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学情のパーパス・理念

Purpose・Philosophy
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創業以来「誠心誠意」「共歓共苦」の精神を大切にし、
「社会のお役に立つ企業づくり」をめざしてまいりました。
学生・求職者、企業そして、社会のお役に立つために、
世の中にないサービスを生み出し、
新しいスタンダードを創ってきました。

創業45周年を迎えた2022年期を第二創業期と位置づけ、
これまで当社が大切にしてきた想いや価値観は何か、
社会から期待されていることは何かを改めて言語化するために、
「パーパス」を制定しました。

VUCAの時代と呼ばれる現在は、働き手も主体的に
キャリアを形成していくことが求められていると言えます。

自分で「選ぶ」ことが必要になったからこそ、
信頼できる「情報」が必要になることは言うまでもありません。

若い世代に１つでも多くの選択肢を示すことで、
これからを担う世代と、企業、社会の未来に貢献してまいります。
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これからを担う若い世代が、自分自身がどうなりたいか描ける。
ありたい姿、なりたい像を実現するために、リアルな情報にアクセスできる。

これからの未来を担う人々が、自分の可能性を信じ、
何度でも挑戦できる社会はきっと明るい。

自身の存在意義を感じられる人々が、社会をより良くするための活動を通して、
イノベーションを興し、地球に、隣人に、やさしい社会を創っていく。

学情はこれまでも、「まだ世の中にない」サービスを展開し、
「働く」「キャリア」の新しいスタンダードを創ってきた。

新しい発想と、確かな情報で、働く人と日本を、豊かに。元気に。

パーパス Purpose
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私達は仕事を通して社会のお役に立つ企業づくりをめざします。

基本理念 Basic Philosophy

経営理念 Management Philosophy

明日の栄光を信じ熱い心で情報業界のパイオニアをめざして

一、高い見識を持ち正々堂々と営業致します。
一、チャレンジ精神を持ちつづけ失敗を恐れません。
一、時代のニーズにあった商品を企画開発し提案致します。
一、良い商品とともに良い社員を誠心誠意お届けします。
一、お客様との共歓共苦が願いです。



目指す社会

Vision
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これまでの学情

まだ世の中にないサービスを展開

「リアル」な情報を得る機会の提供
20代中途採用市場の創造

・自身の能力を活かして活躍できる
・適切な労働移動を実現し、イノベーションを推進

これからを担う世代の
活躍を応援する企業

これからの学情

これからを担う世代が、
自分の可能性を信じ

何度でも挑戦できる社会

目指す姿目指す社会

特に注目すべき

環境変化

中途採用の
拡大へ

Z世代が
労働市場に

通年採用・20代中途採用市場の拡大・活性化
目指す社会の実現に向けた中期経営計画
・「20代通年採用」を支援する基幹Webメディアの成長強化
・ミレニアル世代、Z世代の情報収集スタイルに合わせた新サービスの開発
・テクノロジーを活用したマーケティング、営業のDX化によるシェア拡大

20代採用市場の拡大 シェア拡大×

＝これからを担う世代への選択肢の提供・業績拡大へ

成長の源泉

若い世代が挑戦できる環境 強固なリスクマネジメント

継承

新規事業や新サービスの開発により、新たな重要ポジションが次々と生ま
れています。能力主義を基本とする当社は、年齢やジェンダーに関わらず、
能力や実績に応じて、マネジメントや商品開発の責任者など重要ポジショ
ンに従業員をアサイン。20代・30代のうちから責任ある仕事を担い、スキ
ルを発揮・能力を開発できる環境です。

創業45年の歴史を支えてきた、40代・50代の従業員の層の厚さも当社の
成長の基盤となっています。20代・30代で責任あるポジションを任された
若い世代の支援や監督、コンプライアンス遵守などリスクマネジメントを
担い、健全な成長と上場企業としての適切な企業運営を推進。「あるべき
姿」を実務を担う若い世代に伝承することで、学情らしさや当社が大切に
している価値観の継承を行っています。
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学情は、学生や若手社会人など次世代を担う世代と、企業の価値あるマッチングを支援する、就職・転職情
報会社です。1976年の創業以来、多くの皆様に支えられながら、「学生・求職者」が安心して就職・転職活
動ができる確かな情報の発信、固定概念にとらわれない新たなサービスの展開を追求してまいりました。

現在、日本の雇用環境は大きな転換点を迎えています。通年採用を拡大する機運が高まり、専門性やスキル
を重視する「ジョブ型雇用」を導入する企業も増加。終身雇用が当たり前ではなくなりつつある今、働き手
も自身でキャリアを主体的に形成していくことが求められていると言えます。人材の流動性が高まり、働き
手のキャリア形成も企業の採用活動も、より柔軟性や多様性が求められる中、業界のパイオニアとして「ま
だ世の中にない」サービスを展開してきた当社の役割はより大きくなると自負しております。

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、採用のオンライン化が急速に進み、地理的・時間的な制約を受け
ず、全国どこからでも希望の求人に挑戦することが可能になりました。一方、「企業の雰囲気や社員の声」
を知りたいといった「リアル」へのニーズが顕在化しています。学情は業界で初めて「合同企業セミナー」
を開催し、学生や求職者が企業と直接出会い、企業の雰囲気など「リアル」な情報を得る機会を提供し続け
てきました。対面でのコミュニケーションはこれまで同様大切にしつつ、Webサービスや動画などテクノロ
ジーを駆使して、企業の雰囲気や社員の声など「リアル」を届けるサービスを拡充していきます。

学生、若手社会人など次世代を担う人々に、1つでも多くの選択肢を示すことで、これからの時代を担う世代
が自身の能力やスキルを活かして活躍することを、誰よりも応援する企業でありたいと思っています。次世
代の活躍をサポートすることを通して、企業の成長、ひいては日本の活力向上に貢献していく所存です。

