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平成 20 年 5 月 14 日 

各   位 

 

 

 

 

新経営体制による経営方針の概要 

「The Goodwill Group, Inc.“Revival Plan 2012”」 

 

平成 20 年 5 月 9日に開示致しました「新経営体制による経営方針の骨子について」に基

づき、「The Goodwill Group, Inc.“Revival Plan 2012”」を策定致しました。 

なお、本資料に関しましては、本日付にて 2008 年 3 月 31 日時点の当社株主に対して、

書面にて送付致しますので、併せてお知らせ致します。 

また、「The Goodwill Group, Inc.“Revival Plan 2012”」を基礎とした、中期経営計

画並びに事業計画に関しましては、現在策定中ですので、確定次第、速やかに開示致しま

す。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 グッドウィル・グループ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 堀井 愼一 

 （コード番号 4723  東証第一部） 

問合せ先 経営企画本部 ＩＲ部長 前田 智之 

 （TEL． 03-3405-9262） 
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【別 添】 

新経営体制による経営方針の概要 

「The Goodwill Group, Inc. “Revival Plan 2012”」 

の策定について 

 

グッドウィル・グループ株式会社では、この度、新経営体制のもと、2012 年 6 月期までの経

営方針の概要である「The Goodwill Group, Inc. “Revival Plan 2012”」（以下、「GWG Revival 

Plan 2012」といいます。）を策定致しましたので、ここにお知らせ致します。 

 

I. 「GWG Revival Plan 2012」策定の背景と新経営方針の概要 

当社グループを取巻く環境は、生産年齢人口の減少、国内メーカーの海外工場移転、労

働者派遣法及び関連法律の改定等により厳しい経営環境となっております。また、当社子

会社である株式会社コムスンに対する厚生労働省よりの指導、株式会社グッドウィルの事

業停止及び事業改善命令等、当社グループの抱えるコンプライアンス上の問題が顕在化致

しました。 

これらを受け、当社は 2008 年 3 月 13 日に新経営体制に移行致しました。当社グループ

は、新経営体制のもと、長期的なビジョンとして、徹底した法令遵守体制のもと、日本発

の世界人材ビジネス市場におけるグローバルプレイヤーとして確固たる地位を確立し、「世

界人材ビジネス市場においてトップレベルの高収益構造を実現する」ことを目指して参り

ます。 

今回、上記長期的ビジョンに基づき、「GWG Revival Plan 2012」において、これらの環

境変化に対応し、2012 年 6 月期までの 4 カ年を当社グループにおける第二の創業と位置づ

け、事業方針を大きく見直し、利益成長と適正な資源配分により、中長期的に安定した成

長をするための経営基盤を構築して参ります。なお、2012 年までの 4 カ年については、2

つの時間軸に分けて各種施策を実行して参ります。 

まず、2009 年 6 月期までの最初の 1 年間をステージ 1 として「揺るぎなき信頼の確立」

をテーマに、経営の安定化に主眼をおいて、財務面及びコンプライアンス面における課題

の解決に取り組んで参ります。そして、お客様・株主様・取引先企業様・従業員等、全て

のステークホルダーに対して、揺るぎなき信頼を確立するための経営を目指し、日本で最

も正社員雇用の派遣社員の多い会社(*1)として、短期有期雇用者から長期有期雇用者へ、

長期有期雇用者から正社員へとステップアップできる仕組みのある企業集団にして参りま

す。 

次に、ステージ 1 にて確立した経営基盤をベースに、2012 年 6 月期までの次の 3 年間を

ステージ2と位置づけ、「ビジネスモデルのイノベーションと適正利益の確保」をテーマに、

ビジネスモデルの再構築、新しいサービスラインナップの開発/展開、及び事業展開国数を

拡大することにより、世界展開している競合他社と肩を並べるグローバル企業への進化を

遂げていく経営を目指して参ります。 
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*1  正社員約 2.5 万人、長期有期雇用約 2.0 万人、短期有期雇用約 2.2 万人/日の計約 6.7 万人 

 

