
有意義なつなが
りを創造する
2021年度インパクトレポート



「 誰しもが、安心し、自信に
満ち、また本来の自分と
して大 切にされることを
望 むものです。Match 
Groupは、人々が人生を
充実させる有意義なつな
がりを実現します。」

この1年の 社 員、パートナー、ユーザーの皆 様のお
力添えに感謝いたします。私たちの心身の健康にと
って人との交流が大切であることを、パンデミック
が痛感させてくれました。私たちの結び付きを支え
たのは、当社が提供しているようなデジタルテクノ
ロジーです。

ひとときのロマンスから、情熱的なカップル、そして
生涯の伴侶まで、幸せな縁をつなぐということを根
本的な使命として掲げる会社でキャリアをつんでき
たことを幸運に思います。ここは、私たちが、極めて
大きな社会的インパクトを目の当たりにする場所で
す。当社のプラットフォームを介して生まれた、数え
切れないほど多くの赤ちゃんや家族に、私たちは日
々、元気づけられています。

私たちの原動力：喜びあふれるつながり
私がMatch Groupに入社した当時、米国のカップ
ルの3%がオンラインで出会い、その結果として結
婚していました。デートサイトは実際に効果がある
のかどうか、よく聞かれたものです。恋 愛や人間関
係を実らせる製品の開発に、私たちは多くの労力を
注ぎました。不透明感が急速に強まりつつある世の
中でオンラインデートがもつメリットについて、私た
ちは社会を啓発しました。ほんの数年のうちに、当
社のプラットフォームでパートナーや配偶者と知り
合ったと皆に声をか けられるようにな 李ました 。
今、米国内の結婚の約半数がオンラインで始まって
おり、同様の傾向が世界中で伸びています。

コミュニティのあらゆるメンバーの障壁を打破する
なかで、当社のアプリは有意義な役割を果たしてい
ます。この点を考えると、米国におけるデートアプリ
の人気と異人種間関係の急増が重なる理由が分か
ります。当社は、婚姻の平等とLGBTQ+コミュニテ
ィの関 係 の 標 準 化を早いうちから擁 護してきまし

た。75%を超えるLGBTQ+カップルが、今やオンラ
インで知り合っています。当社のブランドは、ゲイの
男性を主役にした初の広告を米国のTV全国放送に
打ちました。ヨーロッパでは、レズビアンカップルを
主役にした初の広告を打ちました。すべての独身者
が良縁を得られる製品を実現することが、私の原動
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。

私たちのアプローチ：安全、プライバシー、包括性
ユーザーが気楽に、安全に知り合うことができなけ
れば、良 縁は実現しません。だからこそ、私たちは
常に、安全やプライバシーに関するツールや慣行を
組織全体に取り入れることによって、プラットフォー
ムの安全を図るよう務めています。それでも、もっと
すべきことがいつでもあります。安全対 策に終わり
はありません。そして、ユーザーのプライバシーとの
バランスをとらなければなりません。それが、業 界
初となる2022年米国透明性レポートをリリースする
ことに私たちが全力を注いでいる理由です。

当社は、インテグリティと強力なガバナンスに導か
れる、協力的で包括的な文化を促進してきました。
多様な人材とのパイプラインの充実化、また従業員
という最良の資 産への投 資を積 極 的に行っていま
す。社会環境によって制約を受けてきたグループの
ための作業研究プログラムやメンターシッププログ
ラムも、その一つです。また、国内外NGOと連携し
たボランティアプログラムや社会への提唱活動を通
じてコミュニティへの貢献にも尽力しています。

環境インパクトに絶えず配慮することも欠かせませ
ん。当社のサーバーは、カーボンフットプリントの
最も大きな要因です。これを可能な限り削減するこ
とに、私たちは全力で取り組んでいます。

最高経営責任者挨拶

人々の出会いと有意義な
つながりをサポート

将来を見据えて：レベルアップ
このレポートでは、当社が社会、環境、当社の使命に
とって最も重要なガバナンスの課題にプラスのインパ
クトを与える手立てについて明確に述べます。また、
財務上および 非財務上の当社のアプローチについ
て、さらに、関連する業績についてもご紹介します。
当社の進捗状況について、今後は毎年報告する予定
です。また、当社のブランドと我々の業界全体の水準
を上げることに全力を尽くしてまいります。

SHAR DUBEY
Match Group最高経営責任者

当社初のインパクトレポートへようこそ。このインパクト
レポートは、当社が株式公開会社として進み続ける道程
において、重要な節目となるものです。

Shar Dubey
Match Group最高経
営責任者
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Match Groupは、総ユーザー数数百万人に上る、さまざ
まな主要アプリの親会社です。私たちが共に抱く、イノベー
ションへの情熱を原動力に、一つの傘下に結集してブランド
の能力を強化しましょう。そうすることで、各カテゴリーで台
頭して常識を翻し、大改革をもたらすはずです。

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

$24億
収益1

$8億9700万
調整後EBITDA1

1040万
平均加入者 1,2

1.  2020年の指標 。調整 後EBITDAの調整表については、27ページを
ご覧ください。

2.  「平均加入者」とは、関連測定機関の各日の最終的な加入者数を、
同期間の暦日数で割ったものです。「加入者」とは常に、その時点で
当社製品の1つのサブスクリプションを購入したユーザー数を示して
います。任意の機能のみを購入するユーザーは、「加入者」に含まれ
ません。 