創業以来の基本理念である『社会のお役に立つ企業づくり』を実践し続けて参りますので、今後もこれまで
と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長
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1976 大阪市北区堂島にて創業
1977 大阪市北区堂島にて（前身となる）株式会社実鷹企画設立

1981 学生就職情報センター設立
「学生就職ガイド」（就職情報誌）刊行

1984 業界初の合同企業セミナー「就職博」初開催

これからを担う世代と、企業、社会の未来のために、
世の中にないサービスを生み出し、新しいスタンダードを創ってきました。

業界初 合同企業セミナー「就職博」

成
長
期

創
業
期

1995 「あさがくナビ」の前身となる
業界初のインターネット就職情報サイト「G-WAVE」配信開始

2000 社名を「株式会社学情」に変更

業界初

インターネット就職情報サイト

2002 JASDAQ上場

2004 業界初の[20代専門]転職サイト「Ｒｅ就活」配信開始
2005 東京証券取引所市場第二部上場
2006 東京証券取引所市場第一部上場

業界初

「Ｒｅ就活」

業界初

■当時

■当時

■当時

■現在

■現在

■現在
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2011 「日本経済団体連合会」入会

2015 実践型インターンシップマッチングサービス
「インターン・ジョブズ」配信開始

変
革
期

2019 「あさがくナビ」フルリニューアル
日本最大級のダイレクトリクルーティングサイトに

グローバル人材の就職・採用を支援する「Japan Jobs」配信開始
人事担当者のためのオウンドメディア「人事の図書館」配信開始

2020 20代女性のための転職サイト「Ｒｅ就活ＷＯＭＡＮ」配信開始
少人数制ダイレクトリクルーティング型イベント
「就活サポートmeeting」初開催
[職場体感型]採用動画「JobTube」サービス提供開始
LIVE型・合同企業セミナー「Web就職博」シリーズ配信開始

あさがくナビ「就活ニュースペーパー」

業界初

「就活サポートmeeting」

拡
大
期

2013 朝日新聞社・朝日学生新聞社と資本業務提携

2017 [20代専門]転職サイト「Ｒｅ就活」フルリニューアル スカウトメール・Web面接機能などを搭載。
20代の即戦力人材を採用できるサイトに

AIスカウト機能やアバター機能など
最新システムを搭載。
ダイレクトリクルーティングを実現

[職場体感型]採用動画「JobTube」

2021 採用動画「JobTube」シリーズのラインナップを拡充
・求人掲載に特化した動画「JobTube Lite」

・スマホでの視聴体験を最適化した動画「JobTube 縦Lite」
・報道番組クオリティのWebセミナー動画「JobTube Studio」
・動くパンフレット。グラフィックで魅力を伝える「JobTube パンフレット」
・動画でロールモデルに出会えるキャリア支援動画「JobTube プロフェッショナル」

20代ビジネスパーソンのためのオウンドメディア
「20代の働き方研究所」配信開始

「20代の働き方研究所」 「JobTube Studio」 「JobTube パンフレット」
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Purpose

価値創造モデル

Value Model

「誠心誠意」「共歓共苦」の精神を大切にし、まだ世の中にないサービスを生み出し、新しいスタンダードを創ってきました。
働き手が主体的にキャリアを形成していくことが求められ、自分で「選ぶ」ことが必要になったからこそ、信頼できる「情報」が今まで以上に求められています。
若い世代に１つでも多くの選択肢を示すことで、これからを担う世代と、企業、社会の未来に貢献してまいります。

価値創造の源泉
INPUTS

人的資本

「誠心誠意」「共歓共苦」の理念に共感し、
働き手と企業、社会の未来への

貢献を志す従業員

社会資本

創業45年の実績と信頼

220万名超の学生・求職者データベース

10,000社以上の取引実績・営業網

経済産業省、厚生労働省、農林水産省、
文部科学省、中小企業庁、地方自治体など

公的事業の受託実績

知的資本

HR領域の知見・ビッグデータ

若者の雇用を取り巻く環境・
仕事観に関する調査データ

財務資本

事業成長に向けた強固な財務基盤

大学・短大・専門学校など
教育機関との連携

自己資本比率88.4％

社内外に提供する価値
OUTCOMES

事業活動
BUSINESS ACTIVITIES

【働き手】これからを担う世代に選択肢を示す
【企 業】人材採用を通して企業成長を支援

「20代通年採用」の推進を通して、
人と企業、社会の成長に貢献する

事業概要

●新卒採用サイト

●20代専門転職サイト

●リアル開催・合同企業セミナー

●オンライン開催・合同企業セミナー

●全学年対象キャリア支援

●採用DXサービス（動画コンテンツ制作）

●エージェント（人材紹介）

●ソーシャルソリューション（公的分野）

●教育・研修

●「雇用・働く」に関する調査・マーケティング

新たな雇用の創出

ユーザー/働き手

・リアルな情報にアクセスし、
「ありたい姿」「なりたい像」を描ける

・可能性を信じ、何度でも挑戦できる
・自身の能力を活かして活躍できる

人材の確保

企業

・若手人材の採用を通して、
事業成長、企業成長を描ける

・成長ドライブとなる事業を推進できる

成長と自身の価値の実感

・仕事を通して、自身の成長を実感できる
・仕事を通して、自身の能力を開発できる
・自身の能力を活かして活躍でき、
自身の存在価値を感じられる

イノベーションの推進

社会

・適切な労働力移動を実現し、
イノベーションと産業の成長を推進する

・1人でも多くの人が、自身の希望する
働き方、キャリアを実現できる

従業員
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市場環境

Market Environment

「総合職」から「ジョブ型」へ。「新卒一括採用」から「通年採用」へ。日本の雇用・採用を取り巻く環境は大きな転換点を迎えています。
テレワークが普及し担当領域の明確化が求められるなか、「ジョブ型」を導入する企業が増加。また、優秀な人材を採用するために通年で採用を実施する企業も増えています。
労働人口の減少、とりわけ若い世代の人口減少に伴い、「20代採用」は企業にとって経営の最重要課題となっています。