II. 新経営方針を実現するための前提条件 

この新経営方針を実現するために必要な前提条件として、当社グループにおける「財務

面におけるリストラクチャリングの実行」が喫緊の課題であると認識しております。 

2007 年 12 月期における当社連結財務指標のうち、過去の M&A 等の資金調達の結果として

総有利子負債額は 1,655 億円、純有利子負債額は 1,075 億円となっており、デッド・エク

イティ・レシオが 8.6 倍、株主資本比率 6.3%、また 2008 年 6 月期の支払利息等の金融負担

費用が上期合計で約 45 億円と過多であり、財務基盤が脆弱となっております。 

これを受け、2008 年 3 月 11 日付プレスリリース「第三者割当により発行される普通株式

及び優先株式の募集に関するお知らせ」にて発表の通り、米国大手投資ファンドのサーベ

ラスグループ（以下、「サーベラス」といいます。）の設立したオランダの有限責任会社で

あり、サーベラスと米国大手証券会社のモルガン･スタンレーの関連会社の組成するコンソ

ーシアムによる投資を目的とする Promontoria Investments I B. V.の協力を得て、 (i) 795

億円の短期借入金（うち、753 億円は 2008 年 3 月末日が借入期限）の長期化（5 年返済）

及び借入金元本返済条件の変更（約定返済月額 5～10 億円に緩和）、(ii) 2008 年 4 月 25 日

払込の第三者割当増資による 45 億円の資本増強、(iii) 2008 年 12 月 25 日を払込予定とし

た A 種優先株式の発行に伴う借入金 155 億円の資本転換、をパッケージとした当社の財務

リストラクチャリングを実行することとしております。これにより、2008 年 12 月時点での

当社連結における総有利子負債額は 1,000 億円を下回る見込みです。 

本財務リストラクチャリング、資産売却及び更なる有利子負債の圧縮により、2012 年 6

月期において、デッド・エクイティ・レシオは 1.0 倍以下、株主資本比率は 30.0%以上の安

定した財務基盤を実現し、新経営体制による経営方針の実現に繋げて参ります。 

 

 

III. 新経営方針を実現するための基本方針 

新経営方針を実現するための前提条件である財務リストラクチャリングを確実に実行し

たうえで、次の 5点を事業運営の基本方針として経営を行って参ります。 

 

 

1) 恒久的なコンプライアンス体制の確立と CSR への取り組み 

2) 本社組織の抜本的見直しと販売管理費の大幅削減 

3) 従業員満足度の最大化とスキル向上の支援 

4) 国内コア事業におけるイノベーションと適正利益の確保 

5) 海外事業の拡大による新たな収益基盤の確立 
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1) 恒久的なコンプライアンス体制の確立と CSR への取り組み 

当社グループのコア事業である、日本国内における人材ビジネスにおいては、労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以

下、「労働者派遣法」といいます。）に加え、その他関連する法律を遵守すべく、当社

コンプライアンス推進室を拡大・拡充し、グループコンプライアンス推進会議の運営、

コンプライアンス研修の企画、各社行政対応や法改定への統括、外部認証の取得、適

正派遣/請負の徹底管理を、労働関係法に強い弁護士等の外部専門家と連携して行い、

今後も継続・強化して参ります。 

具体的には、既設のコンプライアンス推進部の他、「契約管理部」及び「リスクマネ

ジメント部」を新設するとともに、コンプライアンス推進部内には、「規格規定管理課」、

「請負管理課」、「ISO 推進課」、「安全衛生推進課」を設置し、組織・人員体制の強化を

図ります。また、代表取締役直轄の内部監査室の増員を実行し、派遣現場を定期的に

目視する内部監査機能の強化を図ります。 

さらに、2008 年 4 月以降に始まる新会計年度に適用される新金融商品取引法（いわ

ゆる J-SOX 法）に従い、決算数値の正確性を担保するために、2008 年 1 月に設置した

「J-SOX 推進室」を拡充致します。 

法令遵守といったステークホルダーからの信頼基盤を確立するための取り組みとと

もに、当社グループの企業価値向上には社会的視点も欠かせない要素であると認識し、

CSR（企業の社会的責任）にも積極的に取り組んで参ります。当社グループの強みを発

揮することができる「雇用」「スキル向上」をテーマとして活動し、新たに取り組む事

業や施策についてもその社会的責任に基づいて展開し、企業価値向上に努めて参りま

す。 

 