 別途注記がない限り、この発表において「加入者」は「平均加入者」を指
します。当社のブランドポートフォリオに含まれるTinder®、Match®、 
PlentyOfFish®、Meetic®、OkCupid®、OurTime®、Pairs™、 
Hinge®、およびその他多数のブランドは、どれもユーザーが有意義なつ
ながりを見つける可能性を高めるために考案されたものです。

当社最大ブランド

BLK

ペア

CHISPA

OURTIMEHINGE

MEETIC

OKCUPID

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

TINDER

PLENTY 
OF FISH

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

MATCH
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 • 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

 • 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

 • 2012年発足
	• 世界最高利益の非ゲームアプリ
	• 新しい人とのつながりを広げる
世界で最も人気のあるアプリ

 • 2012年発足
	• 日本の一流デートアプリで、ア
ジア太平洋 地 域全域で利用可
能なトップクラスの出会い系サ
ービス

 • 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

 • 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

 • 2011年発足
 • 50歳 超の独 身 者のためにプレ
ミア体験を創出

 • 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

 • 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、独 身者のマッチングと出会
いをサポート

 • 2017年発足
	• 米 国 のラテンアメリカ系 独 身 者
のために制 作された最 大 規 模の
デートアプリ
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多数の人々が、当社ブランドの製品を使って有意
義なつながりを築きました。Matchがオンライ
ンデートというコンセプトを開拓したのは、25
年以上前。その後、Tinderを立ち上げることに
よってこのカテゴリーを再考しました。

アプリとサービスの多様なポートフォリオで、年齢、人種、性別、性的指向
や背景を超えたつながりを実現しています。当社が目指しているのは、目指
す関係を問わず、より多くの喜びに満ちた人生を創出すること、人々がつな
がる方法に大改革をもたらすこと。私たちは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。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによって生じた課
題をよそに、当社が2020年にサポートしたご縁は、これらの事例が示すよ
うにこれまでにない多さでした。

当社の取り組み 

テクノロジーを通じた
関係強化

アプリのおかげでソウルメイトと出会えま
した。初めて言 葉を交わした5分 後に、今
は妻となった彼女が、素敵な結婚式をどう
やって挙げようかと言ったんです。素敵な
結婚式はコロナで延期せざるを得ませんで
したが、内輪で式を挙げました。あらため
て、ありがとう！

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパ
ン デ ミッ ク 中 、外 出 が まま な ら な か った の
で、Pairsに加入することにしました。そこで出
会ったのがナオヤでした。チャットできただけ
でなく、Pairsのビデオデート機能で顔を合わ
せることもできました。彼をよく知ることができ
たのは、そのおかげ です。今、私たちは一 緒に
暮らしながら、この先結婚する計画を立ててい
ます。親にもオンラインで紹介しました。

私のソウルメイトと結び付けてくれてありがと
う。私Ashleyは、パートナーのDashawn
と貴社のアプリで出会いました。5時間も話
が弾んだ、初めての電話。そこから、それが自
分が求めていた関係だったと気づきました。
私たちは育ちが似ています。二人とも音楽が
大 好きで、音楽 業界で 働くことを目指してい
ます。

 出会いの場：

Victoria & Bayleigh

Ashley & Dashawn

ナオヤ＆キエ

 出会いの場：

 出会いの場：
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日々、ユーザーが良縁に恵まれるお手伝いを
するテクノロジー 企 業として、私 たち
は、Match Groupを最も安全で最も包括的
な出会いの場にする道程にいます。目指すの
は、業界全体にわたって世界に通用する基準
を設定することです。

25年以上前、オンライデートというアイデアを開拓して以来、当社は人
々の人生の要に寄り添ってきました。つまり、データを収益化したりプ
ライバシーを侵害したりすることではなく、人々が時間を費やしたい場
所、ありのままの自分を表現できる場所であることによって、私たちは
成長していくということです。

そのような場所であるために、当社は、堅固なガバナンス、環境行動、
さらにコミュニティ参加を中心に、良き企業市民という基盤を足場にし
て、安全性、包括性、またプライバシーに多大な労力を傾けています。

取り組み方 

より安全、より包括
的な関係の創出 

安全性
重要な理由
有意義なつながりを生むために、人々をデジタ
ル上でつなぐことは、潜在的危害、虐待、差別、
ハラスメント、そして暴力からユーザーを守る安
全性の高い環境でしか実現しません。

当社のアプローチ 
当社は、設計による安全性が大切であると考え
ています。ブランドの骨組みに安全対 策を織り
込むと同時に、テクノロジー業界の新しい安 全
基準をレベルアップする方法を絶えず刷新し、
模索しています。ブランドプラットフォーム全体
で最新技術と効果的なパートナーシップを活用
しています。なぜならば、当社がサービスを提供
しているユーザーの安 全こそ、私たちの最 優 先
事 項だからです。目指しているのは、継 続 的改
善です。

インクルージョン
重要な理由
技術プラットフォームによって、あらゆるコミュ
ニティの人々がハラスメントやヘイト、差別のな
い場に参加できるようにすることが重要です。だ
からこそ、チームのため、ユーザーのため、コミ
ュニティのために、設計によってインクルージョ
ン（包括性）を備えることを当社は目標としてい
るわけです。