20代通年採用のニーズが拡大

企業が20代採用を強化。通年採用の拡大へ

中途採用比率 公表義務化

政府の方針により、2021年4月から、従業員数301名以上の大手企業は、中途採用比率の公表が義務化

20代通年採用を強化

企業が20代の採用を強化しています。経団連が実施した「採用と大学改革に期待するアンケート」では、「新卒者：既卒者」の
採用割合について、「過去3年程度のトレンド」では「9：1」が最も多いのに対し、「今後5年程度先のトレンド」では、「未
定」と回答した企業を除くと、「7：3」が最多となりました。新卒一括採用ではなく、既卒者の採用割合を増やす傾向が明らか
になっています。

経団連が実施したアンケートで新卒・既卒の採用割合は「9：1」から「7：3」に変化

デジタル化の推進により、オペレーション業務の採用も増加

デジタルツールの活用により、業務の再現性が高くなり、体系化されたオペレーション業務の求人も増加。これまでは人脈や経験などが重視され、ノウハウが属人的になって
いましたが、現在はデータやデジタルツールを活用し、効率的に成果を上げることが必要になっています。体系化された業務やデジタルツールを活用する業務が増加すること
により、オペレーションの領域でも、デジタルネイティブである20代の採用ニーズが高まっています。

デジタルツールを活用したオペレーション業務でも、20代の採用ニーズが高まる

○優秀な人材の確保、デジタル領域の強化のため、
専門性やスキル、成果に応じた給与体系を整備

○社外からの人材登用を拡大する企業が増えている傾向

○オペレーション業務においても、
デジタルネイティブである20代の採用ニーズが拡大

新卒かキャリアかの
“二択”から

20代採用を含めた
多様な採用に変化
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市場環境

Market Environment

“ジョブ型”採用が拡大

就職・採用活動はオンライン・リアルを組み合わせた“ハイブリッド型”へシフト

採用領域の動画活用が加速

○テレワークの普及により、「担当領域」の明確化が求められるように
入社後の配属先を明確にした採用や、能力に応じて年収アップや昇進が可能な人事制度が拡大

○経団連も、ジョブ型雇用は主体的なキャリア形成を望む働き手にとって「魅力的な制度になり得る」と評価

○優秀な人材、専門スキルを持つ人材を中心に、
就職活動においても、「配属先」や「経験できる仕事」を重視する傾向
※2023年卒対象「就職人気企業ランキング＜理系部門＞」では、上位10位を職種別採用実施企業が占める

○WebセミナーやWeb面接など、オンラインでの就職・採用活動が拡大

○オンラインでの情報収集が増加したことにより、
「企業の雰囲気を知りたい」「社員と直接話したい」などリアルな情報を知りたいというニーズが拡大

○企業も、人材獲得競争の過熱により、「直接面談」・「偶然の出会い」が可能なリアルの有効性を再認識

○就職・転職マーケットにおいても、デジタルネイティブであるミレニアル世代・Z世代が主役に
ミレニアル世代・Z世代はSNSに慣れ親しみ、テキストよりも動画での情報収集を好む傾向

○就職活動のオンライン化に伴い、「企業の雰囲気を体感できる動画」のニーズが拡大

○目的・視聴シーンにあった動画を有効活用し、
テクノロジーを通じて、リアル（企業の雰囲気や社員の声）を届けることが不可欠に
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DX化の推進で、HR市場も変化

20代の採用ニーズが
高まる

DX化が加速することで、業務の内容や業務において必要となるスキ
ルが変化。社会人になっても学び直し（リスキリング）を行い、ス
キルを習得・アップデートしていくことが求められています。知識
やスキルを習得する吸収力や、学び続ける力が市場価値になると
言っても過言ではありません。スマートフォンやSNSに慣れ親しみ、
デジタルネイティブと呼ばれる20代は、他の世代と比較しても、デ
ジタルツールの活用に長けており、新しいシステムを早期に使いこ
なすことができるという特長があります。DX化の加速により、ます
ます20代の採用ニーズが高まると想定されます。

新たな
業務

DX化

成長ドライバーとなる
デジタル領域強化のため20代採用強化へ。

20代中途採用ニーズはさらに拡大

スキル
習得

就職・転職、採用の
DX化が加速

採用においても、DX化が加速していきます。就職・転職マーケット
においても、デジタルネイティブであるミレニアル世代・Z世代が主
役になっています。ミレニアル世代・Z世代はSNSに慣れ親しみ、テ
キストよりも動画での情報収集を好む傾向です。

学情では、デジタルを通してリアル（企業の雰
囲気や社員の声）を知りたいというニーズをい
ち早く捉え、サービスの在り方を再構築。

■基幹Webメディアを動画求人サイトに
■SNSのような使い勝手を追求

デジタルでより効率的に、自分にあった情報を
手に入れたいと考える20代の情報収集スタイ
ルに合わせて、ユーザー体験の最適化を図って
います。Webサービスにおけるトレンドや技
術革新のサイクルは早まっています。自社開発
と併せて、テック業界で優位性を持つ様々な
サービスとの連携を強化。他社サービスとの連
携や、ユーザー体験の最適化など、戦略を担う
企画職やマーケティング職の採用・育成強化を
図っています。

テック業界との連携で
サービスの優位性を強化

シリコンバレー発の
ベンチャー企業と連携。

TikTokのような
インタラクティブな動画を掲載



ビジネスモデル
Business Model
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ビジネスモデル