2) 本社組織の抜本的見直しと販売管理費の大幅削減 

当社グループ各社の本社機能に関する抜本的な見直しを実施し、販売管理費の削減

を行うとともに業務効率の向上を図ります。まず 2009 年 6 月までに、当社グループ各

社の本社機能のうち、経理・法務・資産管理・財務等のプロセス統制上、集約化でき

る部門の実質統合を図ることにより本社業務の効率化を実現します。次に 2010 年 6 月

期までに、特に定型業務に関しては当社グループ子会社が展開している海外 BPO（ビジ

ネスプロセスアウトソーシング）センターへの業務委託を行うことにより、更なるコ

スト削減を実現します。 

また、2007 年 4 月より開発を行っておりました新基幹システム「SiGMA Systems」を

2008 年 4 月以降、当社グループの国内事業会社各社へ順次導入を行っております。当

社グループの蓄積してきたノウハウを集積（Σ：SiGMA）させることにより、採用及び

配属といった各営業所プロセスの効率化を図るとともに、4階層 900 項目に及ぶスキル

/職歴/資格管理による高度な自動マッチングを実現し、従業員及び顧客の満足度向上

を図ります。また、リアルタイム管理機能の搭載により、当社グループ内の拠点別/派
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遣先別等の情報を瞬時に把握することで、ビジネスモデルの適時改善を実施して参り

ます。 

この他の施策を含め、グループ全体でのスケールメリットを活かしたコスト削減を

実施することにより、2012 年 6 月期までに大幅な販売管理費の費用削減を実現させま

す。 

 

 

 

 

3) 従業員満足度の最大化とスキル向上の支援 

減少する生産年齢人口の中、高いスキルとモチベーションを有した従業員を確保す

ることは、人材ビジネスに限らず、日本企業における重要な課題であると認識してお

ります。当社グループでは、2009 年 6 月期を「従業員満足度向上年」と位置づけ、更

なる施策を実施致します。 

当社グループでは、機械設計/開発、バイオ/化学研究、ソフトウェア開発、生産技

術等の技術者派遣、製造業務派遣、軽作業派遣、一般事務派遣、専門職派遣等の幅広

い事業を行っており、これらグループ各社の提供する内部/外部研修及び E-Learning

システムを相互利用することが出来ます。当社グループにおいては、従業員にスキル

向上の機会として、これらの幅広い研修及び実務を提供することができると考えてお

ります。 

この従業員のスキル向上を支える仕組みとして、現在稼働中の採用 WEB と当社グル

ープ従業員のスキルチェックシステムである「SkillBank.com」の機能強化を実施して

おります。「SkillBank.com」に自らのスキル及び職歴を登録し、自分の目指す姿との

ギャップを算定し、当人に必要な研修・実務を案内することで、より高いスキルを習

得し、短期有期雇用者から正社員、一般事務から専門事務等のスキルアップ/ステップ

アップを実現するための道標となります。 

 

 

4) 国内コア事業におけるイノベーションと適正利益の確保 

国内の人材派遣事業に関しましては、他業界と比してサービスのイノベーションが

遅れているといわれております。当社グループにおいて、人材派遣事業におけるサー

ビスのイノベーションを起こすべく、新たなサービスラインナップを開発して参りま

す。同時に、各事業セグメントにおいて適正利益を確保すべく、以下の 4 項目に関し

ての取り組みに関してタスクフォースを組成して推進して参ります。 

① 人材派遣とその他付帯的サービスの一体的提供による顧客利便性向上 

当社グループ会社における人材ビジネスは、一般事務から技術者ま

での幅広い人材派遣を中心とした人的サービスを実施しております。
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生産年齢人口減少の中、当社グループが国内売上の拡大を実現してい