当社のアプローチ
私たちはコミュニティです。私たちにとって、イ
ンクルージョンとは、ユーザーの多様 性を反映
するブランドを設計すること、誰もがありのまま
の自分として歓迎されるようにすることを意味し
ます。また、私たちは、包括的で開かれた職場環
境で、仕事仲間みんなが能力を最大限に発揮す
ることができるよう務めています。

プライバシー
重要な理由
オンラインでのプライバシーは、現代のデジタ
ル世界に欠かせない基盤です。Match Group
ユーザーが人 生の最も重 要な縁を結 ぶために
当社のプラットフォームを使おうと決めるにお
いて、技術プラットフォームで個人情 報が 確実
に保護されることが極めて重要です。

当社のアプローチ
当社のプライバシー部門は、当社のプラットフ
ォームをユーザーが信頼して各自のデータにア
クセスできるようにすることに注 力し、さらに
ユーザー情報を丁寧に扱う方法を把握していま
す。当社は、全ブランドのプラットフォームでク
ラス最高のプライバシー体制を確立することを
目指して尽力しています。

ガバナンス
良きガバナンスは、公平かつ平等で思いやりのある
業務を行うための根本原理を定めます。健全なコー
ポレートガバナンスの一 部として、当社は、倫理的
な行動を必要とする取締役会の慣例、行動規範や
規 則などの堅固なコンプライアンス体 制を敷きま
した。

環境
世界の持続可能性を高め、安全で居住可能な地球
を維持することを、あらゆる企業が優先するべきで
す。当社は、環境インパクトへの理 解を深め、対応
策をとることに尽力しています。声を上げ て、環 境
に配慮することをステークホルダーに促し、支援し
てまいります。

コミュニティ 
コミュニティなしに私たちが成長することはできま
せんでした 。そこで、当 社は 、プラスの 変 化を創 出
し、ユーザーの人 生を豊かにすることに取り組んで
います。また、各ブランドが実行するコミュニティに
関する画期的なアイデアから、グループ全 体のイニ
シアチブまで、コミュニティ活動を先導するよう務め
ています。
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安全性

誰にとっても安全
な環境の創出

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、
安心し、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。ユー
ザーが脅威を感じたときに当社が防止、阻止、対
応に努めなければ、それは実現しません。
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ユーザーの幸福は、Match Groupで働く私たち一人ひと
りにとって常に最優先事項です。

1件であれ有害なインシデントが起こるべきではないと考えています。特別な相手を探すとき
に、誰一人として恐怖や不快感、トラブルを経験しなくて済むように、ブランドと業界の安全
水準を上げることに私たちは絶えず取り組んでいます。

$1億
2021年 のトラスト＆セーフ
ティチーム投資見込額

当社のアプローチ
当社は、全体的な安全性基準を業界で最も高く
定め、継続的に改善することによって、先導的な
立場を果たしています。また、セーフティ部門を
中心に設けて、安全対策をMatch Groupの骨
組みに組み入れています。この部門は、戦略、基
準、ポリシー、プロセスの策定、インフラストラク
チャの構築、安全影響の測定を行うことによって
グローバルな安全を発展させるセンター・オブ・
エクセレンスです。

さらに、安 全 上の枠 組みを各ブランドの 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。各ブランドが、ユーザーサ
ポートを専任する内部ブランド安全アンバサダー
とカスタマーケアチームを擁しています。

当社の業績
安全性に関して、当社のリーダーシップは私たち
の誇りです。25年前、コンテンツモデレーション
を使 用した初めてのプラットフォームとして、業
界向けに多くの安全機能を開拓しました。

当社の安 全文化は業 務、製品、社 会的アドボカ
シーを尊重したもので、これを私たちは「設計に
よる安全性」と呼んでいます。Match Groupお
よびそのブランド全体で、トラスト＆セーフティチ
ームに携 わる従 業 員は、今 や375人を超えまし
た。オンラインデートの安 全向上と包括 性強 化
を目指して、安全イニシアチブの継続的拡大、安
全に関するフラッグシップ機能への投資、新製品
の社内構築、パートナーとのツール開発に、当社
は全力を尽くしています。

ケーススタディ

Match Group 
アドバイザリーカウンシル
2018年に産声をあげたMatch Groupア
ドバイザリーカウンシルには 、一 流 専 門
家、学界支持者、非営利セクター、さらに
方策策定組織（「Me Too」運動やヒュー
マン・ライツ・キャンペーンなど）が 結集
しています。出会い系 分 野では初の試 み
であるこのカウンシルは、社内トラスト＆
セーフティチ ームと協 力して、すべ ての
Match Groupプラットフォームの安全性
をレビューしています。

また、Match Groupエグゼクティブチー
ムと定 期 的に面 談し、ポリシー評 価や、
重要な安全開発に関する討 議を行い、プ
ラットフォームの安 全 性向上 策について
助言を行っています。

詳細はこちら： 
https://mtch.com/mgac 

安全に関する枠組み 

防止

ポリシー＆手順 安全文化＆設計 

専門家とのパートナーシップ 

阻止 対応
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安全性
続き

ケーススタディ

Match Group 
のGarbo 
とのパートナーシップ
Tinderがパートナーシップを結んでいる
「Garbo」は女性が創設した非営利の素
性調査プラットフォームで、ユーザーはデ
ート相手の暴力や虐待の前科情報を入手
することができます。このプラットフォー
ムにより、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
択することができるようになります。