Business Model

■事業別売上高

イベント
（就職博）

15.3億円

あさがくナビ
14.1億円

Ｒｅ就活
14.4億円

ソーシャル
ソリューション
（公的分野）

7.1億円

その他
8.3億円

エージェント
（人材紹介）

2.7億円

（2021年10月期）

Webメディア
28.5億円

若年層と企業のマッチングを支援し、
働き手・企業の成長に貢献

●求職者への就職・転職情報の提供
●企業への採用ソリューションの提供

若年層（学生・20代）と企業の価値あるマッチングを支援

ミスマッチのない就職・採用を実現

活躍できる企業への就職・転職、活躍する人材の採用を目指した事業運営

あさがくナビ

Ｒｅ就活

イベント
（就職博）

エージェント
（人材紹介）

ソーシャルソリューション
（公的分野）

その他

ユーザー クライアント

官公庁
地方自治体

学生
・

20代求職者

一般企業

一般企業
人材紹介会社

求人情報提供 求人広告制作・求人掲載

求人広告制作・求人掲載

イベント出展

候補人材の紹介

求人情報提供

求人情報提供

面談・求人案件紹介

求人情報等の提供 事業の運営

広告掲載料

イベント出展料

成功報酬

事業委託

大学等の
教育機関

情報・サービス提供

委託

Web
メディア



主要事業
Main Business

22
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主要事業

Main Business

Webメディア

220万名にアプローチできる基幹Webメディアで20代通年採用を支援

●中途採用比率の公表義務化、通年採用の拡大で高まるニーズに対応

●活躍の場を求める第二新卒・20代即戦力人材にチャレンジの機会を提供

●適切な労働力移動を実現し、イノベーション推進と生産性向上に貢献

20代が選ぶ、20代向け転職サイト 3年連続No.1

〈新卒学生対象〉ダイレクトリクルーティングサイト会員数 2年連続No.1

●ジョブ型採用・ダイレクトリクルーティング型採用を推進し、
ミスマッチのない就職、採用を支援

●動画コンテンツ・オンライン開催イベントを拡充
テクノロジーを通じてリアルな情報（会社の雰囲気・社員の声）を得られるサイトへ

※2022年10月期（予想）に関しましては、新会計基準（収益認識）を適用することにより、2021年10月期までとは売上計上期に変更が生じています。参考値として、従来基準で計上した場合の金額も記載しています。



主要事業

Main Business

イベント（就職博シリーズ）

日本で最初に合同企業セミナーを開催。
直接面談で、リアルな情報の提供・質の高いマッチングを実現

●就職・採用活動のオンライン化で顕在化した根強いリアルニーズに対応

●直接面談でリアルな情報（会社の雰囲気や社員の声）を提供。
就職・転職、採用におけるミスマッチの解消に貢献

●2020年にリリースした新ブランド「就活サポートmeeting」「転職サポートmeeting」で、
少人数制イベントのニーズにも対応。イベントでもダイレクトリクルーティングを実現

●インターンシップのマーケットが拡大。全学年を対象にしたキャリア支援イベントを強化

24

【インターンシップ広報】 【採用広報/新卒・20代中途】 【採用広報/新卒・20代中途】

全学年対象・キャリア支援イベント 就職・転職イベント ダイレクトリクルーティング型イベント

※就職博のセグメントは新会計基準による計上変更の影響はほぼ受けません。
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主要事業

Main Business

エージェント（人材紹介）

20代から圧倒的に支持されている優位性を活かし「初めての転職」を支援

転職エージェント20代登録比率 2年連続No.1

●「初めての転職」に挑戦する20代を中心に、20代の就職・転職を支援

●「異業種からIT業界に転職したい」といった希望を持つ求職者からの相談が多数。
IT・DXなどの専門スキルを習得できる職種への「キャリアチェンジ」を実現

●三井住友銀行、SMBCヒューマン・キャリアと“20代活躍支援プロジェクト”を展開。
若年層のミスマッチを解消し、20代の活躍と日本経済の活性化に貢献

ソーシャルソリューション（公的分野）

事業で培ったノウハウを活かして社会に貢献

●就職氷河期世代の就職支援事業
●学生インターンシップ支援事業
●若者・女性への就労支援事業
●外国人材活用支援事業
●UIターン・地方移住促進事業、他多数

【受託実績】経済産業省/農林水産省/文部科学省/内閣府/中小企業庁/東京都/大阪府、他

※エージェント事業（人材紹介）のセグメントは新会計基準による計上変更の影響は受けません。



新規事業
New Business
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新規事業

New Business

コロナ禍の就職・転職、採用を支援するために、新規事業を展開
デジタルの活用、根強いリアルニーズに対応し、
オンラインとリアルを組み合わせたハイブリッド型採用をアフターコロナのスタンダードに。