くためには、いかに付加価値の高いサービスを提供できるかが重要で

あると認識しております。 

その中で、現在実施している人材サービスに、ノウハウ/設備/研修/

システム導入等の付加的サービスを加えた新たなサービス体系の開発

を行って参ります。例として、当社子会社である株式会社プレミアラ

インにおいて既に 2 拠点稼働している受託開発工場の更なる展開や、

システム導入支援と運用オペレーター派遣を一体化させるサービス等

を実現して参ります。 

 

② 技術者派遣事業における高度なスキルマッチングシステムの構築 

当社グループの国内売上の約 35%を占めるコア・セグメントである

技術者派遣事業においては、世界的なエンジニア不足に加え、製造業

における技術革新のスピードが非常に速いことから、引き続き大きな

ニーズが存在していると認識しております。当該セグメントにおいて

は、日本国内の製造業における「モノづくり」が、引き続き世界市場

において強い存在感を示していくため、当社グループは日本の「モノ

づくり」を技術者等の人材面で支援すべく、積極的な拡大戦略を行い

ます。 

新基幹システムである「SiGMA Systems」で実現する高度なスキルマ

ッチングシステムに加え、職種/スキル別に体系化された技術者研修制

度の確立、スキルに連動した給与体系の構築、キャリアデザインアド

バイザー（CDA）の配置等により技術者のスキルを的確に把握し、お客

様が必要としている技術者をスピーディーに派遣するとともに、技術

者の確保並びにスキル向上に繋がる施策に対しては、積極的な先行投

資を行って参ります。 

 

技術系人材サービス 売上ランキング（国内） 

1 グッドウィルグループ（技術系 7社） 1,356 億円 

2 株式会社メイテック 822 億円 

3 株式会社フォーラムエンジニアリング 359 億円 

4 株式会社アルプス技研 224 億円 

5 WDB 株式会社 182 億円 

6 株式会社 VSN 175 億円 

7 株式会社パソナテック 104 億円 

8 株式会社日本テクシード 100 億円 

9 株式会社ワールドインテック 86 億円 

10 株式会社フルキャスト・テクノロジ－ 86 億円 
（出典：各社有価証券報告書/Annual Report 等を基に当社調べ） 

(グッドウィルグループに関しては、2008 年 6 月期見込)  
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③ 製造派遣事業における 2009 年問題を見据えた適正請負化、紹介予定派遣

事業の推進 

製造派遣セグメントにおいては、2006 年度にいわゆる労働者派遣法

に定める最長派遣期間が 3 年間に延長され、メーカー各社がそれまで

の請負契約から派遣契約への過度な切り替えを実施したことにより、

2009 年度に一斉に派遣抵触日を迎えるという、いわゆる「2009 年問題」

が目前に迫っております。この中でメーカー各社は、派遣契約から直

接雇用もしくは請負化の促進を進めております。また、メーカー各社

の製造拠点の海外移転等による市場規模の縮小が想定されております。 

当社グループにおける製造派遣セグメントの国内売上に占める割合

は、2007 年 6 月期の 27%から 2008 年 6 月期見込では 15%程度へと減少

しておりますが、引き続き重要な事業セグメントであると認識してお

り、2009 年問題に対しメーカー各社と協力しながら対応を進めて参り

ます。また、製造拠点の海外移転時に移転先国においての人的支援を

行う等、日本国内のみではなく、グローバルな視点での戦略を展開し

て参ります。 

2009 年問題への対応としては、当社子会社である株式会社プレミア

ラインにおいて、労働省告示 37 号及び 2007 年 6 月 29 日厚生労働省通

達「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む

請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン」を基礎としながら、

弁護士等の外部専門家と策定を進めた 9 カテゴリ 216 項目からなるプ

レミアライン独自の「適正請負基準書」を 1年前の 2007 年 4 月に策定

済みであり、メーカー各社とも協力しながら適正請負化を推進し、引

き続き強化して参ります。また、紹介予定派遣の実施によるメーカー

直接雇用ニーズへの対応も同時に行っております。 

 