Tinderがセーフティセンターで試験運用
中のGarboが成功すれば、このアプリの
利用をほかのブランドに拡 大する予定で
す。Garboの目標は、デジタル時 代の性
別に基づいた暴力を予防的に防止するこ
とです。

詳細はこちら： 
https://mtch.com/single- 
trust-and-safety/7 

革新的な安全対策ツール
安全とセキュリティに関する主な問題（なりすま
し、金融詐欺、ハラスメント、違法物質の使用、
売春、未成年ユーザーなど）と闘うために、当社
の戦略では、ユーザーの安全の強化と安全認識
の向上に力を入れています。各ブランドのアプリ
は、デートするユーザーが安全に関するアプリ内
リソースや主要な安全機能を利用できるようにし
ています。例えば、専門家が考案した安全に関す
るヒントや、プロファイル作成時の自動スキャン
などです。

また、ユーザーが重要情報にアクセスして安全な
選 択 を行えるようにする主 要 素 性 調 査 ツール
を、2021年後半に展開する予定です。業界トップ
の自動・手動モデレーションツールやレビューツ
ールのネットワーク、システム、プロセスを活用し
ており、トラスト＆セーフティ部門の支出は、今年
だけで、前年比15%以 上の増加となる1億ドル超
に上る見込みです。

ユーザーファースト
テクノロジーとパートナーシップの活用は、当社
の 安 全 対 策 ア プ ロ ー チ の 重 要 な 要 素 で
す。Tinderが最近連携した初の安全対策アプリ
「Noonlight」はその一つで、911コール不要で
極めて正確な位置情報を送 信するオンデマンド
緊急サービスを、Tinderのユーザーが先手を打
って利用できるようにするものです。

また、2022年に米国で透明 性レポート第 1号を
作成することを目標に、安全インシデントデータ
の 標 準 化 、追 跡 、レポートにも取り組 んでいま
す。当社が発展するなかでユーザーの安全、セキ
ュリティ、幸福を優先し続けていることを確認す
るためです。これは、主要な安全イニシアチブへ
の投資というMatch Groupが現在進めている
コミットメントの一部です。

安全におけるプライバシーの役割
各ブランドのア プリの 効 果 を 発 揮させるの
は、データです。そこで私たちが重視している
のが、データ処 理 方法におけるセキュリティ
と透明性です。当社のデータセキュリティは、
リスク軽減、事前対策的な脅威モニタリング
や、デジタル攻撃からシステムを保護すること
を軸としています。この点についての詳細は、
「ガバナンス」セクションをご覧ください。当
社が収集するのは、必要かつ相応なデータの
みです。適用法や自社独自のプライバシー基
準に則って、データ処理方法の透明性を図っ
ています。さらに、ベストプラクティスに従っ
て、データの保護、セキュリティと機密性に関
する強力なベンダーコミットメントの取得、不
要になったデータの削除を行っています。

当社は、ブランドすべてにわたって、世界の主
要な基準を実践して、ユーザーの安全とプラ
イバシーを維 持しています。プライバシー法
の遵守、業界基 準への適合、サイバーセキュ
リティ上の脅威に対する積極的な取り組みを
確保するために、当社は精力的に努力してい
ます。当社の成 功を後 押ししているのは、広
告営業のためにユーザーデータを収益化する
ことではありません。当社の収益モデルは圧
倒的にサブスクリプションベースであり、広告
営業による収益は3%未満です。当社は、サー
ドパーティ広告に使用するデータの種類を意
図的に制限しており、性的指向、人種や民 族
的な出身、宗教といった慎重に扱うべきデー
タを使用することは決してありません。

専門家とのパートナーシップ
当社は一流の専門家や組織と連携して、自社の
慣例を業界の安全基準の最先 端に確実にとど
め続けています。当社 業務にアウトサイドイン
アプローチをもたらすMatch Groupアドバイ
ザリーカウンシルや、非営利の素性調査プラッ
トフォームGarbo、レイプ・虐待・近親相姦全
米ネットワーク（Rape Abuse & Incest 
National Network、RAINN）との連携など
によって、レポートと対応に関する当社の従 来
のポリシー やプ ロセスについてレビューを行
い、専門家のフィードバックを提供しています。
さらに、ユーザーの安 全維 持に協力すべく、世
界中の法執行機関と連携しています。

インターネットを安 全な場所にすること、より
優れたセキュリティ基準を定めることを目指し
て世界中の政府、立法者、規制当局と協力する
機 会 を、当 社 は 歓 迎しています。2020 年 の
EARN IT法支持は、その一例です。この点につ
いての詳細は、「ガバナンス」セクションをご覧
ください。当社は、信頼と安全に関する専門職
団体「Trust & Safety Professional 
Association」の創設メンバーであり、オンラ
インでの性的搾 取や虐待から児 童を守る団体
「WeProtect Global Alliance」のメンバー
でもあります。また、「オンラインでの性的搾取
お よ び 虐 待 に 対 抗 す る た め の 自 主 原 則
（Voluntary Principles to Counter 
Online Sexual Exploitation and Abuse）
」と連携しているほか、米国の国家サイバーセ
キュリティアライアンス「National Cyber 
Security Alliance」と協力して、同団体による
国民意識啓発キャンペーン「 Think. 
Connect. Campaign」の一端としてオンラ
インデート業界のベストプラクティスを構築し
ました。