●職場潜入動画など、採用ステップごとに使い分けが可能な多彩な動画を展開。
デジタルを活用して、リアルな情報（会社の雰囲気や社員の声）を届ける

●リアル開催イベントのノウハウを活かして、Webイベントを開催。
ライブ配信型のWebイベントで、オンラインでも双方向コミュニケーションと偶然の出会いを実現

デジタルの活用

●万全の感染症対策を取り、リアルでのイベント開催を継続

●少人数制・全員面談のダイレクトリクルーティング型イベント「就活サポートmeeting」をリリース

2020年以降にリリースした新サービス

デジタル（HR Tech） リアル

その他

根強いリアルニーズに対応
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新規事業

New Business

デジタルの活用

デジタルの活用

採用ステップごとに使い分けが可能な多彩な動画を展開

動画で魅せる！JobTubeシリーズ

デジタルを活用して、リアルな情報（会社の雰囲気や社員の声）を届ける
⇒ミスマッチのない就職・転職、採用を実現

2020年9月のリリース以降、500社以上の企業で導入されています。

母集団形成 志望意欲醸成 選考移行率向上

報道番組クオリティを実現
プロ仕様のスタジオで収録する

Webセミナー動画

動くパンフレット
パンフレットの情報を

動画に編集しオンラインで届ける

職場に潜入
企業潜入＆インタビューで伝える

“職場体感型”動画
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新規事業

New Business

デジタルの活用

デジタルの活用

リアル開催イベントのノウハウを活かして、
【日本最大級】のWebイベントを開催

デジタルでも偶然の出会いを実現！Web就職博シリーズ
●全国から視聴可能
●実績No.1の「合同企業セミナー」をオンラインで開催

2020年6月の初開催以降

開催数 参画社数

視聴数

114,545名

622社20回
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新規事業

New Business

デジタルの活用

根強いリアルニーズに対応

リアル開催・合同企業セミナーのノウハウを活かした小規模イベント

●少人数制・直接面談で相互理解を促進
●イベントでもダイレクトリクルーティングを可能に

年間471回、2,024ブース開催（2021年10月期実績）

東京・千葉・大宮・

浜松・名古屋・豊橋・岐阜・三重・

和歌山・京都・滋賀・大阪・堺・神戸・明石・

姫路・岡山・広島・福岡・北九州・大分

エリアで開催
21

地元で就職活動をしたい
学生に企業と出会う場を提供（2021年～2022年実績）

就職博シリーズよりも
開催エリアを大幅に拡大



今後の展開
Future Prospects
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今後の展開

Future Prospects
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中期経営計画（２０２２年１０月期～２０２６年１０月期）



今後の展開

Future Prospects
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中期経営計画（２０２２年１０月期～２０２６年１０月期）



今後の展開

Future Prospects
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中期経営計画（２０２２年１０月期～２０２６年１０月期）



ESG経営
ESG Management 
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ESG経営

ESG Management 
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株式会社学情は、これからを担う世代に豊かな選択肢を示すためには、
持続可能な社会の実現が不可欠だと考えています。

ESGに配慮した経営を行うことで、2030年に向けての国際社会共通の目標である
「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）の達成に貢献してまいります。

ここでは、一部取り組みをピックアップしてお伝えいたします。

Environment-環境

Social-社会

Governance-ガバナンス



Environment-環境

ESG経営

ESG Management 

持続可能な社会を実現するために、環境保全も重要な経営課題であると認識しています。
環境に配慮した企業経営やDXの推進により、環境負荷の軽減に取り組んでまいります。

▶主な取り組み

・社内DX化の推進
・オンライン商談の推進
・ペーパーレスの推進
・オフィス設計における環境配慮
・自社ビルにおけるLED使用
・ビジネスカジュアルの推進

気候変動 資源循環

・ペーパーレスの推進
・リサイクル品の活用
・社内端末の再利用
・環境配慮型商品の優先購入
・自然環境保全活動を支援

（公益財団法人森林文化協会 法人会員）

オンライン商談の推進

ノートPCの支給や、チャットツールの導入
により、社内のDX化を進めています。直接
の訪問だけでなく、オンライン商談の併用
も推進することで、移動回数の減少を図っ
ています。ICTを活用することで、生産性の
向上とCO2削減の両立を目指します。

家具や社内端末を可能な限り統一し、廃棄
物の削減に取り組んでいます。従業員数が
最も多い本社では、再利用品の家具を活用
し、環境に配慮したオフィスづくりを推進
しています。また、自社ビルでのLED活用
も実施しています。

オフィス設計における環境配慮

冷房の設定温度に配慮し、ビジネスカジュ
アルを推進しています。毎週水曜日の定時
退社推奨など、残業時間の削減を通して、
働き方改革とオフィスにおけるCO2削減の両
立を図っています。また、従業員に支給す
るPCや携帯端末の再利用に取り組んでいま
す。

オフィス生活における環境配慮

契約書などの電子化により、ペーパーレスを推進

電子契約システムや、クラウドワークフローシステムを導入し、見積書や契約書、稟議書、有給休暇申請
などの各種書類の電子化を実施しています。当社の試算では、年間12万枚の書類が電子化され、杉の木約
44本分、約614.4kgのCO2削減を見込んでいます。業務効率化と、環境配慮を推進しています。

37



ESG経営

ESG Management 

雇用を創出し、事業活動を通して社会に貢献する経営を行っています。
働き手に1つでも多くの選択肢を示すことを通して、社会に貢献してまいります。Social-社会

38

日本で初めて合同企業セミナーを開催後、40年間にわたり、学生
や求職者が企業と直接コミュニケーションを図る機会を提供して
きました。リアルな場で直接面談するからこそ理解できる、雰囲
気や熱量、本音があります。「リアルな情報」を得られる場を守
り、育てることでミスマッチのない就職・転職、採用を支援して
います。価値あるマッチングの実現を通して、働き手が自己効力
感を高めることや、日本の生産性向上に貢献してまいります。

▶主たる事業での特に代表的な取り組み

適職との出会い・適切な人材配置を実現 ミスマッチのない就職・転職、採用を実現

・働き手の自己効力感
・企業の成長
・日本社会の生産性向上

に貢献

「Ｒｅ就活」は、「進路を決めずに卒業した既卒者や、1社目を早
期に離職した第二新卒者は、就職・転職活動をする場がない。卒
業生が安心して仕事を探せる場を作れないだろうか」と、大学関
係者から相談があったことがきっかけとなり、2004年に誕生しま
した。マーケットが「20代採用」に着目していなかったころから、
「20代の採用意義」を提唱し、20代の就職・転職をサポート。今
では、企業規模を問わず多くの企業が「20代採用」を実施するよ
うになり、活躍の場を求める20代に多様な選択肢（求人）の提供
を可能にしています。

