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CEOからのメッセージ

人々 の出会いと有意
義なつながりをサポ
ート

2022年インパクトレポートへよ
うこそ。

安全でインクルーシブなコミュニティ
当社は、独身者向けのデジタルコミュニティ
を提供していますが、それらは現実の交流
や出会いにつながり、社会全体に影響を与
えています。当社は、NGO、支援団体、法執
行機関、および規制当局と協働する新しい
安全製品の導入を通じて、プラットフォーム
内外でより安全なコミュニティを育成するた
めの包括的なアプローチを採用しています。
当社は、家庭内暴力被害者の保護・支援プ
ログラムに資金を提供する女性への暴力防
止法への支援を発表しました。また、当社
のサービスを通じて草の根的な取り組みを
育成し、その通過を支援しました。バイデン
大統領が署名したこの法案を議会が可決し
たことを非常に嬉しく思います。当社は、安
全チームに繰り返し投資を続けており、調
査をより良く支援するための業界初の法執
行機関ポータルなど、新しいツールを業界
にもたらすため、信頼と安全への取り組み
に年間1億2,500万ドル以上を費やしてきま
した。Tinderは、悪い行動が始まる前に阻
止するのに役立つ“Are You Sure?”と、不適

社会に利益をもたらすパートナーシップ、従
業員エンゲージメント、持続可能性、慈善
寄付に注力するため、企業の社会的責任を
担当する初めての副会長を指名しました。

環境影響
今年は環境への影響を評価し、カーボン
ニュートラルを達成しました。当社は、カー
ボンニュートラルの維持に努め、ネットゼ
ロを達成するための短期的・長期的科学
に基づく目標の策定に尽力します。当社
は、環境と職場に良い環境プログラムを引
き続き構築しています。

データセキュリティとガバナンス
また、指名・企業ガバナンス委員会を設立
し、ガバナンスを強化しました。当社は新
しい委員会憲章を採用し、同委員会は現
在、Match Group全体のESG問題と最良
規範を監督しています。データセキュリティ
に関して、Tinder、Match、Affinity 
Premiumの各ブランドは、業界初のISO 
27001認証を取得しました。

将来を見据えて
有意義なつながりを築くため、人々に出逢
いを提供するという当社の基本的使命の一
環として、当社はESGイニシアチブの実施に
尽力しており、ポジティブな影響をさらに高
めたいと考えています。この仕事は旅のよう
なものであり、人々 が安全かつセキュアに、
そしてインクルーシブに生活を向上させるつ
ながりを見つけるのを支援する中で、当社
はさらに取り組みを進めるという継続的な
進歩に満足しています。

SHAR DUBEY 
Match Group最高経営責任者
Fortune誌の2021年「ビジネス界で最も影
響力のある女性リスト」に選出

切な行動を報告する簡単な方法を生み出
す“Does This Bother You?”を発売しまし
た。また、Rape, Abuse & Incest National 
Network（RAINN）とのパートナーシップを
通じて、暴行被害者のための報告フローと
リソースを見直し、更新しました。当社はま
た、女性が設立した非営利の身元調査会社
であるGarboを支援し、同社のサービスを
当社のプラットフォームに提供することを発
表しました。先日、Tinderでこの情報を公開
しました。他のブランドのユーザーもこの公
開情報に簡単にアクセスできるようにした
いと考えています。
より安全な環境を構築することは、社内で
インクルーシブで協力的な文化を築くこと
にもなります。昨年、ダイバーシティ・エクイ
ティ・インクルージョンの責任者を雇用した
ことをお知らせします。当社は、インクルー
シブで協力的な環境を推進し、従業員リソ
ースグループ、多様な採用活動、学習・能力
開発プログラム、少数派グループ向けのメ
ンターシッププログラムに投資してきまし
た。当社はまた、私たちが生活し働く地域

「人の結びつきに対する根本的なニーズは、私たち全員を結びつけ
ます。当社従業員は、人への関心・関係・友情、生涯にわたるパート
ナーシップを求める人々に最高のプラットフォームとサービスを提供
するため、たゆまぬ努力を重ねています。」
MATCH GROUPのSHAR DUBEY最高経営責任者

昨年初めてのインパクトレポートを発表し
て以来、当社は多くのことを成し遂げてき
ました。今年のレポートでそれを共有でき
ることを誇りに思っています。ロックダウン
の制限や世界的なパンデミックが続く中、
当社ブランドは世界中の独身者に楽しい
出逢いを提供してきました。人の結びつき
に対する根本的なニーズは、私たち全員を
結びつけます。当社従業員は、人への関
心・関係・友情、生涯にわたるパートナー
シップを求める人々に最高のプラットフォ
ームとサービスを提供するため、たゆまぬ
努力を重ねています。私たちの最も重要な
関係は、私たちを快活にしてくれます。そし
て、そのような紹介を行える力が、私たちの
モチベーションとなっています。
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当社について

人と人をつなぐための
グローバルなテクノロ
ジー企業づくり
Match Groupの使命は、世界中の独身者が良縁に
巡り会うきっかけを与えることです。

概要
当社は、責任を持って使命を果たし、世界
中でプラスのインパクトを最大化し、業界
全体で絶えず基準を引き上げることに尽
力しています。
創業以来、数億もの人々が当社ブランドの
製品を使って有意義なつながりを築いてき
ました。当社は、25年以上前にオンライン
デートのコンセプトを開拓しました。現在、
多種多様なアプリ群を進化させており、年
齢、人種、性別、性的指向、背景など、さま
ざまな面で人々が有意義なつながりを築く
ための道を開いています。
当社は、1つの傘下に主要ブランドの多様
なポートフォリオを持つことで、そのカテゴ
リーの開拓・破壊・革命を遂げる能力が向
上すると考えています。
常に出会いの最先端を進み、人々を結び
付けることができるテクノロジーの構築と
統合を飽くことなく追求してまいります。

 

30億ドル
収益1

1,550万人
平均支払者1,2

11億ドル
調整後営業利益1

2,500人以上
世界中の従業員1

1. 2021年の指標。調整後営業利益の調整表については、40ページをご覧ください。
2. 「支払者」は、当社が直接収益を得た特定の月のブランドレベルの個別ユーザーです。四

半期累計または年度累計の値として表示される場合、支払者は、表示される各期間の月額
の平均を表します。連結レベルでは、Match Groupポートフォリオのブランド間で個人を特
定できないため、特定の月に複数のブランドで同じ個人から収益を得た場合、重複した支
払者が存在する可能性があります。当社のグローバルブランドポートフォリオには、Tinder®

、Match®、Meetic®、OkCupid®、Hinge®、Pairs™、PlentyOfFish®、OurTime®、Azar®

、Hakuna Live™などがあり、それぞれがユーザー同士のつながりの可能性を高めるために
構築されています。

 「マグダレナと申します。婚約者の名前はアニ
ーです！互いに好きになり、以来、以前のこと
はあまり振り返ることがありません。1週間ほど
の会話の後に初デートをし、二人ともすぐに特
別な人に巡り会ったと気づきました。私たちの
ストーリーを共有し、Tinderに感謝の意を伝え
たいと思っていました。皆さんなしでは出逢え
なかったからです。」

マグダレナ＆アニー
 出会いの場：Tinder

 「最もワイルドだったのは、アプリで初めて出
逢った夜のことです！私たちには多くの共通
点があり、できるだけ早く会うためにスケジュ
ールを変えました。今は結婚し、猫が2匹、姪が
1人、甥が1人います。私たちはお互いのすべ
てを愛しています。私たちはこの素晴らしい人
生を共に築き、すべてはOkCupidから始まり
ました。」

アシュリー＆カイル
 出会いの場：OkCupid
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当社について 
続き

HAWAYA

 – 2017年発足
 – ムスリム文化と結びつきがある若年成
人向けマッチメイキングアプリ

ABLO

 – 2019年発足
 – グローバルなつながりを奨励する、自動
翻訳搭載のチャット＆ビデオアプリ

HINGE

 – 2011年発足
 – Designed to be Deleted®：アプリをオフ
にして最高のデートに出かける、現代のミ
レニアル世代向けデートアプリ

MATCH

 – 1995年発足
 – 息の長いつきあいを求める独身者に最も
人気のある場を提供し、数百万件のロマ
ンスが誕生

MEETIC

 – 2001年発足
 – メンバーの良縁探しをかなえるヨーロッパ
の出会い系サービスの草分け的存在

TINDER

 – 2012年発足
 – 新しい人と出会うための世界で最も人
気のあるアプリ

OUR TIME

 – 2011年発足
 – 50歳超の独身者のためにプレミア体験を
創出

PAIRS

 – 2012年発足
 – 日本で業界をリードする出会い系アプリ

BLK

 – 2017年発足
 – 黒人独身者向け主要デート＆ライフスタ
イルアプリ 

CHISPA

 – 2017年発足
 – 米国のヒスパニックやラテンアメリカ系独
身者向けの最大規模のデートアプリ

PLENTY OF 
FISH

 – 2003年発足
 – 無理のないユーザー体験、さらにライ
ブストリーミングを提供し、マッチング
と出会いをサポート

AZAR

 – 2014年発足
 – 主にアジアのユーザー向けで、業界をリ
ードする1対1ライブチャットとビデオア
プリ

HAKUNA

 – 2019年発足
 – グループビデオとオーディオ放送を可
能にする、インタラクティブなソーシャ
ルライブストリーミングアプリ 

UPWARD

 – 2020年発足
 – 米国のクリスチャンの独身者向け出会
い系アプリ

当社最大ブランド
当社には、以下のようなグローバルブランドのポートフォリオがあります。

OKCUPID

 – 2004年発足
 – 特徴的で掘り下げた質問へのユーザー
の回答を活用して、各ユーザーが最も価
値を置くことに基づいて独身者をマッチ
ング
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環境
私たちを取り巻く世界とのつながり

コミュニティ
コミュニティとのつながりを通じたインパクトの創出

安全性
誰にとっても安全な環境の創出

ガバナンス 人材
インテグリティと信頼性文化

の醸成
多様なチームと 

インクルーシブな 
職場の構築

プライバシー
データセキュリティとプライバシー

ビジョン
有意義なつなが

りを創造する 

ESG戦略

より安全で包括的な関
係の創出
当社はESG戦略の推進に専念しています。

当社のビジョン
すべての独身者が良縁を得られるサービ
スの実現が当社の原動力であり、私たちが
日々の仕事に取り組む姿勢を支えていま
す。当社の環境、社会、ガバナンス（ESG）
戦略および慣行は、当社の事業戦略に合
致しており、当社は引き続き有意義な進歩
を遂げることに尽力しています。

当社のアプローチ
Match GroupのESGに対するアプローチ
は、当社の事業、関係者、そして当社が影
響する地域社会にとって、安全性、包括
性、プライバシーを含め、最優先事項であ
ると考えられる問題を理解することによっ
て、情報を得ています。 

そのために、当社は重要な問題を審査し、
定期的な事業計画およびリスク管理プロ
セスに沿って、引き続き審査を行います。
当社は現在、当社の事業や関係者にとって
最重要なものとして、以下を特定していま
す。
○ 安全
○ データセキュリティ
○ データプライバシー
○ ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョ

ン(DEI）
○ 人材開発
○ 気候変動

当社のESGレポートは、主にこれらの重要
な問題に焦点を当てています。また、サス
テナビリティ会計基準審議会（SASB）お
よび気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）の枠組みからも報告されていま
す。
本レポートでは、TCFDの枠組みと国連の
持続可能な開発目標（SDGs）との整合性
を含めるために開示を拡大しました。
進捗状況を関係者と共有できることを楽
しみにしています。

戦略的な枠組み
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有意義なつながりを築くには真実が必
要であり、それには安全が求められるた
め、Match Groupではこれを最優先事
項としています。ユーザーにどのような
背景があろうと、ユーザーがどんな人を
求めていようと、当社のユーザーは安心
感を求め、保護され、ありのままの自分
として大切にされたいという願いの下に
結ばれています。

内容
安全戦略 8
5つの重要な安全柱 10
安全慣行 11

すべての人に安全な環境を
提供する

安全性

平和と公正を
すべての人に
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「誰もが自由に安全に最新の情報を得る権利を持っていると確信して
います。そのため、当社チームは、新しい基準を定め、新しい技術に投
資し、世界中のポリシーを策定してデートをより安全にするため、会社
と業界にさらなる努力を求めているのです。」
TRACEY BREEDEN セーフティ＆ソーシャルアドボカシー担当責任者

安全戦略 

安全コミュニティの構築
私たちは、すべての人にとってより安全な環境を作るよう
努めています。

当社のアプローチ
安全は、企業として協力し、より多くのこと
を成し遂げることができる分野のひとつで
す。ポートフォリオ全体からの専門家の洞
察を得て、多様なブランドで協力すること
で、安全性に大きな影響を与えることがで
きます。
当社の目標は、最高度の全般的安全性基
準を業界に定め、継続的に改善することに
よって、先導的な立場を果たすことです。
安全性をMatch Groupの骨組みに一体化
させるため、各ブランドには中央安全チー
ムと専任安全チームがあります。中央安全
チームは戦略を策定し、当社のブランドか
ら最良規範を特定し、基準、ポリシー、プ
ロセス、安全機能、教育を構築すること
で、グローバルな安全を推進するセンター
オブエクセレンスです。ブランド安全チー
ムは、ユーザーベースや地域の専門家にな
ることを目指して、重要機能のイノベーショ
ンに注力します。

