストレスなく働ける環境整備を進めて

います。新型コロナウイルスワクチンの職域接種及び毎年、季節性イ

ンフルエンザの予防接種を社内で無料にて実施。また社員が健康で

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士資格

を持ったカウンセラーとの面談機会を設けています。

人材力
変化対応力

労働環境 健康的な働き方 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

企
業
の
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
成
長
に
関
わ
る
リ
ス
ク

https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=24630
https://www.cyberagent.co.jp/way/environment/
https://www.cyberagent.co.jp/corporate/vision/
https://www.cyberagent.co.jp/way/governance/compliance/


リスク項目サステナビリティ
分類 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）

・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、国

内外の個人情報に関する規制

等による取引条件・商材の仕

様等の変更、AI倫理に関する

指針や規制、AIを活用したア

ルゴリズムや成果物等の第三

者の権利侵害など

インターネット広告のリーディングカンパニーとして広告コンプライア

ンスを遵守し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として事業を行っていま

す。また、AIの活用にあたり使用するデータ、活用の範囲、判断基準、

決定にいたるアルゴリズムや成果物等について、偏向性や権利侵害

を回避する必要があることを理解し、慎重に進めています。

インターネット
広告事業

ガバナンス

ガバナンス ・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

サイバーエージェントグループが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を提供できるよ

う、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 安心安全なゲーム提供

広告コンプライアンス

研究倫理ガイドライン

広告主を守る仕組み
作りやAI倫理の重要
性を理解し、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

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

事
業
の
成
長
に
関
わ
る
リ
ス
ク

・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

サイバーエージェントの運営するメディアサービスについて、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。

ガバナンス メディア事業 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

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

https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20455
https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20538
https://www.cyberagent.co.jp/way/csr/safety/
https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20561
https://www.cyberagent.co.jp/sustainability/info/detail/id=27662


リスク項目サステナビリティ
分類 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）

・M&A後の未認識債務の判明

や偶発債務の発生、買収後の

事業展開の不振など

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、今後の成長に必要と判断した場合には迅速に

M&Aを進めます。

変化対応力 M&A
（企業買収等）

迅速な投資実行

経営陣の派遣による経営支援

サイバーエージェントグループによる

フォローアップ・ガバナンス支援

新たな経営資源の獲
得により事業を強化し、
対象企業とサイバー
エージェントグループ
の企業価値を向上

事
業
の
成
長
に
関
わ
る
リ
ス
ク

・公開、未公開に関わらず投資

先企業の業績悪化により、投

資回収が不可となることなど

投資、支援領域をインターネットに特化し、サイバーエージェントのイ

ンターネットビジネスのノウハウを提供する専門性の高いインキュ

ベーションを行っています。

変化対応力 投資育成事業 (株)サイバーエージェント・キャピタル
（投資育成事業）

藤田ファンド
（起業家を支援する取り組み）

Monthly Pitch
（スタートアップ企業と他 VC等を集めた
ピッチイベントを毎月開催）

シード、アーリーステー
ジからコミットしてベ
ンチャー企業を支援し、
インターネット産業の
拡大に貢献する

https://www.cyberagentcapital.com/
https://monthly-pitch.com/

	リスクと機会