・働き手の自己実現
・企業の成長
・適切な労働移動

に貢献

女性の活躍を支援
外国人留学生の就職・採用を支援

20代女性の転職を応援するサイトと
して、「Ｒｅ就活ＷＯＭＡＮ」を、
2020年3月にオープンしました。女
性の活躍推進は、ダイバシティ＆イ
ンクルージョンや労働人口減への対
応など、働き手だけでなく企業、そ
して社会全体にとって重要なテーマ
です。女性の転職支援を通して、ダ
イバシティの推進に貢献してまいり
ます。

2019年に、「Japan Jobs」のブラ
ンドで、外国人材採用サービスを開
始しました。日本で活躍したいと考
える留学生や外国人材と、多様な人
材を採用したい企業のマッチングを
図ることで、ダイバシティ＆インク
ルージョンの推進や、多様な人材の
潜在能力のを引き出すことを支援し
ていきます。



ESG経営

ESG Management 

就職・転職情報の提供、採用支援を通して蓄積したノウハウを活かして、公的事業を受託。
雇用対策や地方創生など、ソーシャルソリューションを通じて社会に貢献してまいります。Social-社会

39

学生や20代の若手人材に情報を発信できる強みを活かして、都市
部の人材に全国各地域の魅力を伝え、その地域の企業との出会い
の場を創出。UIターンや移住、地方創生関連事業を幅広く実施し
ています。若い世代に「住む場所」「働く場所」の選択肢を示す
ことで、地方企業の人材確保や地方創生を支援しています。

▶代表的な取り組み

雇用対策事業 地方創生事業

経済産業省や中小企業庁、地方自治体が実施する雇用対策事業を
数多く受託。公共機関の取り組みの受託・運営を通して、働き手
と社会を元気にすることに貢献してまいります。

●就職氷河期世代の就職支援事業
●学生インターンシップ支援事業

●若者・女性への就労支援事業
●外国人材活用支援事業

コロナ禍の雇用対策事業・ウクライナ避難民等の就労支援も運営

コロナ禍の雇用対策事業も受託し、運営を担っています。新型コロナウイルス感染拡大の影響で離職を余儀なく
された方の正社員就職を支援する事業を運営。雇用が不安定になっている環境において、雇用の維持や安定に貢
献しています。
また、東京都の令和４年度「外国人材受入総合サポート事業」では、「東京外国人材採用ナビセンター」で中小
企業に対する外国人材の採用・活用に関するきめ細やかな支援を実施。「東京外国人材採用ナビセンター」内に、
就労を希望するウクライナ避難民の方や、採用を検討している都内中堅・中小企業を対象に、就労に関する相談
をワンストップで受け付ける「東京都ウクライナ避難民等就労相談窓口」を開設しています。雇用の創出や就労
支援などの事業活動を通じて社会に貢献してまいります。 「東京外国人材採用ナビセンター」内に、

「東京都ウクライナ避難民等就労相談窓口」を開設



ESG経営

ESG Management 

働き手のキャリア観も、企業の採用手法もより多様になっている現在の仕事・雇用を調査。
各種調査や情報発信を通して、働き手の仕事の充実や企業の人材戦略に貢献しています。Social-社会

40

20代のビジネスパーソンへ情報発信 ミスマッチのない就職・転職、採用を実現

▶代表的な取り組み

仕事・キャリアに関する情報を発
信するWebメディア。終身雇用が
当たり前ではなくなり、キャリア
を自分自身で主体的に形成してい
くことが求められている流れを受
け、2021年7月より配信を開始しま
した。「リモートワーク」や「リ
スキリング」など広くキャリアに
関する情報や、先進的な取り組み
をする企業とその取り組みに参画
する人、起業家や自分らしい働き
方き方を実践する人のインタビュ

ー記事を公開。多様なロールモデルを見つける機会を提供し、20代
の主体的なキャリア形成をサポートしています。

インタビュー掲載企業（一部）

コロナ禍でテレワークの実施が拡大したことや、終身雇用が当たり前
でなくなりつつあり、「働く」「仕事」に関する価値観が変化し、多
様になっています。就職・転職情報事業を担う当社は、仕事選びにお
ける価値観の変化や、採用マーケットの現状を、調査・研究し、広く
世の中に発信する責任があると考えております。UIターンに関する調
査や、テレワークに関する調査などを実施し、情報発信を行っていま
す。発信した情報は、日本経済新聞をはじめとしたマスコミの各種報
道や、内閣府の諮問
会議の資料などにも
引用されています。
これからも、学生や
20代の就職・転職観
や仕事観、企業の採
用動向の調査を行い、
社会への情報発信を
行ってまいります。

引用事例（一部）
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人的投資 ダイバシティ＆インクルージョン

社内の取り組み

▶主な取り組み

■幹部候補・管理職育成
・幹部候補育成プロジェクト
・管理職育成研修（月に一度の定例開催）

■活躍支援
・資格取得支援制度
・表彰制度
・インストラクター制度
・新規事業コンテスト（G.S.P.）

■希望のキャリアを実現する制度
・異動希望申請
・Tokyo 3years Challenge（3年限定の本社への異動希望申請制度）

■ダイバシティ
・スマートキャリア制度
・時短勤務制度
・介護育児特別休暇

幹部候補育成プロジェクト

20代・30代の従業員を中心に、幹部候補と
なる人材を育成するプロジェクト。座学で
の研修に留まらず、経営層への提案・承認
を受けた案件の実装までを一貫して行って
います。2018年より開始し、社内DX化の推
進や、新規事業の立案を行っています。

様々な能力を持つ従業員にスポットが当た
るよう、各種表彰を行っています。全従業
員を対象にした「社長賞」を始め、優れた
求人広告を表彰する「広告大賞」や、優れ
た採用動画を表彰する「JobTube大賞」な
ど、様々な角度から表彰を行っています。