当社のビジョン
当社は、あらゆる形の損害のない、真正で
公平、かつ敬意に満ちたコミュニティを構
築することを目指しています。このビジョン
を実現するため、当社は安全上の価値観
を適用します。人を第一に努力します。サー
ビスを通じて人に力と刺激を与えます。真
実と透明性をもってつながりを実現しま
す。共通のアイデアと相互の当事者意識か
ら革新します。そして、誠実さの場から業
務を行います。
重点分野
当社のビジョンに沿って永続的な影響をも
たらすため、当社は以下の安全重視分野
に取り組んでいます。
○ 教育を受けたコミュニティを作る
○ 女性や伝統的に疎外されてきた人々に力を与

える
○ オンラインの安全な場を作り、実生活での安

全を促進する
○ 共有された知識、サービス、人材を構築する

安全チームの強化
当社は中央安全チームを結成し、ブランド
安全チームをサポートし、次の5つの主要
な安全柱への注力を監督します。信頼と安
全に関する業務、社会的支援、法執行業
務と調査、安全製品、国際安全。
Match Groupとそのブランド全体で、信頼
性と安全性に関わる従業員は、今や450人
を超えました。また、2021年中に中央安全
チームを4人から18人に増員し、当社ブラ
ンドがすべての人にとってより安全な環境
を創出できるようにしました。そのため、ア
プリ内でも実際の交流でも、より安全なデ
ート体験を実現できます。オンラインデー
トの安全向上と包括性強化を目指して、安
全性イニシアチブの継続的拡大と安全に
関するフラッグシップ機能への投資に取り
組んでいます。

Match Groupアドバイザリ
ーカウンシル
2018年に創設されたMatch Groupア
ドバイザリーカウンシルは、性暴力、性
的人身売買、虐待、ハラスメントや類似
の問題に関する調査と防止に関わる一
流の専門家と主唱者の集団です。業界
初となるこのカウンシルは、Match 
Groupプラットフォーム上での安全性
向上方法について、情報を定期的に提
供しています。
詳細はこちら： 
https://mtch.com/mgac 

1億2,500万
ドル以上
2021年の信頼性・安全性投資額

450人以上
信頼性・安全性関連業務従事者数
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○ 信頼性と安全性に関する業務

○ 社会的擁護

○  法執行機関の業務と捜査

○ 安全製品

○ 国際安全

安全の柱

価値観 

○ 人を第一に努力する

○ サービスを通じて人に力と刺激を与
える

○ 真実と透明性をもってつながる

○ 共通のアイデアと相互の当事者意
識から革新する

○ 誠実さの場から業務を行う

目標 

○ 教育を受けたコミュニティを作る

○ 女性と伝統的に疎外されてきた人々に力
を与える

○ 安全な避難所をオンラインで創出し、実生
活で安全を促進する

○ 共有知識・サービス・人材を構築する

ビジョン
あらゆる形態の危害のな
い、真正で公平、かつ敬意
ある安全コミュニティを構

築する

安全に関する枠組み

防止 阻止 対応

専門家とのパートナーシップ

安全文化＆設計 ポリシー＆手順

安全戦略
続き
安全に関する枠組み
さらに、安全に関する枠組みを当社ブラン
ドの指標とし、「防止」、「阻止」、「対応」
という3大安全領域に対処しています。各
ブランドには、開発とカスタマーケアの担
当者を含む独自の安全チームがあります。
当社は、次の5つの主要な柱に焦点を合わ
せています。
信頼性と安全性に関する業務
ポートフォリオ横断型イニシアチブを通じ
て、業務安全エクセレンスを達成する。
社会的擁護
伝統的に疎外されてきた人々を擁護する
ためのパートナーシップを構築する。
法執行機関の業務と捜査 
公共安全機関・法執行機関との協力。
安全製品
共有サービスとSafety by Designを通じ
て安全製品戦略を指導する。
国際安全
当社の多様なグローバルポートフォリオを
活用して、安全に関する最良規範を共有す
る。

将来を見据えて
安全文化と環境のさらなる改善を推進す
るために、当社は引き続き主要な重点分野
に優先順位を付けます。これは、重要な安
全テーマについて専門家と補足的なトレー
ニングやセッションを設けることで、顧客
サポート、モデレーションの取り組み、従業
員ベースの知識を強化することを意味しま
す。つまり、米国最大の性暴力反対組織で
あるRAINNの推奨内容を拡大すること
で、当社のポートフォリオ全体の報告フロ
ーにトラウマ情報を取り入れるということ
です。つまり、当社の機能についてユーザー
にさらなる教育と認識を提供すること、ま
た、専門家、NGO、法執行機関と継続的
に連携し、人々の安全を守るための最新の
トレンドとアプローチを理解するというこ
とです。また、安全性データの透明性が高
まり、2022年に公表予定の次回の米国向
け透明性レポートで詳細に発表する予定
です。
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5つの重要な安全柱

安全への取り組みの最
大化
Match Group全体で最大のインパクトをもたらす安全
への取り組みを体系化して注力するため、5つの重要な
柱があります。

義、LGBTQIA+のインクルージョン、人身
売買に関するガイダンスを共有しました。
また、国内暴力撲滅ネットワーク
（NNEDV）に50万ドルを投資し、女性に
対する暴力法（VAWA）の再認可を支援し
ました。

法執行機関の業務と捜査
当社は法執行機関と密接に連携し、安全ト
レンドを常に把握し、安全インシデントを可
能な限り迅速かつ効果的に管理し、インシ
デントを防止します。2021年、当社は世界
中の21の法執行機関と連携し、主要なトレ
ンドと安全上の懸念を特定し、対応しまし
た。
当社は、地方・州・連邦機関と強力な関係
を築き、協力して安全性のトレンドを特定
し、当社のポートフォリオブランドと協力し
て積極的な安全性介入キャンペーンの策
定を目指しています。例えば、オーストラリ
アではクイーンズランド警察と積極的に性
的暴行啓発キャンペーンを実施しました。
また、恋愛詐欺の啓発について、連邦捜査
局（FBI）とも連携しています。これにより、
実世界のユーザーをバックアップできま
す。
最も重大な安全インシデントに迅速に対
処するため、当社は重大な安全上のエスカ
レーションに重点を置いた専門チームを設
けています。これを次のレベルに引き上
げ、2021年、Match Groupと各機関の間
の連携と理解を強化する業界初の法執行
機関ポータルを立ち上げました。

信頼性と安全性に関する業務
当社は、複数のポートフォリオ横断型イニ
シアチブを通じて、会社全体でオペレーシ
ョナルエクセレンスを達成することに注力
しています。当社はブランドと提携し、安
全戦略の策定、最良規範の共有、ポートフ
ォリオ全体に拡大するプロジェクトを実行
しています。例えば、2021年8月には、当社
ブランドのポートフォリオ全体で安全性に
関する知識と最良規範を学び、共有する
ために、初の全社安全サミットを開催しま
した。
もうひとつの例は、RAINNとのパートナー
シップです。RAINNは、当社の既存の報
告・対応方針とプロセスを審査し、専門的
なフィードバックを与えてくれました。2021
年にはその提言をTinder、Hinge、Plenty 
of Fishに導入し、新たなトラウマ情報に基
づく報告フローなども実現しました。このよ
うな取り組みは、2022年に他のブランドに
も拡大する予定です。また、米国ブランド
における性的暴力の報告への対応方法に

ついて、RAINNのトレーニングを開始しま
した。 

社会的擁護
社外の専門家や組織を招き、女性の安
全、性暴力、自殺防止など、重要な問題に
関する専門家の知見を共有します。これに
より、会社全体での理解を深め、当社のポ
リシーに情報を与え、各プラットフォームで
強力な安全文化とユーザーエクスペリエン
スをサポートします。
2021年、当社は7つの中央非営利・NGO
パートナーシップと、National Network 
to End Domestic Violence、No 
More、At Last、RAINN、Still 
Bisexual、Center for Democracy and 
Technology、Human Rights Campaign
など、ポートフォリオ全体にわたる専門家
の促進と協働しました。女性、トランスジ
ェンダー、収監者など、多様なコミュニティ
を支援しています。これらの組織の多く
は、当社の初の安全サミットで、修復的正

安全製品 
当社は、当社ブランドの開発チームを戦略
的レベルでサポートし、革新的な技術を活
用して投資することで、各ブランドがすべて
の製品の中心に安全を据えて、最初から可
能な限り効果的に機能を設計できると考
えています。また、安全開発に関する洞察
を共有し、メタバースや仮想世界で人々が
安全かつ快適につながることができる方
法などの新しい概念を検討しています。
2021年、Tinderは新しい安全機能を導入
しました。「Are You Sure?」 （AYS?）で
す。人工知能を活用して、過去の報告をも
とに、言葉遣いが不適切でないかどうかを
検出します。初期のテストでAYS?は、送信
メッセージの有害な言葉遣いを有意に減
少させました。この革新的な機能は、前向
きな行動の変化や安全で望ましいコミュニ
ティの実例となっています。2022年3月現
在、Plenty of FishもAYS?を導入しまし
た。
また、TinderからスタートしたMatch 
Groupは、女性が設立した非営利の身元
調査プラットフォームであるGarboと提携
し、デジタル時代におけるジェンダーベー
スの暴力を積極的に防止することを目指し
ています。それにより、当社のユーザーは、
自分の安全について十分な情報を得た上
で決断・選択できるようになりま
す。Tinderは、Garboへのアクセスを提供
するMatch Group初の資産であり、今後
数か月のうちに他のMatch Group米国ブ
ランドも追随する予定です。

国際安全 
当社は多様なグローバル企業として、世界
中の地域に響く安全な環境作りがいかに
重要であるかを認識しています。国際的に
焦点を当てることは、Match Group全体
で最高の安全基準と文化を設定し、取り
組むのに役立ちます。
2021年、Tinder Indiaチームは、デートの
安全性に影響を与えるこの重要な問題に
意義ある方法で対処し、標準化するため
に、専門家から情報を得た同意キャンペー
ンを開始しました。このキャンペーンの一
環として、8分間の架空の映画が制作さ
れ、同意の微妙な違い、同意の意味、そし
てそれが関係にどのように現れるかを探り
ました。Tinder Indiaはまた、業界の複数
のインフルエンサー、ブランド、クリエイタ
ーと提携し、「Let’s Talk Consent」と呼
ばれるリソースセンターを設立しました。
この1年間、当社は安全の推進について、
英国議会を含む政府機関や当局と話し合
い、オーストラリアeSafety Commission
と提携してフィードバックを提供
し、Safety by Designの枠組みについて
情報提供を行いました。
EMEAおよびAPAC全体で、当社はNGOと
協力して、ベルギーを拠点とするNGOとの
Abloのパートナーシップなど、疎外されて
きたコミュニティを支援し、ノンバイナリー
のジェンダーオプションや、プロフィールか
らジェンダー情報を隠すオプションを追加
しました。
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安全慣行

安全慣行の強化
安全は当社の最優先課題であり、 
今後も引き続き優先していきます。

昨年の主要な例として、安全サミットと法執行機関ポータルの2つ
が挙げられます。

安全サミット
会社として、すべてのブランドを結集し、学
んだことや最良規範を共有することに努め
ています。2021年8月に初めて開催した全
社安全サミットでは、この原則を実践し、
今後もこのサミットを毎年開催する予定で
す。
サミットの目的は、ブランドとの関係を強
化し、最良規範を共有し、安全に関する専
門知識を高め、2022年安全計画のビジョ
ンと戦略を整合させることでした。
部門横断的なチームが集まって、安全戦
略とロードマップの策定を指導しました。
出席者は、信頼性と安全性の製品、運用、
モデレーションの専門家から、マーケティ
ングやコミュニケーションのチームまで多
岐にわたりました。当社の目標は、全社の
協力者や統合安全戦略を実現できる分野
を持つ強力な部門横断的安全グループを
強化することでした。

法執行機関ポータル
出会い系業界初の企業として、当社は2021年
に法執行機関ポータルを立ち上げました。この
ポータルは現在、米国を拠点とするすべてのブ
ランドに対して法的要請を受けており、2022年
末までに当社の海外を拠点とするブランドが利
用できるようになります。
世界中のさまざまな法執行機関の職員や部門
に相談して開発されたこのアプリは、法的要求
を1か所で送信・受信する、より迅速で効率的
な方法を提供します。
ポータルを通じて、検証済みの公衆安全・法執
行専門家は、ユーザーがアプリにプロファイル
を持っているかどうか、利用可能な情報がある
かどうか、令状、裁判所命令、召喚状、または類
似の法的文書によって裏付けられたより詳細な
データに対する法的要求、差し迫った安全上の
脅威への対応を支援する緊急要求を確認する
ために、一般的な問い合わせを行うことができ
ます。
革新的な一歩を踏み出すことは、新しい安全技
術を構築・導入し、パートナーと協力してプラッ
トフォーム内外でより安全な社会を育むという
当社の継続的な取り組みの一環です。