375+
2021年 のトラスト＆セーフ
ティチームのメンバー数
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セーフティ＆ソーシャルアドボカシー担当責任者の
Tracey Breedenに、「あなたの安全に対する情熱
は、Match Groupの安全水準の向上にどのくらい
役立っているか」と質問しました。

「 お 客 様 で あ る ユー ザ ー
に、目に見える形で寄り
添うことが重要だと思い
ます。Match Groupの
ポートフォリオ全 体にわ
たって、ユーザーの不安
を私たちがすっかり理 解
していること、より安全な
社会の創出において当社
が役割を引き受けている
ことをユーザーに実証し
続けることが 私たちの目
的です。」

Tracey Breedenに一問一答

「安全対策に終わりなし」

Tracey Breeden
セーフティ＆ソーシャルアド
ボカシー担当責任者
法執行機関および警察の経歴を持
つTraceyは、転職先のUberで女
性の安 全 対 策を統 率し、ソーシャ
ルアドボカシーの 慣例を確 立しま
した。

Q

あなたにとって安全とは？

A

身の安全だけでなく、暴力、ハラスメント、ヘイ
ト、差別のない安 全で敬 意ある場を創出する
ことです。安全に関するベストプラクティスや
専門知識を各ブランドのプラットフォームに取
り入れ、ポリシー、基準、安全対策製品につい
ての情報をポートフォリオ全体に提供すること
を、私たちは目指しています。

Q

安全に関して、コミュニティとの協力の重要度
は？ 

A

より安全なコミュニティの創出を支援するなか
で、当社には重要な役割があることを自覚して
います。安 全に関する課 題は社 会の隅々に浸
透しており、当社のコーポレートプラットフォー
ム、ビジネスプラットフォーム、ソーシャルプラ
ットフォームに反映されています。コミュニティ
との協力は不可欠です。コラボレーション、コ
ミュニティの戦 略 的 試 行パートナーになるこ
と、ユーザーに影響を与える問題を理解するこ
とを通さずに、こうした課題に影響力の強い方
法で対処することはできません。

Q

Match Groupの安全に対するビジョンは？ 

A

安全に関して言えば、十分にやっているとは決
して言えません。安全対策に終わりはありませ
ん。オンラインであれ、直接であれ、当社のユ
ーザーやコミュニティに関係がある身体的、感
情的、心理的な暴力や危害、ハラスメント、ヘ
イト、差別を防止、阻止して、対応することに、
私たちは意欲的です。

新しい安 全 対 策 機 能の立ち上げ、ポリシーや
プロセスの強 化 、女 性や社 会的弱者のコミュ
ニティのためのプラットフォームの安全性向上
など、当社は常にいろいろな取り組みを行って
安 全を向 上させることが できます。そうす れ
ば、誰にとっても安全性が高くなります。

Q

Match Groupの安全の出発点とは？

A

まず、ギャップ、機 会、安全上の課題を模 索す
ること。ユーザーが使いやすいソリューション
を探して、ブランドの安全対策アプローチをレ
ベルアップできるようにすること。適切な安全
戦略、戦略を実現するためのインフラストラク
チャ、実行過程をユーザーと協力して特定する
こと。すべて、各ブランドの骨 組みに「安 全の
文化」を取り入れながら行います。
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人材

世界中のチーム
とつながる

人々を引きつけ、最新の最も革新的なテクノ
ロジーを構築・統合し、極めて有意義なつな
がりを創出することが、当社の成功には不可
欠です。包括的であることも、同じように重
要 で す 。私 た ち は チ ー ム を 大 切 に し
て、Match Groupの道程のあらゆる段階
でチームの情熱を支えています。
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当社のアプローチ
インクルージョン、インスパイアリング、エンパワ
ーリングを文化とする当社は、採用する従業員、
働き方、行動にこの文化をそのまま取り入れて、
誰もがベストを尽くせるようにしています。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、多様な背景をもつ優 秀な人材を探す
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。

従 業 員に対しては、「ローカルとグローバル」が
混在したアプローチをとっています。一元的な人
材部門がセンター・オブ・エクセレンスとして業
務を行い、人材戦略を策定しています。その後、
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て、このベストプラクティ
スを現地独自のニーズや文化に翻案できるように
しています。

当社の業績
当社のチームはすばらしく優秀です。当社に勤務
する従 業 員を増強してくれる一流の人材を見 極
め 、引 き つ け る こ と が 重 要 で す 。私 た ち
は、Match Groupの各ブランドと密接に協力し
て、分析や知見を活用し、採用候補者のソーシン
グを最適化しています。また、作業／研究プログ
ラムや、HBCU 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、人材を発掘したり、採用候補
者の多様なパイプラインをつくったりしています。

従 業 員が当社チームに参加した時点で、充実し
た福 利厚生をはじめとする競争力のある報 酬で
従 業 員を気 遣い 、大 切 にします。2020年には
91%の従業員がストックオプションを行使しまし
た。米国では、10,000ドルを上限に10%のマッ
チング拠出を行う401k年金プランサポート、パ
ートナー妊娠中の16週間以 上の有給休暇、12週
間の介護有給休暇、生命保険を含む医療給付、
無制限有給休暇（一部ブランド）、従業員支援プ
ログラム（Employee Assistance Program、 