表彰制度

「東京で仕事をし、その経験を地元に還元
したい」「マーケットの大きな東京で働き
たい」、「商品開発やコーポレート関連の
業務を経験したい」などの希望を持つ従業
員が、3年限定で本社勤務に挑戦する制度を
2022年より導入。本社勤務後は、元の拠点
に戻るか、本社勤務を継続するかを従業員
自身が選択可能です。「3年」の期限を設け
ることでチャレンジへのハードルを低くし、
希望する業務で能力を発揮しやすい環境を
整備しています。

Tokyo 3years Challenge

新規事業コンテスト（G.S.P.）

新規事業を提案できるコンテストを年に一度の頻度で開催。入賞
した事業の提案者は、就業時間の20～30％を事業開発を充てるこ
とが可能です。予算や人員面でもバックアップし、事業のローン
チ・グロースまでを一貫して支援。従業員の挑戦を後押ししてい
ます。新規事業コンテストから、「人事の図書館」「Ｒｅ就活
WOMAN」「20代の働き方研究所」が生まれています。

これからを担う世代に選択肢を示すのは、学情のユーザーだけではありません。
従業員にも多様な選択肢（働き方やキャリアパス）を示し、活躍・成長を支援しています。
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人的投資・ダイバシティ＆インクルージョンにおいて主な指標を公表いたします。
年齢やジェンダーに関わらず、能力・実績に応じて評価する能力主義を基本としています。Social-社会
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人的投資 ダイバシティ＆インクルージョン

社内の取り組み指標

▶主な指標

幹部候補者準備率（2022年5月現在）

308

新規事業や新サービスの開発により、新たな重要ポジションが次々と
生まれています。能力主義を基本とする当社は、年齢やジェンダーに
関わらず、能力や実績に応じて、マネジメントや商品開発の責任者な
ど重要ポジションに従業員をアサイン。新たな幹部登用と併せて、事
業規模の拡大や事業数の増加に備えて、幹部候補の育成を推進してい
ます。また、社内のDX化を推進することで生産性を向上させ、付加
価値を高めていきます。

人的創造性/生産性（2026年10月期目標）

※年間の付加価値÷従業員数 2022年 2026年

2022年10月期比

％
幹部候補者数

幹部ポジション数

％
社内のDX化の推進・従業員の能力開発を通して、

人的創造性/生産性の向上を図ります。

当社では、能力・実績を重視する人材登用を実施しています。そのた
め、国籍・年齢・ジェンダーや中途採用者の区別なく、人材登用を
行ってまいります。また、管理職だけでなく、管理職候補者のダイバ
シティを推進することで、多様な人材の潜在能力を引き出し、ダイバ
シティ＆インクルージョンを実現してまいります。

管理職における女性比率（2022年5月現在）

7.4％
管理職候補者

22.9％

管理職における中途採用者比率（2022年5月現在）

12.9％
管理職候補者

37.5％
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仕事を通して社会のお役に立つ企業づくりをめざし、事業を展開しています。
健全な成長のため、公正な経営システムづくりに取り組んでいます。

▶体制図

株主総会

43

取締役会

取締役6名
（うち社外取締役3名）

代表取締役社長

業務担当取締役

各事業部門

監査役会

監査役3名
（うち社外監査役2名）

会計監査人

内部監査室 弁護士など
外部専門家

選任・解任

選任・解任

指示報告

報告

監査

助言など

指示
報告

監査

選任・解任

監査

選任・解任

連携 連携

連携
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▶役員紹介・スキルマトリクス

独立性
ジェンダー

●男性　○女性
企業経営 財務・会計 法務・リスク管理 人事・人材開発

事業戦略

・マーケティング
IT・DX

ESG

サステナビリティ

中井　清和 代表取締役会長 ● ● ● ● ● ●

中井　大志 代表取締役社長 ● ● ● ● ● ● ●

片山　信人 常務取締役 ● ● ● ● ●

辻内　章 社外取締役 ● ● ● ● 公認会計士

臼倉　恒介 社外取締役 ● ● ● ●

笹川　祐子 社外取締役 ● ○ ● ● ●

村越　誓一 常勤監査役 ● ● ● ● ●

堀　清 社外監査役 ● ● ● ● 弁護士

前　義信 社外監査役 ● ● ● ● 税理士

専門性・経験を発揮できる分野属性
士業や

業務関連性の

高い資格

取

締

役

監

査

役

役員
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▶コンプライアンスガイドライン

基本理念 私達は仕事を通して社会のお役に立つ企業づくりをめざします。

●「仕事を通して社会のお役に立つ」
お客様のニーズに合致した商品・サービスの提供を通じて利益を追求することはもちろんのこと、広い意味でその利益を社会に還元することにより、社会を構成する一員としての役
割を担います。そのための一つの指標として、社内及び社会のルールすなわち、社内規程・会社法・金融商品取引法・会計基準・各種情報開示基準等、広く諸法令や諸規則等を遵守
し、企業会計処理及び財務報告の正確性及び信頼性確保・適切な情報開示・インサイダー取引禁止の徹底といった、上場企業に求められる当然かつあるべき行動規範を実践します。

経営理念 明日の栄光を信じ熱い心で情報業界のパイオニアめざして、

1. 高い見識を持ち正々堂々と営業致します
●「高い見識」
単なる知識にとどまらず、法令遵守の意識・社会規範の尊重といった高次の人格形成を目指します。また、高い倫理観に基づき、会社との利益相反取引、違法もしくは不適切な行為
等を厳に戒め、社会の範となる適切な行動を実践します。

●「正々堂々と営業」
同業他社との公正・自由な競争を通じた営業活動を行ないます。また、お客様のみならず、協力会社との関係においても、下請法等の法令を十分に理解し、当社と対等のビジネス・
パートナーであることを認識したうえで、公正かつ誠実、健全かつ適正に取引関係を構築します。

2. チャレンジ精神を持ちつづけ、失敗を恐れません
●「チャレンジ精神」
既存の仕組み・価値判断にとらわれることなく、自らの良識に従って新しいことに取り組む姿勢を常に持ち､「顧客満足」を目指して企業活動を行います。「チャレンジしないことか
ら得る利益」より「チャレンジすることから得る利益」を目指します。