2.5日間のサミットでは、当社のビジョン、
価値観、戦略的目標、安全目標について
話し合いました。ブランドにとっては、特に
懸念していた安全上の問題を一堂に会して
共有し、アイデアとソリューションをまとめ
ることで、誰もが利益を得る機会となりま
した。さらに、NGOなどの外部専門家をト
ランスインクルージョン分野や法執行機関
に招き入れ、暗号通貨や恋愛詐欺に関す
る最新の洞察を共有しました。
サミットの後、当社のブランドは収集した
洞察を安全ロードマップに織り込みまし
た。当社は共に、報告・対応、オンラインハ
ラスメントや虐待など、安全性に関する重
要な問題分野に注力しています。当社で
は、グループレベルの安全サポートに関し
て、当社ブランドからの要請を優先してい
ます。ポートフォリオに関する知識と学習
の共有、安全問題作業セッション、消費者
向けの効果的な安全ナラティブの作成、
法執行機関、NGOやその他の外部専門家
とのより集中的なパートナーシップなどで
す。

Match Groupの安全・社会支援チーム
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すべての人に健
康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平等を
実現しよう

当社は、多様な世の中に向けてアプリ
を創造できることを誇りにしており、す
べての従業員にとって安全でインクル
ーシブな職場を育むことで、それを実
現することができます。Match Group
は、ここで働くすべての人が真につな
がり、貢献し、帰属できる場でありた
いと考えています。

世界中のチームとつな
がる

人材

内容
多様性・公平性・インクルージョン 13
人材の獲得と維持 16
社員の能力開発 18

Match Group 2022年インパクトレポート
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多様性・公平性・インクルージョン 

公平でインクルーシブ、か
つ魅力的な職場を作る
Match Groupでは、協力的でインクルーシブな文化を推進し
ています。

当社のビジョン
Match Groupは、公平でインクルーシブ、安
全なプラットフォームで多様な人々を結びつ
けるグローバルリーダーになりたいと考えて
います。
当社の使命は、多様な労働力を構築し、包
摂的で公平な帰属意識のある職場を構築
し、多様な消費者のニーズを満たし、グロ
ーバル市場での公平な体験を確保するこ
とです。
Match Groupの多様性・公平性・インクル
ージョン（DEI）の取り組み目標は、多様な
アイデンティティを持つ人々が成功できるよ
うにすることです。当社は、インクルーシブ
なプラットフォームを構築・サポートし、消
費者に見えるサービス提供を支援すること
を目指しています。

当社のアプローチ
Match GroupでのDEIイニシアチブの強化
は、継続的かつ長期的なプロセスであると
認識しています。文化、構造、表現を思慮
深く、敬意を払い、誠実に変えるには時間
がかかります。当社の影響力を体系化し、
拡大するため、当社のDEI戦略は、従業
員、職場、市場という3つの主要な柱にお
いて、有意義で持続的な変化を達成するこ
とに重点を置いています。ブランドと密接
に連携し、Match GroupのDEIコミットメ
ントの強固な基盤を構築するため、いくつ
かのワークストリームに集中しています。 

米国全従業員の民族多
様性

米国経営陣の民族多様
性1

全世界の従業員の性別
多様性2

全世界の経営陣の性
別多様性1,2

  白人 47%
  アジア系 25%
 ヒスパニック／ 

ラテンアメリカ系 10%
  黒人／アフリカ系アメリカ人 7%
 その他／記載なし 11%

  白人  61%
  アジア系  17%
 ヒスパニック／ 
ラテンアメリカ系 7%

  黒人／アフリカ系アメリカ人 5%
 その他／記載なし 10%

  男性  59%
 女性 41%
  記載なし 0.4%

  男性  56%
 女性 43%
  記載なし 0.3%

「私は、Match Group初の多様性・公平性・インクルージョン
責任者として、新しいDEI戦略の開発を統括できることを嬉し
く思います。私たちは、認識を高め、グローバルポートフォリオ
全体に公平性を組み込むための基盤を構築しています。」
JENNIFER ZEPHIRIN 多様性、公平性、インクルージョン担当責任者

Match GroupのDEI業務を開発・指揮す
るため、2021年6月に初のDEI責任者を任
命しました。DEIチームを拡大することで、
ソートリーダーシップを発揮し、説明責任
を推進し、ブランドがDEIミッションを共同
で達成するために必要なサポートインフラ
を構築できるようになります。
このチームは、DEIをMatch Groupの文化
と優先事項の不可欠な一部にするために
尽力しています。これには、全社的なプロ
グラミングを通じた意識向上、戦略的パー
トナーシップへの投資、公平性とインクル
ージョンに関するポリシー策定、既存のプ
ロセスへのDEIの注入、従業員の業績にお
ける公平性とインクルージョンの奨励が含
まれます。 

1. 当社経営陣は、ディレクターレベル以上で構成されています。
2. 四捨五入により合計が100%にならない場合があります。
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2021年の進捗
2021年には、多くの優先分野において有
意義な進歩を遂げました。ここでは、いく
つかの点を取り上げます。
データの透明性と説明責任
データの透明性と説明責任を改善するた
め、ブランド全体でダッシュボードを構築
しました。このダッシュボードは、組織内の
人口統計データを測定し、主な重点分野を
見極めます。 
Match Group全体にDEIを導入する
新設されたDEIチームは初年度に、DEIを
既存の慣行、ポリシー、プロセスに統合す
ることに重点を置いていました。例え
ば、DEIチームは人材チームと連携し、従
業員エンゲージメント調査を実施し、DEI
が強化した政策決定を支援しました。

多様性・公平性・インクルージョン
続き

2022年の新プログラム 
DEIチームの主な焦点は、2022年に全ブラ
ンドのMatch Groupエグゼクティブ向けに
導入される新たな適応型リーダーシッププ
ログラムの作成でした。このプログラムは、
リーダーがDEIの擁護者としての役割を策
定することで、よりインクルーシブな組織
になるという取り組みに推進力を与えま
す。これらのセッションにおいて、リーダー
はこの役割とリーダーとしての自分の影響
について、また、当社の価値観、アイデンテ
ィティ、文化が地域ごとのインクルージョン
と変化を推進する能力にどのように影響す
るかについて理解を深めることができま
す。このプログラムの終わりまでに、各リー
ダーは、自分のチームの障壁を克服し、イ
ンクルージョンの目標を活性化するための
チーム固有のアクションプランを作成する
ためのマインドセットとツールを開発しま
す。

長期的な行動の中核的優先事項：

即時対応の主な優先事項：

ビジョン
Match Groupを公平で、包括的かつ安全なプラットフォーム上で多様な人材とリソースを結びつ

けるグローバルリーダーにする

使命

従業員：
○ パイプライン計画

労働力：
○ 表明

○ データの透明性と説明責任

職場：
○ ERG

○ 公平性と帰属性
○ 福利厚生・特典

マーケットプレイス：
○ 戦略的パートナーシップ

多様な労働力の構築 インクルーシブで公平な職場を
構築する

多様な消費者ニーズを満たし、
グローバル市場での公平な体

験を確保

全体：
○ 事業別DEI戦略計画

全体：
○ 適応型リーダーシッププログラム

○ DEIコミュニケーション 

マーケットプレイス：
○ サプライヤーの多様性

○ 包括的な設計

DEIの枠組み
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ERG
新しい従業員リソースグループ（ERG）の
責任者が率いるDEIチームは、ブランド全
体でERGの戦略的ロードマップを構築しま
した。当社は、彼らの集合的な声を結集
し、その影響力を平準化することに注力し
ています。2022年第1四半期に最初のERG
サミットを開催し、対応するエグゼクティブ
スポンサーとともに、企業全体のERGコミ
ュニティを設立する計画を発表しました。
また、Match Group全体でERGリーダー
と会社のリーダーの可視性とサポートを高
める必要性を強調し、より正式なエグゼク
ティブエンゲージメント、専門能力開発の
機会を提供し、新たに設立された外部戦
略的パートナーシップを活用しました。
Match Group全体のERG
は、Tinder、Hinge、Matchを通じてまだ
比較的新しいものです。これには、Pride@ 
Tinder、Desis@ Tinder、Women of 
Color@ Tinder、Black Excellence@ 
Match (BE@M)、Women@ Match 
(W@M)、Asian@ 
Hinge、UNAPOLOGETIC@ 
Hinge、LGBTQIA+@ Hinge、Women 
and Non-Binary@ Hinge、Women of 
Color@ Hinge、Disability@ Hingeが含
まれます。誰もが帰属意識を持てる文化を
醸成したい、という熱意のある従業員たち
の主導により、当社のERGには独立した予
算と独自のプログラムを計画する権限を与
えています。

多様性・公平性・インクルージョン 
続き 「Best Places to Work 

for LGBTQ+ Equality」
（LGBTQ+に対して公平な

最高の職場）の1社に選出
2022年1月、Match Groupは独立系企
業として初めて「Best Places to Work 
for LGBTQ+ Equality」の1つに選ば
れ、人権キャンペーン（HRC）財団の
2022年企業平等指数（CEI）で100点の
トップスコアを獲得しました。
CEIは、LGBTQ+職場の平等に関する
企業方針と慣行を測定する、米国で最
上位のベンチマーク調査とレポートで
す。CEIのトップ企業では、LGBTQ+の
従業員とその家族の公平性を高める包
括的な方針、福利厚生、慣行を確立
し、実施するための具体的な措置を講
じています。
CEIは、次の4つの柱に分類される詳細
な基準を基に企業を評価しています。
○ 事業体間の差別禁止方針、
○ LGBTQ+の労働者とその家族にとっての

公平な福利厚生、
○ インクルーシブな文化の支援、
○ 企業の社会的責任

Match GroupがCEIの基準をすべて満
たしたことで、100%のランキングを獲
得し、「Best Places to Work for 
LGBTQ+ Equality」の1社に選ばれま
した。Match Groupは、今年も上位に
ランクインした米国の主要企業842社
のランキングに加わりました。
当社はこの評価を受け、公平でインク
ルーシブな職場づくりに引き続き取り
組んでいきます。

詳細はこちら：
www.hrc.org/cei 

@

MATCH：

ASIAN
at

LGBTQIA+
at

Disability
at

UNAPOLOGETIC
at

Women&Enbys
at

HINGE：

TINDER：
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人材の獲得と維持

優秀な人材を引きつけて
維持する
当社は、多様な人材のパイプラインを積極的に成長させ、当社
の最大の資産である従業員への投資を行っています。

従業員チームに対しては、「ローカルとグロ
ーバル」が混在するアプローチを講じてい
ます。当社には、システム、報酬、福利厚生
など、人事戦略を設定するためのセンタ
ー・オブ・エクセレンスとして運営する、多
数の主要な一元化された人事機能があり
ます。それから、個々のブランドにわたって
現地の人材関連ビジネスパートナーを支援
し、この最良規範を現地独自のニーズや文
化に適応できるようにしています。

最高の人材を惹きつける
当社の優秀なチームに加えるべき多様か
つ優秀な人材を特定し、ひきつけることに
注力しています。そのため、Match Group
ブランドは独自の採用戦略を策定していま
すが、各ブランドと緊密に連携し、候補者
の調達を最適化するための分析や洞察を
最大限に活用しています。また、各ブランド
は、作業／研究プログラムやHBCU 

当社のビジョン
当社は、優れた人材を引きつけ、育成し、
維持することによってビジネスを成長させ
ました。世界の20か国で人々の縁結びに
専心している2,500人以上を超える優秀な
チームは、その賜物です。
当社は従業員を大切にし、Match Group
の旅を通じて従業員に投資します。これに
より、ビジネス成果の向上とイノベーション
の促進、また定着率の向上につながりま
す。

当社のアプローチ
当社は、研修と能力開発への投資に力を
入れています。人材戦略では、多様な背景
をもつ人材を探すために採用網を拡大し続
けること、従業員に報いること、異動・研
修・能力開発を優先することを重視してい
ます。

酬を反復的に改善すること、大規模な学習
と能力開発の機会を提供すること、バーチ
ャルイベントと社会的活動を開催すること、
頻繁かつ透明性のあるコミュニケーション
を行うことなど、継続すべき項目を特定しま
した。
さらに、従業員の燃え尽き防止やワークラ
イフバランスの促進、社内異動の促進、昇
進やキャリアアップに関する明確さの提
示、上級管理職や新規採用者の多様性の
向上、会社のビジョンや戦略のより頻繁な
伝達、帰属意識を高めるプロセスやポリシ
ーの作成、チーム間/ブランド間のコラボレ
ーションの機会の提供など、機会の余地
のある分野を強調しました。

賃金公平性の確保
2021年、当社はSyndioと提携してMatch 
Group全体で包括的な給与公平性監査を
実施しました。監査では、性別や人種・民
族による統計的に有意な体系的な格差は
見られず、これは2018年の分析とも一致し
ます。当社の2021年度監査は、2018年に
実施した監査よりも広範囲に及びました。
性別、米国内での人種・民族別、より包括
的な見直しのための手動分析が追加され
ました。
さらに、主要解析では完全に網羅されて
いない小集団の手動解析を実施し、その
解析の結果に基づいてさらなる研究を行
いました。