EAP）の一環としてのメンタルヘルスサポート、企
業寄付推進に取り組むBenevity社を通じて寄付
のマッチングを行う（多額の上限まで）グローバル
寄付プログラムを提供しています。

マネージャーとチームにはパフォーマンス面談を
定 期 的に行うことを奨 励しています。具体 的に
は、従業員がMatch Group内で有望なキャリ
ア計画を立てられるように支援するほか、グロー
バル拠点や多様なブランドで従業員に広範な将
来のキャリア機会を提供できるようサポートして
います。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、全
従 業 員が 利用できる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。

全体としては、グローバルチームの継続的なエン
ゲージメントをサポートするものです。2020年、
当社が定期的に行っている従業員意識調査で、
グローバルチームの好感度は76%に達しました。
「パルス調査」では、このエンゲージメントが同
年末までに78%に上がり、世界的パンデミック
が起こった厳しい試 練の1年を通して当社が従業
員を支えていたことも示しています。

20か国約2,000人に上る従業員を抱える当社では、お互い
が励まし合い、支持し合うことが、成功に欠かせません。当
社は、優れた技術者人材を引きつけ、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。世界中の人々の縁を結
ぶことに一身を捧げている優秀なチームは、その賜物です。

当社は、Match Groupの道程の至るところで従業員のことを大切に考え、投資しています。
これは、明らかに双方両得な状況です。会社はビジネスの成果を改善してイノベーションを後
押しすることができる一方で、欠員を減らし、社外リクルートへの依存を軽減することもでき
ます。

ケーススタディ

より多様な人材の採用
当社の望みは、特に技術チームにおいて人
材の多様性を強化し続けることです。多様
性とインクルージョンを念頭に置いて採用
アプローチを発展させたのは、そのためで
す。さらに、次世代の人材を開発するため
に、当社では社会環境によって制約を受け
てきた人々にSTEMキャリアを提供するパ
イプラインプログラムを援助しています。

2020年には、「インサイドアウト」アプロ
ーチを開始しました。まず、チーム全員に
AIRS認証多様性＆インクルージョン採用
担当者になってもらいました。その 後、さ
まざまな多様性パートナーシップを通じて
採用ソースを広げることに着手し、技術者
などの人材を調達しました。さらにセルフ
IDオプションを応募者に導入しました。こ
れは、応募者ベースを把握し、応募者のニ
ーズに応えたいという当社の願いの良い例
です。

詳細はこちら： 
https://mtch.com/careers

76%
2020年従業員エンゲージメント 

（好感度） 
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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

全世界の経営陣の性
別多様性 1

 アジア人 24%
 ヒスパニック／ラテンアメリ 

        カ系 9%
  黒人／アフリカ系アメリカ人 6%
 白人 49%
  その他／記載なし 13%

 アジア人 17%
 ヒスパニック／ラテンアメリ 

       カ系  6%
  黒人／アフリカ系アメリカ人 5%
 白人 60%
  その他／記載なし 12%

 男性 61%
 女性 39%
 記載なし 1%

 男性 60%
 女性 39%
 記載なし 0%

ケーススタディ

拠り所という文化の醸成

当社のアプローチ
私 たちは 、あらゆる背 景をもつ人々を 迎 え 入れま
す。また、Match Groupで働くあらゆる一人ひとり
に自信をもって欲しいと思っています。社内の多様
性を擁護するために、当社は2020年に全米でイン
クルージョンへの気づきの啓発に着手しました。こ
れはさらに世界中に広げる予定です。

当社の先駆的なブランドは、気づきからインパクト
を生み出す活動の積 極 的な担い手です。最 近の活
動例としては、OKCupidの#BlackLivesMatter
プロフィールバッジ、MatchブランドのM4BLによ
る会議「Afrotech World」の後援、有色人種女性
が開発したセルフケアアプリ「Shine」の無料メン
バーシップを提供するためのPlentyofFishパート
ナーシップなどがあります。

人材パイプラインで代表性をより改善し、さらに採
用慣 行を強 化して従 業 員の多様 性を高めることに
熱意をもって当たっています。また、コミュニティ参
加を通してパイプラインプログラムやパートナーシ
ップを発足しました。ほかに、社会環境によって制
約 を 受 け て き た コ ミ ュ ニ テ ィ に S T E M 
（Correlation One、Data Science for All、 
Inroadsなど）の機会を提供しています。

当社が世界中で与えているインパクトに誇りをもっ
ている一方で、改善を必要とする領域があることも
自覚しています。包括的な職 場づくりを目指してい
ますが、これまで社会環境によって制約を受けてき
た人々の代表性が当社の経営陣に十 分に反映され
ていない状況には目を見張るものがあります。この
点で、当社には進歩が必要です。この進歩には時間
がかかりますが、数値の発表、プログラムや目標の
開発、進捗状況の文書化、失敗からの学び、また、
真に包括的で代表性を反映した労働力の育成に、
責任をもって専念し続けていくつもりです。