3. 時代のニーズに合った商品を企画開発し、提案致します
●「時代のニーズ」
社会情勢・法律・慣習の変化に伴い、時代・お客様のニーズは常に変化します。そのような変化を敏感に感じ取り、既存の商品に満足することなく、常に新しい商品、より時代・お
客様のニーズに合った商品を企画開発し、提案致します。

4. 良い商品とともに、良い社員を誠心誠意お届けします
●「良い商品とともに良い社員」
当社は単なる「物売り」の会社ではありません。企業の根幹を支える「人」の採用をサポートすることが当社の役目であり、そのためにお客様と同じ目線・同じ側に立ってそのニー
ズを徹底して掘り下げる必要があります。「人」の採用をサポートする以上、当の我々がそれに値する「人」でなければなりません。「高い見識」を持った「良い社員」を誠心誠意
お届けします。

5. お客様との共歓共苦が願いです
●「お客様との共歓共苦」
第一義的には「お客様」です。しかし、この「共歓共苦」の理念は、お客様だけにとどまらず、当社を支えてくださる全ての方、すなわち、株主・従業員とその家族・協力会社・教
育機関・学生・社会人をはじめ、社会を構成する全ての方に広げてゆきたい理念です。そのためにも、上場企業としての当社の社会的役割・責任を自覚し、広く社会に貢献してまい
ります。

「基本理念」「経営理念」のもと、コンプランスに関する教育を徹底するなど
内部管理体制の整備し、健全で公正な経営を行ってまいります。
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▶リスクマネジメント

当社では、「景気の変動と雇用情勢」「気候変動」「個人情報保護」「内部管理体制の充実及び法令尊守」「技術開発」の5つについて、業績の
影響を及ぼす可能性のある「特に重要なリスク」であると考えています。そして、それぞれ下記のような体制でリスクを最小限に抑える対応を
行っています。

項目 想定される主なリスク リスクに対する認識・取り組み

景気の変動と雇用情勢 ・新型コロナウイルスの感染拡大 ・感染症対策を徹底し、合同企業セミナーの開催は継続しています。
就職・転職機会の確保のために、今後も継続して開催していきますが、パンデミックに備え、
オンライン配信型の合同企業セミナーや少人数制ダイレクトリクルーティング型イベント
などイベントの開催形態や事業の多角化を進めています

・オンライン商談システムやクラウドワークフローシステム、社内チャットツールの活用

・地政学的リスク
・為替リスク

・クライアントの大半が国内企業のため、地政学的リスクや為替リスクは限定的ですが、
地政学的リスクや為替リスクにより業績に影響を受け、クライアントが採用を縮小する
リスクはあります。取引企業の拡大、取引業界の多角化を進めています

気候変動 ・異常気象 ・気候変動は社会全体で共有すべきリスクと認識しています。脱炭素、ペーパーレスなどの
取り組みを推進するとともに、異常気象などのリスクに備え、
オンライン配信型の合同企業セミナーの実施など事業の多角化を進めています

個人情報保護 ・個人情報の流出が発生した際の
社会的な責任、ブランドの毀損

・個人情報を扱う際の、取扱者・権限・業務フロー・管理体制の明確化
・社内研修による、従業員へのルールの周知徹底

内部管理体制の充実
法令遵守

・従業員が重大な過失を犯した際の
訴訟、損害賠償の発生

・各種法令、ルールに則った規程等の整備
・内部統制システムの整備、内部通報体制の整備
・内部監査室による法令、ルールなどの遵守状況の確認

技術開発 ・他社が革新的なサービスを展開し、
その追随に遅れた場合

・商品開発を担うセクションが中心となっての情報収集や新サービスの開発検討
・Web業界のトレンドに関する情報収集
・革新的な技術を持ち、当社サービスとのシナジーを持つ企業との連携強化
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重要数字

Key Figures

DATA（2021年10月期）

売上高 営業利益 経常利益

ROE 当期純利益

純資産 自己資本比率

総資産

従業員数

6,222,074 千円1,819,077千円 2,014,857千円

12.1％ 1,383,345千円 13,434,435千円

88.4％
11,913,096千円 280 名

※2022年4月30日現在
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財務情報

Financial Information

2021年10月期は増収、大幅増益を計上することができました。

売上高 営業利益 経常利益

当期純利益 純資産/総資産/自己資本比率ROE
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財務情報

Financial Information

賃借対照表・損益計算表
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企業データ

Corporate Data
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■編集方針
本資料は、事業活動、IR活動、サステナビリティに関する取り組み、
SDGs達成に向けての取り組みなど、学情の財務情報・非財務情報を
融合したコミュニケーションツールです。本資料を通して、株主や投
資家、取引企業、協力会社、従業員、入社希望者をはじめとした幅広
いステイクホルダーに当社のことを理解していただくことを目的とし
ております。「つくるのは、未来の選択肢」のパーパスのもと、当社
の戦略や目指す未来について、多角的・統合的な編集を行いました。
本資料のみならず、有価証券報告書ならびに、学情のコーポレートサ
イト（https://company.gakujo.ne.jp/）にて、適時・適正に情報を開
示し、説明責任を果たしてまいります。

■対象期間
2020年11月～2021年10月（2021年10月期）
ただし、必要に応じて2021年10月期の前後についても言及しています。

■参照ガイドライン
・IIRC 国際統合報告フレームワーク
・経済産業省 価値協創ガイダンス

■見通しに関する注意事項
本資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想お
よび見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいた当社の判断による
ものでありますが、様々なリスクや不確定要素を含んでおります。し
たがって、将来の戦略および業績は、これらの様々な要因によって、
当社の見込みとは異なる可能性があることをご承知ください。

https://company.gakujo.ne.jp/