Connect、Jopwell、Fairygodbossとのパ
ートナーシップといった幅広い情報源を用
いて、人材の発掘や、採用候補者の多様な
パイプライン作りに努めています。また、多
様性に関するインターンシッププログラム
の拡大を通じて、影響力を高めています。 

従業員のエンゲージメント
私たちの仕事は、Match Group全体で強
力な従業員エンゲージメントをサポートす
るのに役立ちます。これは、年次エンゲー
ジメント調査に反映され、2021年には従
業員の参加率が3%から85%に増加しまし
た。2021年の総合スコアは70%で、これま
で投資してきた主要分野に進歩がありまし
た。参加者の81%が、仕事で自分らしくい
られると感じています。また、仕事を成功
させるために学習と能力開発を利用できる
ことに同意している従業員が5%増加しま
した。
フィードバックプロセスやピープル調査にお
ける自信など、祝福すべき分野を特定しま
した。人々は、これが働きがいのある職場
であると考え、自分の仕事が会社の目標に
どのように貢献しているかを知っています。
そして、マネージャーは従業員の福祉を大
切にしています。
また、継続的な安全への取り組みを強調す
ること、マネージャーによる従業員の福祉
の優先付けを継続すること、自分の役割が
全体像にどのようにつながっているかを人
々に確実に理解させること、福利厚生と報

当社は監査の結果をMatch Groupの社員
と共有し、全社員が関わり、情報を得られ
るようにするため、当社が講じた措置につ
いて引き続き通知します。当社は、日々の
報酬管理に公平性を支払うアプローチを
構築しており、今後も分析を精緻化してい
きます。そのため、2022年の分析では、拡
大すべき多くの分野について調査していま
す。

所有者文化の促進
IACからの完全な分離プロセスの一環とし
て、2020年にはMatch Groupの株式を購
入する機会を従業員に与えました。これに
より、社員は当社の事業とより深いつなが
りを持ち、将来の成功を共有できるように
なりました。
2021年には、この機会を新入社員や既存
の社員にも拡大しました。2021年に導入し
た従業員株式購入制度（ESPP）では、適
格な従業員は自動給与天引きを通じて
Match Group普通株式を割引価格で購入
できます。直近の加入期間後に、対象社員
の約半数がESPPに加入しました。
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広範な優位性に富む福利厚生の給付
当社は、包括的で優位性に富む福利厚生
施策を社員に給付できることを誇りに思っ
ています。
2021年には、米国の従業員向け福利厚生
施策を拡大しました。当社は、治療や行動
指導などのサービスや育児休暇ポリシーの
増額を含むメンタルヘルスの給付を拡大す
るため、正社員向けのModern Healthと
のパートナーシップを発表しました。また、
従業員の福祉休暇を10日追加し、養子縁
組、代理、IVF費用を含む家族計画方針を
拡大し、従業員とその配偶者・パートナー
に対する手当を1万ドルに増やしました。

給与
○ 競争力のある給与
○ 退職マッチングファンド1

○ 業績手当

研修
○ 研修・教育手当

その他の福利厚生
○ 従業員株式購入プログラム
○ 在宅勤務手当
○ 通勤補助金

医療
○ 医療保険
○ 歯科保険
○ 眼科保険
○ 医療貯蓄口座2

○ 家族形成福利厚生3

保険
○ 生命保険
○ 障害保険
○ 法律保険

ウェルネス
○ ウェルネスプログラム
○ メンタルヘルスカウンセリング
○ 瞑想サービス
○ バーチャルジム会員

バケーション
○ 有給休暇
○ 現地の休日
○ 一部のブランドでのバースデー休暇

有休休暇
○ 親4

○ 死別
○ 緊急時

コミュニティサービス
○ 有給地域社会奉仕

DEI
○ ERG
○ DEI研修
○ ヘリテージ月間の会社の祝賀行事

寄付
○ 慈善マッチングプログラム5

その他の福利厚生
○ 割引プログラム
○ フレックス在宅勤務の選択肢
○ 普段着ドレスコード
○ アプリのプレミアム会員
○ ペット割引と保険

報酬パッケージ 健康上の福利厚生 個人的な休暇 職場での信頼性

1. 最高1万ドルまで10%相当の401k退職金制度援助。
2. 免責金額の高いプランを選択した従業員については、従業員1人につき最高500ドル（複数の人が補償されている場合は1,000ドル）。
3. 従業員とその配偶者・パートナー1人当たり最大1万ドルを、受胎能保護治療、養子縁組料、代理費用、IVF治療に充てることが可能。
4. 出産および出産以外での両親の20週間の完全有給休暇（子育てパートナーの場合は16週間、養育する親の場合は12週間から増加）。
5. 従業員1人当たり最大15,000ドル。

人材の獲得と維持 
続き
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社員の能力開発

人材の育成
私たちは、人生のあらゆる面で学ぶことで、仕事の専門家とし
てだけでなく、人間としても自分自身を豊かにできると考えて
います。学習への取り組みは、最高の自分自身に到達するため
の旅に役立ちます。

当社のビジョン
当社は、社員が最高レベルのパフォーマン
スを発揮し、よりインクルーシブで公平、
かつ積極的に行動できるよう支援すること
を目指しています。

当社のアプローチ
協力的なアプローチで、マネージャーにチ
ームとのつながりを促し、定期的にパフォ
ーマンスと能力開発の面談を行います。グ
ローバルな事業展開とさまざまなブランド
の組み合わせにより、社員は幅広い将来
のキャリア機会を得ることができます。
また、当社は、社内異動を促進するための
能力開発プログラムや、組織の全レベルが
参加するグローバルなメンターシッププロ
グラムを立ち上げました。当社の研修＆能
力開発アプローチには、オンデマンド型ト
レーニングコースに加えて、各従業員のキ
ャリア成長を後押しするための個別予算が
含まれています。

2021年には、新しい集中型学習管理シス
テム（LMS）のベンダーも任命しました。
計画では、すべてのブランドが共有する
LMSを1つ用意し、堅牢なレポート機能で
トレーニングを簡単に割り当てて追跡でき
るようにします。最初に重点を置くのは、シ
ステムに新しいコンプライアンストレーニ
ングを組み入れることです。また、ポートフ
ォリオ全体の製品を継続的に構築しなが
ら、オンデマンドの学習オプションを追加
します。

中間レベルマネージャーのトレーニング
新たに昇進したマネージャーがリーダーシ
ップスキルを獲得できるよう、2021年に対
象者専用のトレーニングプログラムを開発
しました。このプログラムは、効果的な1対
1の面談、困難な会話への対処、信頼とチ
ームの結束の構築、直属の部下との有意
義なキャリア面談を行うためのスキルをリ
ーダーに与えます。このプログラムは2022
年に開始されます。

パフォーマンスレビューと後継者育成計画
2021年、私たちは、部下がマネージャーと
より有意義で頻繁にパフォーマンスや能力
開発に関する対話を行うよう支援すること
に重点を置いていました。これには、業績
評価サイクル全体における自己省察、同僚
のフィードバック、従業員の調整が含まれ
ます。これは、ピープルリーダーがパフォー
マンスレビューサイクルを通して使用する
ブランドにトレーナー向けトレーニング資
料を提供することによって達成されまし
た。その結果、Match Groupの従業員は、
パフォーマンスレビュープロセスに精通し
ていることが分かりました。

また、ブランドCEOとその直属の部下の計
画に重点を置きながら、後継者育成計画
を業績評価プロセスに統合する改善も続
けてきました。
人材が主導するブランドのために後継者育
成計画の資料とツールを作成し、プロセス
を標準化し、ブランド間でより効率的で一
貫したものにしました。
人材中心のテクノロジー対応アプローチの
別の例では、後継者育成計画と目標設定を
デジタル化し、Workday人事情報システムで
これらのモジュールを利用できるようにして
います。また、的を絞り込んだ開発計画と
集中的なトレーニング予算の策定を可能に
するモジュールへのアクセス方法のガイドも
作成しました。

1か所で多様な学習が可能
2021年6月、当社はUdemy for Business
を社内で立ち上げました。Udemy for 
Businessは、6,000を超えるトップ評価の
魅力的なコースを常勤の正社員向けに提
供するオンデマンド学習プラットフォーム
です。従業員は自由に選択でき、自分のペ
ースで学ぶことができます。
次に、従業員が共有した関心のあるコア分
野に、具体的な学習パスを追加することに
取り組んでいます。これにより、従業員は
ログイン時にすでにバンドルされている対
象コースにすばやくアクセスできます。
また、ホームデコレーションやギターの演
奏方法を学ぶコースなど、個人的な関心
事に沿った幅広いコースから選択できま
す。

MENTORMATCH™
2021年には、最初のメンターシッププログ
ラムであるMentorMatchを試験的に開始
しました。これは、集中的なキャリアと職
業上の能力開発、メンターとメンティーの
継続的な関係、目的を持った会話を促進
することを目的としています。
MentorMatchは、メンターとメンティーが
意図的に自分のブランド以外の人物とマッ
チングを行い、ネットワークを拡大
し、Match Group全体で関係を構築する
クロスブランドプログラムです。
2021年に138件のMentorMatchパートナ
ーシップが結成され、会議は少なくとも月
に1回開催されました。このプログラムは参
加者に支持され、2022年の夏に
MentorMatchの次のサイクルを開始しま
す。

学習のためのデジタルプラットフォームを
最大限に活用する
当社は、デジタルプラットフォームを通じ
て社員とのエンゲージメントとコミュニケ
ーションを改善し、つながりと学習をでき
るだけ容易にし、最終的には学習を民主
化することに重点を置いています。2021年
には、新しいイントラネットであるCentral
を導入しました。Match Group 
Corporate、Match、Match Media、+1 
Labs、Tinder、Hinge、OkCupidを含む米
国内のすべてのチームが利用できま
す。Centralは、従業員がMatch Groupと
当社のブランド、福利厚生、ここで働くこと
の意味についてより詳しく知るための共有
ハブを提供し、当社のプラットフォームと
従業員固有のイニシアチブに関する最新
のニュースや発表を全チームに提供してい
ます。2022年には、米国外のブランドやチ
ームにCentralへのアクセスを拡大する予
定です。 138

2021年に発足したMentorMatch
のパートナーシップ
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ジェンダー平等を
実現しよう

人や国の不平
等をなくそう

質の高い教育
をみんなに

私たちは、地域社会で働いており、そこ
で前向きな変化を生み出し、生活を豊
かにしています。個々のブランドが実践
する革新的なアイデアからMatch 
Group全体のイニシアチブまで、私たち
は有意義なつながりを通じてポジティ
ブな社会的影響を生み出すことに取り
組んでいます。

コミュニティとのつながりを
通じたインパクトの創出

コミュニティ 

内容
地域社会への投資 20
少数派に対するエンパワーメント 22
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地域社会への投資 

地域社会とのつながり
私たちはつながりを求めて生きています。最も有意義な
つながりを作ることが、人間の幸福の根幹です。だから
こそ、私たちは世界中のブランドの多様なコミュニティと
つながり、サポートすることに積極的に努力しています。

当社のビジョン
コミュニティ投資は、ありのままの自分を
表現する場所、本当の自分を愛してくれる
人との縁を結ぶ場所を人々が見つけられる
よう支援するという当社の目的と切り離す
ことができません。Match Groupの各ブラ
ンドに明らかな独自性がある一方で、一度
にひとつのつながりで、より良い社会に貢
献するという共通の目標で私たちはつな
がっています。

当社のアプローチ
企業として、私たちはコミュニティ活動を
統率することに取り組み、直接行動を通じ
てインパクトを生み出しています。Match 
Groupの全従業員に、手を挙げ、自分たち
にとって重要な問題を先導する権利を与え
ています。
2021年、Match Groupとそのブランドは、
従業員マッチングや特別なダブルマッチン
グの機会を含む慈善活動に300万ドルを
寄付しました。各ブランドも、約200万ドル
相当の広告インベントリーのプロボノを提
供しました。
さらに、過去1年間のリモートワーク環境
を考慮し、Match Groupは従業員に対し、
チームエンゲージメントを維持するための
仮想エクスペリエンスキットを提供し、同
時に購入キットごとに食事を寄付しまし
た。2022年3月現在、3,000食以上がフィ
ーディングアメリカのフードバンクのネット
ワークに寄付されています。
当社は、経済的不平等に立ち向かえるよ
う投資方針を変更し、低所得コミュニティ
が公正な金融商品・サービスを利用できる
ように、信用組合の活動を支援しました。
当社は、積極的な参加を奨励し、コミュニ
ティ支援に情熱を注ぐため、ボランティア
活動の有給休暇だけでなく、従業員に自
由を与えています。地元のプライドマーチ
から、ベストバディをサポートする全社規
模のバーチャルウォーク、ダラス・ホロコー
スト・アンド・ヒューマン・ライツ・ミュージ
アムでの同時対面やバーチャルイベント、
ダイバーシティとインクルージョンの促進
など、さまざまなイベントが開催されてい
ます。