人材 

あらゆる人の拠り所をつくる
当社では、世界中の当社オフィスでさまざま
なグループを反映する既存の従業員リソース
グループ（Employee Resource 
Groups、ERGs）を支援し、新しい従業員リ
ソースグループをつくっています。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。進行中の開発機会
の提 供から、コミュニティへの還 元 、あるい
は祝日や記念日の尊重まで、私たちは彼らの
手助けを受けながら、Match Group全体の
意識改革に取り組んでいるのです。

当 社 の ERGとしては Pride @T inder、 
Black Excellence@Match（BE@M）、 

Women @ Match（W@M）、Desis@ 
Tinderなどがあり、上級管理職が、採用・社
内異動を強化すべくこれらのERGを支援して
います。結果として、会社の方針が見直されま
した。例えば、Tinderのベンダーレビュープ
ロセスでは、今では多様 性を考慮に入れてい
ます。

当社ブランドの目的は、包括性を備えた設計と、多様性社会を反
映したアプリの構築です。例えばMatchブランドは、広告でゲイ
カップルを取り上げた最初の企業でした。インクルージョンは当
社の一部であり、各ブランドのユーザーやコミュニティに広がっ
ています。 

多様性、公平性、インクルージョンを高めることは、テクノロジーセクターにとって業界全体の課題で
す。だからこそ、私たちはその取り組みに情熱を注いでいます。多様性の重視も、プラスのビジネス成
果（例：人材の引きつけ、イノベーション、会社の業績）につながっています。

@
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Match Groupの人材管理・研修部門担当ディレクターを務め
るNasseem Nilipourが、従業員が最大の可能性を切り開く
ことを目指してMatch Groupブランド全体の従業員の意欲を
触発するための取り組みについて語ります。

Q

目標は？ 

A

順調に成功を遂げている人材管理＆ラーニング
部門の特徴はシンプルです。人材に投資すると
いうことです。同僚の成功を優先する環境をつ
くることが重要です。Match Groupが、失敗
しても立ち直る力と精神力を鍛えるために、挑
み、学び、挑み直すことができる安全な場所を
準備している、と皆に感じてもらいたいのです。

Q

キャリア開発にどのように力を入れています
か？

A

様々な方 法を通してです。特に思い浮かぶの
は、MentorMatchという旗 艦メンターシッ
ププログラムです。全社員対象の5か月間のプ
ログラムで、キャリア成長と能力開発に特化し
ています。メンティーは、キャリアへの希望に
基づいてメンターとマッチングされ、デジタル
メンタリングプラットフォームを介してサポー
トを受けます。これにより、メンターとメンテ
ィーの両者が人 脈を広げお互いに学びを得る
ことができるようになります。

Q

個人的成長をどのように促していますか？

A

従業員を支援して、重要な学びのチャンスを引
き出せるようになりたいと思っています。その
ためには、絶好のタイミングで適切なツールを
提供しなければなりません。例えば、中堅マネ
ージャーや新人リーダー向けの旗 艦プログラ
ムの立ち上げに取り組んでいますが、ソフトス
キルモジュールも研修のコアニーズに並行させ
ています。

Q

学習支援の方法は？ 

A

トップのテクノロジー企業として、研 修の改革
にテクノロジーの潜在能力を取り入れていなか
ったらおかしいでしょう。Udemy for 
Businessと最近提携したのは、そういうわけ
で す。ロ ー ルア ウト の 終 わ り に 、M a t c h 
Groupの全従業員が、知識とスキルを増強す
るために広大なオンラインライブラリ、オンデ
マンド学習コースを利用することができるよう
になります。

Nasseem Nilipour博士に一問一答 

「従業員の能力を最大限に発
揮させる」

Nasseem Nilipour 
博士 
Match Group人材管理・ 
研修部門担当ディレクター 
エンターテインメント、航空宇宙、 
保険などのさまざまな業界で、10年を 
超える組織・人材開発経験を積んでい 
ます。

「 記 憶に残る研 修 体 験 を
通して好奇心を刺激し、活
動を誘発する場所になるこ
とが、私のビジョンです。」
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インテ グリティ文
化の醸成

ガバナンス

Match.comがオンラインデートのパイオニアとしてスタ
ートして以来、25年超の間、あらゆる年齢、人種、性別、
性的指向、背景をもつ多数の会員が、当社のアプリを使用
して良縁を結んできました。すべてのステークホルダーと
ともに責任ある行動をとることが、ユーザー、会社、ステ
ークホルダーの利益に当社が貢献する唯一の方法です。
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当社のアプローチ
Match Groupは、NASDAQ証券取引所上場企業の
全要件およびその他すべての地域および国の適用規制
を満たす健 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。コーポレートガバナ
ンスの中心に据えているビジネス行動および倫理規範
は、倫理的な行動、インサイダー取引、不正行為を網羅
するものです。この規範を世界中のすべての従業員に適
用し、全員が支持することを当社は期待しています。私
たちは、自分が扱われたいように人々を扱います。

当社の業績
第一に据えるべきは優れたガバナンスと包括性です。
当社の取締役会は合計11名のうち8名が独立取締役で
あり、独立性の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、指名委員会、報酬委員会、人
事委員会はそれぞれ、独立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
役は参加しない定期エグゼクティブ会議に出席します。