製造系人材サービス 売上ランキング（国内） 

1 日研総業株式会社 1,513 億円 

2 日総工産株式会社 919 億円 

3 グッドウィルグループ（製造系 2社） 609 億円 

4 株式会社テクノサービス 450 億円 

5 高木工業株式会社 437 億円 

6 株式会社フジワーク 395 億円 

7 株式会社アイライン 385 億円 

8 株式会社日本テイケム 355 億円 

9 株式会社ワールドインテック 299 億円 

10 日本エイム株式会社 230 億円 
（出典：各社有価証券報告書/Annual Report 等を基に当社調べ） 

(グッドウィルグループに関しては、2008 年 6 月期見込)  
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④ 事務派遣事業において、当社グループの英国における老舗ブランドである

「Crone Corkill」「FSS」の国内輸入 

事務派遣事業に関しては、当社グループの国内売上の約 5%、市場に

おける想定シェアは 1～2%程度と他事業セグメントに比して著しく低

い事業セグメントとなっております。 

当該事業セグメントにおいては、英国子会社である GW Professional 

UK Limited の有する「Crone Corkill」「FSS」、米国子会社である

「Advantage Human Resourcing, Inc.」等の会計士/秘書等の専門職派

遣に関するノウハウやブランド力を共有することにより、シェアの拡

大を目指して参ります。 

 

 

5) 海外事業の拡大による新たな収益基盤の確立 

世界における人材派遣マーケットは年々拡大を続けており、ドイツにおいて 2001 年

に新規参入を容易にする規制緩和、フランスにおいて 2005 年に派遣業者と紹介業者の

協業の解禁が行われ、規制緩和等による人材サービス会社の増加など派遣社員市場の

組成を促進し、雇用を創出する考えが浸透してきております。 

当社グループは、2007 年 6 月時点において、世界人材ビジネス市場において、5 位

に位置する売上高を誇っておりますが、展開国数はまだ僅か 6 カ国と競合他社に比べ

て非常に少ないため、今後、世界市場に拡大することで成長が見込めると考えており

ます。 

2008 年 6 月期においても、米国約 1,250 億円、英国約 400 億円、アジア 5 億円（国

内除く）の約 1,655 億円と当社グループ連結売上高の約 30%を海外市場から得る見込み

ですが、2012 年 6 月期までに展開国数を 10 カ国に拡大し、連結売上高の 40%を海外事

業で獲得すべく事業展開を推進して参ります。 

 

世界人材ビジネス市場 売上ランキング 

1 アデコ スイス 30,626 億円 65 カ国 

2 ランスタッド+ベディオール オランダ 23,769 億円 51 カ国 

3 マンパワー アメリカ 20,197 億円 73 カ国 

4 ケリーサービス アメリカ 6,447 億円 30 カ国 

5 グッドウィルグループ 日本 5,700 億円 6 カ国 

6 USG オランダ 5,305 億円 11 カ国 

7 ロバートハーフ アメリカ 4,619 億円 22 カ国 

8 ヘイズ イギリス 4,019 億円 20 カ国 

9 ボルト アメリカ 2,689 億円 5 カ国 
（出典：各社有価証券報告書/Annual Report を基に当社調べ） 

(グッドウィルグループに関しては、2008 年 6 月期見込)  
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IV. 皆様へ 

企業の持続的な発展と株主価値の増大に向けて、スピード感を持って財務体質を改

善し、新経営体制による経営方針「GWG Revival Plan 2012」を着実に遂行して参りま

す。 

なお、新経営体制による経営方針の概要である「GWG Revival Plan 2012」を基礎と

した、中期経営計画並びに事業計画に関しましては、現在策定中ですので、確定次第、

速やかに開示致します。 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この資料に記載されている計画や予測等については、現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、リスクや不確実

性を含んでいます。 

従いまして、これらの業績見通しのみに全面的に依拠されることのないようお願い致します。実際の業績は様々な要素

により、これら業績見通しとは異なる結果となりうることを予めご承知おきください。 