技術教育の支援 
Match Groupは、女性をテクノロジーでサ
ポートし、テクノロジーにおける性格差を
埋めるべく前進するという目標に沿って、
いくつかの措置を講じてきました。当社
は、全米女性情報技術センター
（NCWIT）の長期的な企業パートナーと
なりました。NCWITは、コンピューティン
グにおける過小評価を是正することでイノ
ベーションの推進に重点を置いた、長期的
な変化をリードするネットワークです。当社
はまた、女性にとって働きやすい職場作り
を支援するため、世界的な非営利企業で
あるCatalystのサポーターとなり、CEOが
取締役会に参加しました。10～12年生の
女子60人を対象とした、2週間のインタラ
クティブで協力的なコーディング・ブートキ
ャンプ、Girls Who Code Summer 
Immersion Programを後援しました。毎
日のコースに加え、Match Groupの従業
員とエグゼクティブのエンゲージメントもい
くつかありました。例えば、Match Group
とPlenty of FishのCEOとの「Executive 
Chat」、Head of Safetyが率いる
「Internet Safety Introduction」
、Match Group Human Resourcesが率
いる「Brand Yourself – Resume and 
LinkedIn Workshop」などです。当社は、
インドとフランスのモザイクにある現地チ
ームと共にフェミニスト技術アプローチ
（FAT）をサポートするなど、このアプロー
チをグローバルに採用しました。

Match Groupフェローシップ
Match Groupフェローシップは、個人の生活や
キャリアを変えるために、少数派の学生に職業
的・学術的な学習機会を提供することを目指し
ています。毎年、Inroads、Code 2040
、Correlation Oneなどの主要なコミュニティパ
ートナーと協力して、少数派の学生にインターン
シップの機会を提供し、学生を調達していま
す。
2021年、北米の各Match Groupブランドには
多数の学生がいました。当初は10～12週間の
予定でしたが、インターンシップはさらに数か月
延長され、フルタイムオファーも数回延長され
ました。インターンはフルタイム勤務に対して競
争力のある賃金を支払われ、プログラムの完了
時に教育助成金を受け取りました。給付に
は、HeadSpace、401kの参加とマッチング、寄
付のマッチング、スワッグとスナックボックス、
テクノロジーの給付金、楽しいイベント、学習と
能力開発のプログラム、役員へのアクセスなど
を含む医療給付へのアクセスが含まれていまし
た。

2021年、フェローシップはフェローから100%
好ましいフィードバックを受けました。

仮想環境を維持する一方で、有
意義なつながりを築くことがで
きました。場合によっては、シニ
アリーダーシップとグローバル
に関わり合う機会がさらに増え
ました。

Match GroupのCEO、Shar 
DubeyとPlenty of FishのCEO
であるMalgosia Green
は、Match Groupがスポンサー
を務めるGirls Who Code 
Summer Immersion Program
の教室で講演しています。
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国内暴力に対するキャンペーン
Tinder、OkCupid、Plenty of Fishなどの
広告を配信するアプリ全体で、2021年に
キャンペーンを開始し、ユーザーは議会の
代表者に電話し、女性に対する暴力法の
再許可を提唱するよう促されました。
NNEDVによると、女性に対する暴力法の
再認可に関する法律には、新たな資金援
助、家庭内暴力の被害者に対する住宅保
護、以前に可決された銃器法の抜け穴の
閉鎖が含まれます。
「安全性」のセクションで言及されている
ように、私たちはNNEDVに50万ドルの企
業寄付を行い、従業員による組織へのマッ
チング寄付を行いました。
また、NO MORE Foundationとも提携し
て、チームを結成していま
す。Internationalは、米国全土で
GivingTuesdayキャンペーンを推進し、7つ
の異なる女性主導の草の根組織に25万ド
ルの慈善寄付を行いました。

中絶権に対する意思表示
2021年、OkCupidはPro-Choiceバッジを
導入しました。ユーザーはこのバッジをプ
ロフィールに追加して、中絶権の支持を示
すことができます。プロフィールにPro-
Choiceバッジを追加したすべての人に対し
て、OkCupidはPlanned Parenthoodに1
ドル（最大50,000ドル）を寄付します。
また、OkCupidは「Don’t Ban Equality」
運動に参加し、妊娠中絶を含む包括的な
生殖医療を従業員に確実に提供すること
に尽力しました。この動きは、人の健康、
独立性、職場での完全成功を阻害する方
針に異議を唱えるものです。

コミュニティ投資
続き

LGBTQIA+コミュニティの支援
HingeはThe Lesbian Bar Projectと提携
し、米国全土でレズビアンバーを祝福し、
サポートしました。1980年代後半には、全
国に推定200店のレズビアンバーがありま
したが、現在残っているのはわずか21店で
す。Hingeは、アプリのようなプレミアムで
あるRosesの米国での1日売上高から、レ
ズビアンバーに少なくとも50,000ドルを寄
付しました。また、LGBTQIA+の独身者が
アプリ上でバーでのデートに結びつくよう
に奨励しています。
また、Tinderの開発チームはHRC財団と
協力し、青少年アンバサダー・プログラムで
リスニングセッションを開催しました。この
プログラムは、LGBTQIA+の青少年の生活
を改善する財団の活動に従事する10代の
若者と若年成人で構成されています。

重要な問題にコミュニティを結びつける
Match Group全体で、多様な社会的大義
を推進し、重要問題に対する地域社会の
関与を促進できることを誇りに思っていま
す。これを全社レベルで、また個々のブラン
ドが主導するイニシアチブを通じて行いま
す。

世界中で新型コロナワクチン接種を促進
する
2021年、当社はホワイトハウスと提携
し、Tinder、Match、OkCupid、Hinge、 
Plenty of Fish、BLK、Chispaなどの米国
の大手ブランドで新型コロナのワクチン接
種を推進しました。このキャンペーンには、
ワクチンの接種場所に関する情報、プロフ
ィールに表示するシングルのワクチン接種
バッジ、ワクチン接種を受けたと回答したユ
ーザー向けの無料の「スーパーライク」やそ
の他のブーストタイプの機能が含まれていま
した。
BLKは、「Vax That Thang Up」という歌
を通じて、夏のヒット曲を生み出しまし
た。
Hingeは、米国外科医のVivek Murthy博
士とともに、パンデミック中に人々が予防
接種を受けることで安全に日々を過ごすた
めのヒントについて話し合い、共有しまし
た。
米国以外では、英国、アイルランド、フラン
ス、オーストリアの政府と提携し、予防接
種バッジ、プッシュ通知、アプリ内報酬な
どを含む同様の予防接種キャンペーンを
実施しました。Pairsは、日本の医療専門
家と提携し、病原体の拡散を制限しなが
ら、ゲスト同士がデート時により明確に話
を聞くことができるように、ユニークなレス
トランのパーティションを開発・配布しまし
た。
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DS4Aフェロープロファイル
Match Groupの従業員、Ilissa Hendricksは
2021年2月にCorrelation OneのDS4A/
Empowermentプログラムに参加し、コース
を修了しました。
IlissaはDS4Aトレーニングプログラム後に
Match Groupでの役割を変更でき、アソシエ
イトプロダクトマネージャーに昇進しました。
また、Match GroupのBlack Excellence@
Match（BE@M）ERGのリーダーでもありま
す。
Ilissaのキャリアアップは、Match Groupの
従業員だけでなく、より広範なコミュニティを
発展させ、その技能を発展させ、女性や少数
派グループを技術的役割やデータサイエンス
業界で増やすためのプログラムをもっと提供
したいという願いの好例です。私たちの最終
的な目標は、この次世代の少数派の専門家
に、データ主導のリーダーシップの役職に昇
進させる力を与えることです。

少数派に対するエンパワーメント

違いを生み出すため
に協力する
インクルージョンはMatch Groupの中核です。
当社は、Correlation Oneを含むいくつかの異な
る組織と提携し、少数派コミュニティの人々 の生
活とキャリアを支援し、それらを前向きに変革さ
せます。 

25人
Match Group 
奨学生

500時間
社員メンターによる合計ボランテ
ィア時間

すべての人のためのデータサイエンス
Match Groupは、Correlation OneのData 
Science For All (DS4A) / Empowermentの
初代スポンサーでした。これはデータサイエン
スにおいて女性や少数派のマイノリティの人々
を後押しし、より包括的なグローバルAIエコシ
ステムを促進するための革新的なプログラムで
す。
2021年、Match Groupは、Match Group寄付
奨学金として、DS4Aに無料で参加した4万人の
応募者から選ばれた25人の人生を変える機会
を創出しました。
彼らは14週間の実践的なデータ分析トレーニ
ングを修了し、専門家のメンターと提携しまし
た。当社は、合計約500時間のボランティア活
動を行った従業員メンターを派遣しまし
た。Match Groupはまた、DS4Aフェローとし
て参加した従業員の費用も負担しました。
その後、DS4Aの卒業生をインターンや正社員と
して採用しています。
1つのチームがMatch Group Impact Award
を受賞し、データサイエンスを通じて有意義で
測定可能な社会的価値をもたらしたプロジェ
クトが表彰されました。このプロジェクトは、食
料品店協同組合の人種平等への取り組み、つ
まり地元で購入し、黒人が購入することを支援
しました。

「Correlation One/DS4Aでの私の
経験は、キャリアを明確にし、人生
を変える経験でした。DS4Aは、（
組織内外で）適切なつながりを築
く上で役立ち、新しい技術スキル
を与えてくれたので、刺激的な新し
い機会や昇進につながりまし
た。DS4Aへの参加決定を支援し、
いつも共にいて援助を差し伸べて
くれたMatch Groupのチームに感
謝しています。」

ILISSA HENDRICKS アソシエイトプロダ
クトマネージャー、Match
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気候変動に具
体的な対策を

私たちは、環境に優しい方法で使命を遂行す
ることを決意しています。そのため、環境への
悪影響を最小限に抑えるだけでなく、プラス
の変化をもたらす方法を模索する旅に乗り出
しました。

環境に優しい方法で
つながりを築く

環境 

内容
気候変動 24
環境影響 26
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気候変動

気候変動への取り組み
Match Group全体でカーボンアセスメントを実施し、フッ
トプリントを測定しました。その理解を基に、カーボンニュ
ートラルに取り組むことにしました。

当社のビジョン
私たちは、自分たちが共有し、つながって
いる世界が、現在と未来の世代のために、
より持続可能なものとなるよう、自らの役
割を果たしたいと考えています。環境を大
切にしますが、それは単にグローバルな規
制要件を満たすだけのことではありませ
ん。ポジティブな変化をもたらす機会を模
索し、リスクを明確にして適切に管理でき
るようにします。 

当社のアプローチ
当社は、Match Group全体で環境影響を
低減するため、中心部から指導・促進され
る協力的なアプローチを採用しています。
当社は、事業全体にわたる気候への影響
に影響を与える活動を理解し、影響を測定

マネジメントの会話に取り込むことを目指
しています。
これに関連して、ブランド全体で積極的な
環境行動の変化に影響を与えるようにして
います。
例えば、Match Groupとそのブランドをグ
リーンにする方法に関するアイデアを多くの
社員が共有した「Going Green」コンテスト
を開催しました。想像力に富み、インパクト
のある種々の提案があり、当社のグローバ
ルオフィス全体で、採用すべき最善の方法
を検討しています。
2023年まで、当社の影響のバランスを取る
ために、検証済みのカーボンオフセットを
購入しました。この長期的なアプローチ
は、炭素市場への参加の足場固めをし、炭
素コストを具体的な方法で評価し、当社の
影響を明確にし、改善を追跡する上で役
立ちます。
そこで当社は止まりません。現在、科学に
立脚した目標イニシアチブ（SBTi）を通じ
て、意欲的な削減目標を達成する責任を
自分自身とバリューチェーンに課す、短期
とネットゼロの長期的（2050年）取り組み
を模索しています。このような取り組み
は、Match Groupのグローバルな脱炭素
化目標に貢献し、当社がビジネスの成長予
測とともにその影響を管理していることを
担保します。

気候リスク管理
当社の物理的なフットプリントは限られて
いるため、異常気象や洪水といった高度の
物理的リスクに曝されることはありませ
ん。デジタルビジネスとして、当社のカーボ
ンフットプリントは、多くの他部門の企業
に比べるとわずかです。
しかし、ある種のリスクに直面しています。
それは環境への取り組みの一環として特
定されたもので、現在対処しているもので
す。これには、当社のグローバルブランド
の多くに影響を与える気候と温室効果ガス
（GHG）の排出に関する規制要件の増
加、低炭素アプリとウェブベースのプラット
フォームを提供する新たな市場と技術要
求、サービスプロバイダーと雇用主の両方
としての当社の評判に影響を与える可能性
のある消費者の嗜好変化が含まれます。こ
のようなリスクは今日の当社のビジネスに
影響を与え、中長期的に引き続き影響が及
ぶと予想されます。そのため、環境戦略の
指針となる主要な推進要因として、Match 
Group全体で積極的にリスクを管理してい
ます。

して軽減し、ブランド間で最良規範を共有
して、ポジティブな影響を拡大することを
目指しています。
2021年にMatch Groupグローバル環境サ
ステナビリティ委員会を設立しました。企
業全体から人が集まり、環境慣行を共有し
て取り組み、具体的な行動を奨励し、全体
的な戦略の形成を支援します。委員会は、
貢献に関心のあるすべての人々に開放され
ており、現在、当社ブランド全体にわたっ
て100人以上で構成され、全員が協力して
変化を生み出しています。
当社は、Match Groupの文化に多様な方
法でサステナビリティを組み込むことに注
力しています。例えば、サステナビリティの
目標を職務明細書に盛り込むことを目指
し、サステナビリティのテーマをより多くの

「サステナビリティは、す
べての企業が重視すべき
基本原則です。子どもや
孫に引き渡す住みやすい
惑星がなければ、未来は
ありません。」
MATCH GROUPのSHAR DUBEY最
高経営責任者

100%
Match Groupは2021年にカーボ
ンニュートラルを達成
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持続可能性を高めるための
最良規範の共有

ブランドやオフィス全体で最良規範を
共有することで、Match Group全体で
サステナビリティを高めてきました。例
えば、2017年以降、ニューヨークの
OkCupidオフィスは1,241ポンドの食料
を寄付してきました。それを基に1,034
食の食事ができ、339,800ガロンの水
が節約され、大気から2,495ポンドの二
酸化炭素を流用しました。OkCupidは、
このベンダーを全国の他のMatch 
Groupオフィスと共有し、余った食品を
回収して使いこなしました。
別の例を挙げると、Tinderのグリーン
チームは、サステナビリティに従業員を
関与させ、ランチを主催し、堆肥やリサ
イクル、ビーチの清掃やクリーンエアデ
ーなどのコミュニティボランティア活動
の企画について学びました。これによ
り、他の場所でもグリーンエンゲージメ
ントが高まっています。
Match Groupの施設チームメンバー
は、テクノロジーを利用してオフィスの
サステナビリティを推進しており、この
アプローチをインテリジェント電力制御
を備えた電気自動車（EV）充電ステー
ションを設置するなどのイニシアチブ
で発揮しています。これにより、ピーク

気候変動
続き

使用時間中に電力網にかかる負荷の少な
い車両を充電できます。ロサンゼルスオフ
ィスでは、パワーフレックスと呼ばれる電
気自動車（EV）用のインテリジェント充電
システムを導入しています。これにより、電
気を引くタイミングと、各車に送った量に
優先順位を付けることができます。これ
は、人のニーズに基づいて、エネルギー効
率を極力高められます。これにより、他の
オフィスにEVステーションを追加すること
や、自動化を通じてオフィスの効率向上に
利用可能な他のソリューションを模索する
議論が活発化しています。これらの行動は

韓国のカーボンオフセット
カーボンニュートラルを実現するため、当
社はHyundai Steel Waste Energy 
Cogeneration Projectを通じ、廃ガスを
回収・リサイクルして発電するHyundai 
Green Power Corporationからのオフセ
ットに投資しました。韓国は、特に新たに
買収したHyperconnect事業の本拠地であ
り、米国以外では最大のオフィスであるた
め、カーボンオフセットを選択しました。

二酸化炭素削減の旅路
当社は、GHGプロトコルに従って最初の炭
素ベースラインを特定し、経時的なパフォー
マンスを評価するために、炭素排出のいく
つかの関連源を評価しました。当社の事
業の性質を考えると、不動産フットプリント
とクラウドストレージサービスが排出の大
半の原因となっています。当社所有の建物
は、地元の公益事業会社から供給される
100%グリーン電力で運営されており、賃貸
オフィススペースを高効率の
LEED（Leadership in Energy and 
Environmental Design）認定の建物に長
期的に移行したいと考えています。当社の
クラウドストレージプロバイダーはカーボン
フットプリントの一部であり、当社は、再生
可能エネルギー調達に対する公約の達成
状況を監視しています。
コロナ禍は当社のフットプリントに大きな
影響を与え、出張や従業員の通勤に関わ
る排出量が減りました。ハイブリッドやリ
モートワークの選択肢など、排出量を抑え
るため、ワークポリシーの一部を柔軟に拡
張する予定です。 

すべて、グローバル企業としての当社の
影響を低減する一因となり、最良規範
の共有は、成功を拡大するために、当
社のビジネスが相互に迅速に学ぶのに
役立ちます。

100%
所有施設のグリーン電力
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環境影響

Match Group全体の環境
への影響を改善する
当社は、Match Group全体でスコープ1とスコープ2の排出量
を削減することに注力しており、特にオフィスのエネルギー効
率を高め、エネルギーサプライヤーからなるべく多くの再生可
能エネルギーを購入しています。

エネルギー効率の改善
当社は、所有するすべてのオフィスに再生可
能エネルギー（風力・太陽光）を使用して
います。賃貸する建物やデータセンターで
は、可能な限り再生可能エネルギーを確保
できるよう、貸主と相談しています。
さらに、Match Group全体でオフィスのエ
ネルギー効率向上に注力しています。ダラ
スの本社は、パリのオフィスと同様に
LEED認定の建物にあり、LEED認定のプ
ラチナの建物でバンクーバーにおいて新し
いリース契約を締結しました。LEEDによ
り、不動産ポートフォリオ全体でエネルギ
ーと水の消費量を削減し、運用コストを削
減し、従業員に健康的な建物を提供でき
ます。

2021年のニューヨーク、パリ、ロサンゼルス
のオフィス新設では、環境に配慮しました。
当社は、可能な限り、オフィスの効率を自動
化するテクノロジーを最大限に活用してい
ます。例えば、照明システムのプログラミン
グ、インテリジェントセンサーを使用した空
間使用状況の把握、大気質のモニタリング
システムなど、スマートテクノロジーを導入
しています。さらに、当社のチームは、暖
房・換気・空調（HVAC）システムには、建
物内の人数を基に、利用を最適化するセン
サーを備え、当社の持続可能な慣行がハイ
ブリッドオフィス環境に適応できるように取
り組んでいます。

「私たちは、2021年のカーボンニュートラルの達成をはじめ、事業戦
略を補完しながら、地球に与えたいポジティブな影響を反映する環
境戦略を策定しています。より持続可能な未来へと導き、近い将
来、より測定可能で期限付きの炭素戦略を進化させられることを誇
りに思っています。」
JOANNA RICE企業社会責任担当副社長

炭素削減の道を行く
当社のMeeticブランドは、環境問題が
ビジネスプロセス全体に確実に一体化
されるように、ISO 14001認証を取得し
ました。ISO 14001は、有力な環境マネ
ジメントシステム（Environmental 
Management System、EMS）規格とし
て世界に認められている、環境マネジメ
ントの慣例をまとめるための系統的枠
組みです。Meeticが常に環境に注力す
る助けとなります。Meeticは、パリ協定
の目標である二酸化炭素排出量削減に
従うことに誓約し、二酸化炭素排出量を
毎年10%削減しています。社内評価を用
いて、Meeticは2019年以降、この10%
の年間減少を達成しており、今後数年間

この取り組みを維持できると考えていま
す。
Match Groupのグローバル環境サステ
ナビリティ委員会の会議中、Meetic
は、従業員に対する環境に優しい最良
規範と期待事項、ITリサイクルへのアプ
ローチ、その他のイニシアチブについて
教えるオンボーディング文書を共有し
ました。Meeticはまた、アプリにエネ
ルギー効率の向上を構築し、エコをテ
ーマにしたハッカソンを開催していま
す。

TCFD
2021年に当社は、気候関連の財務情報開
示に関する金融安定理事会タスクフォース
（TCFD）が定めた枠組みに沿って、環境
への影響、気候変動がもたらすリスクと機
会の評価を開始しました。気候リスク管理
と指標能力を開発する中で、旅の始まりに
来ており、多くの仕事が待ち受けているこ
とを認識しています。この概要は、別の
TCFD概要表と共に、最初のTCFD開示を
形成します。
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Match Groupでは、人と人の有意義な
つながりを築きながら、コーポレートガ
バナンス、データセキュリティ、データ
プライバシーの最良規範に取り組んで
います。このような慣行は、関係者やユ
ーザーとの信頼関係の構築に役立ちま
す。

インテグリティと信頼
性文化の醸成

ガバナンス 

内容
コーポレートガバナンス 28
データセキュリティとデータプライバ
シー

30
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コーポレートガバナンス

優れたコーポレートガバナ
ンスを実践する
当社は目標を達成し、リスクを管理し、コンプライアンスを促
進するために、ガバナンスの実践がいかに重要であるかを理
解しています。効果的なコーポレートガバナンスは、関係者と
の関与、ポジティブなインパクトを強化するサステナビリティの
高いビジネスに向けた継続的取り組みの土台ともなります。

当社のビジョン
人々の重要な縁結びのサポートをすると
同時に、全関係者に役立つよう、最善を尽
くすことを目指しています。優れたガバナ
ンス慣行を通じて、自社やその他の関係
者の見解に応え、インテグリティという企
業文化を支持します。このガバナンスを先
導するのは、状況に応じたリーダーシップ
と倫理的な意思決定を発揮する、多様性
を備えた取締役会です。

当社のアプローチ
当社は、NASDAQ証券取引所上場企業の
全要件その他すべての地域や国の適用規
則に従う健全なコーポレートガバナンスを
導入しています。このガバナンスを先導して
いるのは、継続的改善を後押しする構造、
プロセス、ポリシーを策定している取締役
会およびエグゼクティブチームです。
一流テクノロジー企業として、Match 
Groupは、テクノロジーセクターのガバナン
ス基準を定義することにおいて、重要な役
割を担っています。倫理的な行動、インサ
イダー取引、詐欺行為を網羅する当社のビ
ジネス行動規範と倫理規定は、世界中の
すべての社員に適用され、全員が遵守を
期待されています。
当社の取締役会は、合計11人中8人が独立
取締役であり、独立性要件を上回っていま
す。また、女性メンバーが45%を占めるな
ど、多様性を備えたグループでもありま
す。監査委員会、指名・コーポレートガバナ
ンス委員会、報酬委員会、人事委員会は、
それぞれ独立した取締役のみで構成され
ています。独立取締役は最低年2回、管理
職や非独立取締役が参加しない定期エグ
ゼクティブ会議に出席します。

指名・コーポレートガバナンス委員会
上場企業としてのガバナンス強化に重点を置いた結果、2021年9月には指名委員
会の権限を拡大し、指名・コーポレートガバナンス委員会を設置しました。同時に、
当社は新しい委員会憲章を採用しました。当社のインベスターリレーションズウェブ
サイトで入手可能です。
取締役の指名責任に加え、委員会の範囲には環境・社会・ガバナンス（ESG）問題
の監督が含まれるようになりました。そのため、Match Group全体でガバナンスの
最良規範の実施を監督する責任があります。また、委員会は、適切な技能や多様
性を確保するため、取締役会と委員会の構成を定期的に見直します。
当社は、ナスダック上場企業として、そのような評価を実施する必要がないにもか
かわらず、取締役会とその委員会の評価を監視するという委員会の憲章上の責任
を追加しました。当社はこれを最良規範とみなし、2022年第1四半期に最初の評
価を実施しました。今後、年次評価を実施していく予定です。
委員会の憲章とMatch Groupの優れたガバナンスに対する当社の取り組みに沿っ
て、当社は2021年9月に一連のコーポレートガバナンスガイドラインを策定し、実
施しました。これらのガイドラインは、独立した取締役会議長の維持など、優れた
ガバナンスに関する重要な原則と慣行を正式に定めています。ガイドラインは、イ
ンベスターリレーションズウェブサイトでご覧いただけます。

詳細はこちら：
ガイドラインと委員会憲章 

45%
女性取締役の比率

11人中8人
取締役会の独立メンバーの人数
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気候戦略
「環境」のセクションで概説したように、
当社は2021年に、グループ全体の気候関連
リスクの評価およびその対処方法を含む、
全社的な正式な環境戦略を策定しまし
た。Match Groupの環境戦略に関する最
新情報が取締役会に定期的に提供されま
す。

株式所有ガイドライン
上場企業の最良規範に従い、当社は、最
高経営責任者、最高執行責任者および最
高財務責任者、最高業務および法務責任
者、最高会計責任者を含む、当社の非従
業員取締役および指名された執行役員の
それぞれに対して、最低限の株式所有要
件を導入しました。最低株式保有要件は、
当社のインベスターリレーションズウェブサ
イトで入手可能な委任状に開示されていま
す。

リスク管理
当社は、全社的レベルでリスクをレビュー
しています。すべてのブランドと地域にわた
る年次総合リスク評価は、その一例です。
こうした評価の結果のレビューを、エグゼ
クティブレベルおよび取締役会レベルで
定期的に行っています。エグゼクティブレ
ベルおよび取締役会レベルで、インパクト
関連リスクを盛り込み、サステナビリティに
対する配慮のガバナンスを強化することが
目的です。

パブリックアドボカシー
当社は誇り高い技術のパイオニアであり、
インターネットの安全性を高めるため、世
界中の立法当局や規制当局に革新と緊密
な協力を継続的に行っています。また、超
党派の児童保護法などの国内法の制定を
支援して、性犯罪者登録簿に提供する情
報の拡大、不正ユーザー特定の簡易化とプ
ラットフォームからの排除を行ってきまし
た。当社の最優先目標は、ユーザーの安
全性と保護を担保することです。

コーポレートガバナンス
続き

租税
グローバル企業として、当社は、適用され
る現地と国内の税務要件を満たしていま
す。全体として、当社は、自社の業務と拠
点に基づく適切な税を負担しようと務めて
います。また、そうした税が、公共団体によ
る地域コミュニティ投資の重要な要素であ
ることを認識しています。

政治献金
Match Groupは、米国において連邦政治
献金を行いません。

倫理および内部告発
当社従業員は、最高水準の行動基準を支
持する共通の責任を共有しています。ビジ
ネス行動・倫理規範、ハラスメントポリシ
ー、証券取引ポリシーをはじめとする当社
基本方針の遵守を年1回証明することが、
全従業員に義務づけられています。従業員
は、Workdayの人事情報システムから当社
のポリシーや手順マニュアルの全文にアク
セスできます。

報告ホットライン
不正行為や詐称などの問題に従業員が懸
念を抱く場合、24時間365日対応のホット
ラインとウェブベースの報告サービスを使
用して、内密に問題を報告できます。
2021年11月から、当社の独立報告ホットラ
インはEthicsPointによって管理され、旧シ
ステムに代わりました。EthicsPointは包
括的で内密の報告ツールで、24時間365日
利用できます。従業員は、（別のプロセス
で対処される）監査や財務上の問題に関
連する問題を除き、当社の記載されたビジ
ネス行動・倫理規範、ハラスメント方針、ま
たはその他の業務関連の懸念に対する違
反を内密に報告できます。
報告書は電話またはオンラインで提出でき
ます。ホットラインとウェブサイトは全従業
員に電子メールで送信され、Match 
GroupイントラネットのCentralから簡単に
アクセスできます。

ハラスメント防止
米国の従業員は全員、ハラスメント防止に
関する年次トレーニングを修了する必要が
あります。

事業継続性
当社には強力なグローバルビジネスがあ
り、迅速に適応できるチームがあります。
当社は、当社のセキュリティシステムを統
合して、すべてのブランドで一貫したアプロ
ーチを形成するために、あらゆるシナリオ
で当社のビジネスを堅固に継続できるよう
に、協調的な努力をしてきました。例えば、
新型コロナのパンデミックに対応して、災
害復旧と緊急時の行動計画において、デ
ータセキュリティと物理的セキュリティを統
合しました。
さらに、人々が安全で安心できるよう、当
社では、オフィス内で全従業員の新型コロ
ナ検査を定期的に実施しています。 2022
年1月には、従業員の家族やオンサイトベ
ンダーも参加するようにテストプログラムを
拡大しました。
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当社のビジョン
出会いを、心ときめく個人的な体験にする
には、ユーザーのプライバシーを守ること
が重要です。当社が各ユーザーの身元を
確認していることがわかれば、会員は、当
社プラットフォームが創出するすばらしい
世界を安心して利用できます。

当社のアプローチ
当社は、データセキュリティとデータプライ
バシーに関して全社的な高い基準を定め、
そのような重要領域の継続的な改善を目
指しています。

データセキュリティとデータプライバシー

強力なデータセキュリティ
とデータプライバシー基準
の導入
Match Groupは、全てのユーザーが、インターネット上でプラ
イバシーが守られていると確信するべきだと考えます。

データセキュリティ
データセキュリティチームが提示する重大
なリスクは、あらゆるテクノロジー企業に
及ぶものです。Match Groupも例外ではあ
りません。私たちは、全社的なアプローチ
を採用して、データの安全を確保し、不正
アクセスや不正開示が起きないようにして
います。また、データセキュリティをリスク
モニタリングやリスク手順に組み入れてい
ます。また、Match Groupの全ブランドに
ついて、セキュリティ能力と成熟度を評価・
報告できるように、米国国立標準技術研
究所（NIST）の枠組みを導入しています。

2021年には、データセキュリティの慣行を
種々の方法で改善しました。Tinderは
2021年2月に情報セキュリティ管理システム
（ISMS）のISO 27001認証を取得しまし
た。この認証は、情報セキュリティの実践
を改善し、セキュリティリスクを軽減するた
めの信頼できる枠組みを提供し、Match 
Groupが情報の保護に向けて積極的なア
プローチを取っていることをお客様に示し
ています。Match and Match Affinity 
Premium（OurTimeおよび
BlackPeopleMeet）も、2022年第1四半
期にISO 27001認証を取得しました。当社
は、コンプライアンス基準を他のMatch 
Groupブランドにも拡大していきたいと考
えています。
当社は、すべてのブランドでデータセキュリ
ティ慣行を標準化することを目指していま
す。これにより、最良規範を共有し、技術
基準を底上げできます。例えば、2021年に
Hyperconnectの買収後のオンボーディン
グの一環として、データセキュリティを審査
して、Match Groupの基準に合致している
ことを確認しました。調査結果に基づい
て、Hyperconnect でMatch Groupの最
良規範の概要を幾つか説明し、反映させ
ることができました。
さらに、すべてのデータ侵害検知慣行は、
全ブランドで標準化され、イベント管理ツ
ールに組み込まれています。また、不正ア
クセスを検知し、警告する方法を継続的に
模索しています。

当社は、外部のセキュリティスキャンと監
査に多層的なアプローチを採用していま
す。これには、バグ報奨金制度や、第三者
の侵入テストによる定期的な外部セキュリ
ティ監査の実施、システム全体の潜在的な
脆弱性の特定や排除が含まれます。これ
は、社内の脆弱性管理プログラムの視点か
らも分析されます。
Match Groupの各企業の全従業員は、新
規採用時と入社手続き中にデータセキュリ
ティ意識向上研修を受けます。また、全ブ
ランドは、データセキュリティ意識向上研
修の年次再認定も与えています。

データプライバシー
当社は、ブランドの場所やユーザーの居住
地を問わず、世界中の当社の全ブランド
で、強固なデータプライバシー基準を満た
しています。当社が収集するのは、必要か
つ妥当なデータのみです。そのデータの処
理方法は透明化され、セキュリティや機密
性に対する確固たる誓約をベンダーから
得ています。また、不要になったデータは
削除しています。
データプライバシーは別機能として維持さ
れ、データの処理方法は適用法に従って
行われ、当社の高い基準を満たすようにし
ています。プライバシーチームとデータセキ
ュリティチームは、各ブランドのアプリをサ
ポートするために、合同センター・オブ・エ
クセレンスの役目を果たしています。

当社は、現在の法的要件に焦点を合わせ
るのではなく、データプライバシーに積極
的なアプローチを取り、データガバナンス
の最良規範を検討します。これにより、最
高水準の基準を設定・実施し、継続的に
改善に努めるという当社の取り組みが強化
されます。
現在と将来の要因に目を向け、当社のプラ
イバシーポリシーと慣行を将来にわたって
維持しながら、現在の要件や課題に沿うよ
うに、適切なバランスを取ることを目指し
ています。例えば、当社ブランドの1つがア
プリで新機能を開発した場合、当社は当
社のポリシーや慣行を更新する必要があ
るかどうかを評価します。
これは、Match Groupブランドが新機能
やサービスを開発する際に、プライバシー
が最初から有効かつ強化されるように、プ
ライバシーバイデザインに重点を置いてい
ます。

ISO 27001認証
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報告アプローチ
当社の持分が少数の場合は、当該企業の
業績は本レポートに含まれません。
別途注記がある場合を除いて、本レポート
に収録されている業績データは2021暦年
に基づくものです。必要に応じて十分な理
解を得るために、2022年3月以降の主要な
業績要素を用いて業績を補完しました。
すべての業績データは、通常の統制・コン
プライアンス手順に従って社内で測定、収
集、報告されたものです。当社の目標は、
正確、完全、包括的であることです。財務
業績以外のデータは、外部の監査または
レビューを受けていません。

このレポート

の詳細を読む
第1号となる本インパクトレポートには、2021年12月31日
時点で直接運営管理が行われているMatch Group, Inc.
の完全所有子会社、過半数所有子会社すべてが含まれ
ています。 ガバナンス 

行動規範
年次レポート
株主招集通知
現代奴隷に関するステートメント
不正／腐敗防止ポリシー
英国課税方針
ガイドラインと委員会憲章

プライバシー
プライバシー原則
ユーザープライバシーセンター

人材
キャリアセンター

その他の情報

安全性
ユーザーセーフティセンター
安全に関する枠組み
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https://ir.mtch.com/corporate-governance/msa-statement/default.aspx
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国連のSDGs

Match Groupは持続可能な
開発目標をサポートします
当社は、Match Group全体の事業活動と主要な優先分野をこれ
ら重要目標と整合させる機会を検討します。

国連の持続可能な開発目標（SDGs）は、
すべての人にとってより良く、より持続可能
な未来を実現するための、協力的でグロー
バルな取り組みです。SDGsは、17のグロ
ーバル目標と189の目標によって示され、
貧困、不平等、気候変動、環境悪化、平
和、正義の課題に取り組んでいます。
ビジネス戦略、プラットフォーム、サービス
を通じて、最大の影響力とインパクトを持
つ主要分野を特定しました。そのため、17
のSDGsのうち6つに直接的でポジティブ
な貢献をしています。同時に当社は、すべ
てのSDGsに沿って責任を持って業務を管
理し、コミュニティを支援することに専心し
ています。

当社は、次の6つのSDGSに直接貢献しま
す。
目標3：すべての人に健康と福祉を
すべての年齢層に健康な生活を保証し、
健康を促進します。
目標4：質の高い教育をみんなに
すべての人に包括的で公平な質の高い教
育と機会を確保します。
目標5：ジェンダー平等を実現しよう
男女平等を達成し、すべての女性と女の子
に力を与えます。
目標10：人や国の不平等をなくそう
国内や国家間の不平等を削減します。
目標13：気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響と闘うために緊急の
措置を講じます。
目標16：平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のために、平和でインクル
ーシブな社会を推進します。

貧困をなくそう

飢餓をゼロに

質の高い教育
をみんなに

すべての人に健
康と福祉を

ジェンダー平等を
実現しよう

安全な水とトイレ
を世界中に

エネルギーをみんな
に そしてクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革新
の基盤をつくろう

人や国の不平
等をなくそう

住み続けられる
まちづくりを

つくる責任 
つかう責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

目標のための
パートナーシップ
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主要業績表

当社の業績
進捗状況の測定に、これらの主要業績指標を使用しています。

指標 単位 2021年

財務 収益 米ドル 30億
調整後営業利益 米ドル 11億
平均合計支払者 支払者 1550万人

安全性 トラスト＆セーフティへの投資 米ドル 1億2500万以上
信頼と安全に関わる従業員 数 450人以上

人材 従業員エンゲージメント（好感度） 割合 70%
職場の性別多様性 割合 女性41%
経営陣の性別多様性 割合 女性43%
テックチームの性別多様性 割合 女性25%
職場の民族多様性（米国） 割合 非白人42%
経営陣の民族多様性（米国） 割合 非白人29%
テックチームの民族多様性（米国） 割合 非白人47%

ガバナンス 取締役会の性別多様性 割合 女性45%
取締役会の独立メンバー 数 11人中8人

コミュニティ 従業員と雇用者の寄付金と広告スペース 米ドル 520万 

環境 使用電力供給網 割合 100%
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このレポートには、「技術・通
信」業界に対してサステナビリ
ティ会計基準審議会
(Sustainability Accounting 
Standards Board、SASB）の
枠組みによって定められている
すべての開示が収録されていま
す。
当社の開示は、同基準の2018年10月版に
基づいています。別途注記がある場合を除
いて、掲載されているのは2021暦年の情
報です。
SASBの枠組みは、今後も進化し続けると
見込んでいます。注記がある場合、SASB
基準適用ガイダンスのセクション2.2に従
って、情報が重要と見なされない範囲で、
一定の情報はこの付録に収録されませ
ん。また、部外秘あるいは機密であり、関
連するSASB指標と完全に相関性がある
方法で現在収集されていません。

SASBレポート 

当社のアプローチ
SASBコード 活動指標 2021年の回答 報告ステータス

TC-IM-000.A 企業が定義したユーザーアクテ
ィビティの測定方法

インパクトレポート4ページに記載のとおり、平均支払者は1,550万人です。

TC-IM-000.B (1) データ処理能力
(2) 外注率

部外秘・機密のため割愛。

TC-IM-000.C (1) データストレージ量
(2) 外部委託比率

部外秘・機密のため割愛。

SASBコード 会計指標 2021年の回答 報告ステータス

ハードウェアインフラストラクチャの環境フットプリント
TC-IM-130a.1 (1) 総エネルギー消費量

(2) グリッド電力の割合
(3) 再生エネルギーの割合

(1）13,589ギガジュール
(2）100% 
(3) 0%再生可能

TC-IM-130a.2 (1) 総取水量
(2) 総使用水量、ベースライン

水ストレスが高い／極めて
高い地域の割合

現在のWRI Aqueduct Water Risk Atlasによると、2021年に稼働している36施設の
うち11施設は、ベースラインの水ストレスが高いか極めて高い地域に位置しており、こ
れは当社施設の31%に相当します。当社の施設はすべてオフィススペース（リース契約
>90%）で、稼働中のデータセンターは3か所のみであるため、現在は水の消費量を追
跡していません。

TC-IM-130a.3 データセンターニーズの戦略計
画に環境的配慮を組み入れるこ
とに関する議論

今後数年にわたって、この点を盛り込んだ環境戦略を策定していきます。たとえば、当
社ブランドのMeeticは、主要な環境管理システム（EMS）規格として国際的に認めら
れているISO 14001認証を取得しています。

報告ステータス：
 完全報告

 部分報告

 未報告
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SASBレポート
続き

報告ステータス：
 完全報告

 部分報告

 未報告

SASBコード 会計指標 2021年の回答 報告ステータス

データプライバシー、広告基準、表現の自由
TC-IM-220a.1 行動広告およびユーザープライバシーに関連するポリシーと

慣行の説明 
当社のプライバシー原則については、インパクトレポート7ページの「安全性」セクションと30ページの
「ガバナンス」セクションに記載しています。全文は当社ウェブサイトの「トラスト＆セーフティ」センタ
ーに掲載しています。ここには、ユーザープライバシーに関連する当社のポリシーおよび慣行のすべて
の解説が収録されています。

TC-IM-220a.2 情報が二次利用されたユーザーの数 広告に由来する収益は3%未満のため、重要でないものとして割愛。

TC-IM-220a.3 ユーザープライバシー関連訴訟手続きによる金銭的損害合
計額

2021年に支払った規制上の罰金はありません。

TC-IM-220a.4 (1)  法執行機関のユーザー情報要請件数
(2)  情報を要請されたユーザー数
(3) 開示比率

データ収集とこの指標に完全な相関性がないため割愛。
(1) (2) (3) インパクトレポートにあるように、当社は、このデータを含む2022年米国向け透明性レポー
トを発表する予定です。

TC-IM-220a.5 政府が義務付けたモニタリング、ブロック、コンテンツフィル
タリングまたは検閲の対象になっている主力製品／サービ
スのリスト

オンラインデートサービスの趣旨に鑑みて、特定の当社サービス／機能は、ある国々ではブロックされ
ています。
場合によっては、米国制裁法を遵守するために当社のサービスに制限を設けています。

TC-IM-220a.6 (1)  政府のコンテンツ削除要請件数
(2) 要請遵守比率

データ収集とこの指標に完全な相関性がないため割愛。
(1) (2)インパクトレポートにあるように、当社は、このデータを含む2022年米国向け透明性レポートを
発表する予定です。
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SASBレポート
続き

報告ステータス：
 完全報告

 部分報告

 未報告

SASBコード 会計指標 2021年の回答 報告ステータス

データセキュリティ
TC-IM-230a.1 (1) データ侵害件数

(2) 個人を特定できる情報（PII）が関与する割合
(3) 影響を受けるユーザー数

(1) データ漏洩なし
(2) 該当なし
(3) 該当なし

TC-IM-230a.2 データセキュリティリスクを特定して対処するアプローチに関
する説明（サードパーティのサイバーセキュリティ基準の使用を
含む）

データセキュリティリスクを特定して対処するアプローチは、インパクトレポートの「安全性」セクション
（7ページ）と「ガバナンス」セクション（27ページ）で概説しています。
また、大まかなサイバーセキュリティリスクについての討議、NISTサイバーセキュリティ基準に基づくブ
ランド単位の年次セキュリティスコアカードの作成、リスク（サードパーティベンダー関連リスクを含む）
を特定して評価するために企業やブランドのリーダーと現在行っている定期的なコミュニケーションの
維持のために、当社は、ビジネス関係者とともに年次リスク評価を行っています。Tinderは2021年2月
にISO/IEC 27001:2013に基づく情報セキュリティ管理システム（ISMS）の認証を取得し、Match and 
Match Affinity Premium（OurTimeおよびBlackPeopleMeet）は2022年に認証を取得しました。
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報告ステータス：
 完全報告

 部分報告

 未報告

SASBレポート
続き

SASBコード 会計指標 2021年の回答 報告ステータス

従業員採用、インクルージョン、業績
TC-IM-330a.1 外国人従業員比率 2021年12月31日現在で、米国従業員の10%が外国人でした。
TC-IM-330a.2 従業員エンゲージメント比率 2021年9月の従業員エンゲージメントにおける好感度スコアは70%でした。
TC-IM-330a.3 性別および人種／民族グループの代表の比率：

(1) 管理
(2) 技術スタッフ1

(3) その他全従業員1

Match Groupにおける性別の多様性（全世界）2

(1) 女性43%/男性56%/0%無回答
(2) 女性25%/男性75%/0%無回答
(3) 女性55%/男性44%/1%無回答

Match Groupにおける民族多様性（米国のみ）2

(1) 非白人29%/白人61%/その他10%
(2) 非白人47%/白人41%/その他12%/非白人
(3) 非白人42%/白人48%/その他10%

知的財産保護および競争行為
TC-IM-520a.1 反競争的行為規制関連訴訟手続きによる金銭的損害合計

額
反競争的行為規制関連訴訟手続きによる金銭的損害合計額は、2021年にありませんでした。

 

1. 「技術スタッフ」、「その他全社員」に「管理職」は含まれません。
2. 四捨五入により合計が100%にならない場合があります。
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TCFDレポート

当社のアプロー
チ
2021年に当社は、気候関連の財務情報
開示に関する金融安定理事会タスクフ
ォース（TCFD）が定めた枠組みに沿っ
て、環境への影響、気候変動がもたらす
リスクと機会の評価を開始しました。

トピック ページ参照 開示

ガバナンス 「ガバナンス」セクション：
指名・コーポレートガバナ
ンス委員会
（28ページ）
「ガバナンス」セクション：
気候戦略
（29ページ）

当社の指名・コーポレートガバナンス委員会の適用範囲には、ESG案件の監督が含まれます。
当社は2021年に、ポートフォリオ全体の気候関連リスクの評価およびその対処方法を含む、全社的な正式な環境戦
略を策定しました。当社の環境戦略に関する最新情報が取締役会に定期的に提供されます。

戦略 「環境」セクション：
当社のアプローチ
（24ページ）
「環境」セクション：
二酸化炭素削減の旅路
(25ページ)

Match Group全体でカーボンアセスメントを実施し、フットプリントを明確にしました。この理解を武器に、当社は少
なくとも2023年まで企業としてカーボンニュートラルに取り組むことに決め、検証済みカーボンオフセットを購入して、
当社のインパクトバランスを取り、カーボン市場への地歩を固め、カーボンの財務コストを具体的な方法で評価しま
す。
現在、科学に立脚した目標イニシアチブ（SBTi）を通じて、意欲的な削減目標を達成する責任を自分自身とバリューチ
ェーンに課す、短期とネットゼロの長期的（2050年）取り組みを模索しています。このような取り組みは、Match Group
のグローバルな脱炭素化目標に貢献し、当社がビジネスの成長予測とともにその影響を管理していることを担保しま
す。

リスク管理 「ガバナンス」セクション：
リスク管理
（29ページ）

当社の指名・コーポレートガバナンス委員会の適用範囲には、環境・社会・ガバナンス（ESG）案件の監督が含まれま
す。
Match Groupにとって主要な気候リスクには、当社のグローバルブランドの多くに影響を与える気候と温室効果ガス
（GHG）の排出に関する規制要件の増加、低炭素アプリとウェブベースのプラットフォームを提供する新たな市場と技
術要求、サービスプロバイダーと雇用主の両方としての当社の評判に影響を与える可能性のある消費者の嗜好変化が含
まれます。

指標と目標 「環境」セクション：

二酸化炭素削減の旅路
(25ページ)

スコープ1：CO2e 77メートルトン。
スコープ2：CO2e 0メートルトン（全所有施設は、地域の公益事業会社とのグリーン電力購入契約の一環として100%
再生可能エネルギーで運営されています）。
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アワード

当社の取り組みに対する評価

Match Groupと当社ブランド
全体で、数々の賞を受賞しま
した。

Human Rights Campaign：「Best Places to 
Work for LGBTQ+ Equality」（LGBTQ+に対
して公平な最高の職場）
MATCH GROUP

2021 Built In Best Paying Companies（最も
報酬の良い企業）
TINDER

フォーチュン1000：Best Places to Work（最
も働きがいのある職場）
MATCH GROUP

2021年Built In Companies with the Best 
Benefits（最も福利厚生の充実している企業）
TINDER

2021年Built In Best Places to Work（最も働
きがいのある職場）
TINDER

2021年Built In Best Midsize Companies to 
Work For（最も働きがいのある中規模企業）
TINDER

Digiday Worklife Award「Most Committed 
to Work Life Balance（ワークライフバランス
に最も献身的に取り組んでいる企業）」
HINGE

BC’s Best Places to Work（BCで最も働きが
いのある職場）
PLENTY OF FISH
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1995年私募証券訴訟改革法に基づくセー
フハーバー声明
このインパクトレポートには、1995年私的
証券訴訟改革法の意義の範囲内で将来予
想に関する記述が収録されている場合が
あります。史実ではないすべての記述は「
将来予想に関する記述」です。特に「～が
期待される（anticipates）」、「～と見込ま
れる（estimates）」、「～が期待される
（expects）」、「～を計画している
（plans）」、「～と考えている（believes）
」などの言葉の使用は、一般に「将来予想
に関する記述」を特定するものです。これ
らの将来予想に関する記述には、特
に、Match Groupの将来の財務業
績、Match Groupのビジネス展望および
戦略、予測傾向、および類似の問題に関連
する記述を含みます。また、これらの将来
予想に関する記述は、将来の出来事に関し
て管理職がこれを記述している時点で抱
いている期待事項と予測に基づき、予測が
困難な状況で不確実性、リスク、変更を本
質的に被るものです。特に、競争、収益性
の高いサービスにおいてユーザー料金を
維持する当社の能力、費用対効果の高い
マーケティングや関連する取り組みによっ
てユーザーを引きつける当社の能力、外貨
両替レートの変動、サードパーティおよび
相殺に関わる手数料によってサービスを提
供する当社の能力、当社（およびサードパ

将来予想に関する記述

免責事項
ーティ）のシステムおよびインフラストラク
チャの完全性および拡張性ならびに適時
に費用対効果の高い方法で当社のシステ
ムおよびインフラストラクチャを変化に適
応させる当社の能力、当社のシステムをサ
イバー攻撃から守りかつ個人情報および
機密のユーザー情報を保護する当社の能
力、当社の一部の海外業務・買収に関連
するリスク、分離後のIACとの関係に関連
するある種のリスク、新型コロナウイルス感
染症流行の影響、IACからMatch Group
が分離したことに伴うリスク（特に分離に
関連する不確実性を含む）、分離により期
待される利益、当取引から生じる訴訟また
は当取引に関連して生じる訴訟、当取引の
課税措置、当該の分離がMatch Groupの
事業に及ぼす影響、Hyperconnectの買収
に関連する不確実性（特に関連する不確
実性など）、当取引から生じる訴訟または
当取引に関連して生じる訴訟、当取引が
Match Groupの事業に及ぼす影響などの
さまざまな理由から、実際の結果は、将来
予想に関する記述に記載されているものと
大きく異なる可能性があります。これらの
一部およびその他のリスクや不確実性
は、Match Groupによる申請に際して証
券取引委員会と討議されます。Match 
Groupのビジネス、財務状況、経営成績に
悪影響を及ぼす可能性もあるその他の未
知の要因または予測不可能な要因が随時

発生する可能性があります。こうしたリスク
および不確実性を踏まえると、将来予想に
関する記述が正確であるということにはな
りません。したがって、本記述の日付時点
でのMatch Group管理職の見解を反映し
ているに過ぎないこの将来予想を、過度に
信頼すべきではありません。Match Group
は、将来予想に関する記述を更新すること
を引き受けません。

NON-GAAP財務指標 
本インパクトレポートには、Non-GAAP財
務指標である調整後営業利益を含めてい
ます。調整後営業利益は営業利益の代わ
りとなるものや優越するものではな
く、U.S. GAAP（米国会計基準）に従って
作成された財務業績の指標です。調整後
営業利益と営業利益の調整については、
右の表を参照してください。

商標
MATCH GROUP、MGロゴ、MG Blue-
Gradient Thread、Tinder、Match、 
SwipeはMatch Group, LLCの商標で
す。Hinge、OkCupid、 PlentyOfFish、 
Chispa、BLK、Stir、Upward、

Ourtime、Twoo、Ablo、Meetic、 
Pairs、Eureka、Hawaya、Hakuna、 
Azar、およびその他のすべての商標
は、 それぞれの所有者の商標および
登録商標です。

2021年12月31日期 （千単位）

Match Group, Inc.株主に帰属する純利益 277,723ドル
非支配持分に帰属する純損失 （1,169ドル）
廃止事業による収入（税引後） （509ドル）
所得税給付 （19,897ドル）
その他の費用、純額 465,038ドル
支払利息 130,493ドル
営業利益 851,679ドル 
株式報酬費用 146,816ドル
減価償却 41,402ドル
無形資産減価償却 28,559ドル
調整後営業利益 1,068,456ドル
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2022年度インパクトレポート

インベスターリレーションズへのお問い合わせ
ir@match.com

コーポレートコミュニケーション
matchgroupPR@match.com

www.mtch.com

mailto:ir%40match.com?subject=
http://www.mtch.com
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