取 締 役会レベルで、指 名委員会が、当社の目的にとっ
て最も重要な社会問題、環境問題、ガバナンス問題を
監督します。当社の取締役会および取締役会委員会の
構成の詳細については、こちらにある

「2021年株主招集通知」に掲載しています。リ
スク
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。

データセキュリティとプライバシー
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、
グループ全 体のアプローチを採 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こらないよう
にしています。また、サイバー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。プライバシ
ーチームは、別の職 務として、データの処 理 方法が適
用法に従っていること、Match Groupの高い基準を
満たしていることを徹底しています。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。データセキュリティとプ
ライバシーに対する当社のアプローチの詳 細は、「安
全性セクション」（安全性）に掲載しています。

パブリックアドボカシー
当社は誇りある技術開拓者として、常にイノベーション
を行い、カリフォルニア州の出会い系サービス法から
バーモント州、アリゾナ州の不正防止法、アリゾナ州
の登録制犯罪者に関する拡大法まで、世界中の立法者
や規制当局と密に連携してインターネットの安全 性を
強化しています。また、国内法（超党派の児童保護法）

支援をサポートして、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。そのほか、アプリスト
アの独占を阻 止することにも取り組 んでいます。規 模
に関わらずあらゆるアプリ開発者にとって公平な競争
環境をつくり、目的にかなった規制環境を奨 励するた
めです。私たちの最も重要な目的は、ユーザーが安 全
に保 護されることと、テクノロジー企 業が適切なレベ
ルの説明責任を負うことを徹底することです。

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。ビジネス行動および倫理 規
範をはじめとする当社基 本方 針の遵守を年1回証明す
ることは、全従 業 員の義務です。不正行為や査証など
の問 題について従 業 員が 懸 念している場 合は、24時
間365日対応のReportItホットラインおよびウェブベ
ースの報告サービスを使 用して、内密 扱いで問題を報
告することができます。

組織の目標達成、リスク管理、コンプライアンス推進を
実現するのは、効果的なコーポレートガバナンスです。
効果的なコーポレートガバナンスは、ステークホルダー
との関与、ポジティブなインパクトを強化する持続可能
性の高いビジネスに向けた継続的取り組みの枠組みの
提示も実現します。

私たちは、人々の重要な縁結びのサポートをすると同時に、全ステークホルダーの役
に立って当社のベストを発揮することを目指しています。優れたガバナンス慣行を通じ
て、自社ステークホルダーやその他のステークホルダーの見解に応え、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。

ガバナンス

目標達成のための優れ
たガバナンスの実践

45%
取締役会の女性メンバー

11名中8名 
取締役会の独立メンバー
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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

コミュニティなくして当社の成功は不可能です。ゆ
えに、私たちは一致協力して、プラスの変化と豊か
な生活を創出します。個々のブランドによるコミュ
ニティに関する革新的なアイデアから、グループ
全体のイニシアチブまで、当社は、コミュニティ活
動を率いることに尽力しています。
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当社のアプローチ
グループとして、私たちはコミュニティ活動を統
率することに尽力し、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。2020年、当社ユ
ーザー（Match Groupや各ブランドでマッチン
グした人）の慈善運 動への寄付額は280万ドル
に上りました。各ブランドも、約300万ドル相当
の広告インベントリーのプロボノを提 供しまし
た。Prideのマッチングから、Best Buddiesを
支援するローカルウォークやグローバルバーチャ
ルウォーク、BLM、Match 4 COVID、 
#BLKVoices、#StopAsianHateのキャンペ
ーン、資金調達担当への参加まで、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
自由を従業員に与えています。

全グループレベルで、当社は、一部NGOとパート
ナーシップを結んで、社会環境によって制約を受
けてきたコミュニティ向けにインターンシップと
メンタリングに焦 点を合わせたボランティアプ
ログラムを2020年に確立しました。個人の人生
に有意義な変 化を生み出すという観点から当社
は成 功を測定し、この分 野におけるデータ測定
を確 立しつつあります。この1年の当社の社 会貢
献寄付には、NGOパートナーへのプロジェクト
資金や、参加インターンへの奨学金5,000ドルが
含まれています。

ケーススタディ

パートナーシップの創出と
個人へのインパクト

真のパイオニアとして、私たちは、グローバル
コミュニティがより調 和が 高く公平で平 等な
社会に向かって前進するべくサポートすること
に全力を尽くしています。「人材は平等でも、
機会は均等ではありません」と、当社最高経営
責任者のShar Dubeyは述べています。それ
が、これまで社会環境によって制約を受けてき
たグループの雇 用機 会と従 業 員のトレーニン
グとボランティアの機 会を組み合わせたプロ
グラムを立ち上げた理由です。

Match Groupフェローシッププログラム
は 、2020年 に開 始されました 。当 社 の目的
は、寄付以上の活動をすることです。私たちの
専門知識、情熱、リソースを提供することがで
きる大 義 のもとに 取り組みたいと考えていま
す。当社の使命に一致すると思われる7つの国
際 N G O を 見 定 め 、資 金 援 助 を 行 って い ま
す。Correlation Oneと共同で取り組んでい
る「Data Science For All」プログラムは、黒
人・アフリカ系アメリカ人、ラテン系アメリカ
人・ヒスパニック、LGBTQ+、退 役軍人や、そ
の他社 会 環境によって制 約を受けてきたグル
ープに属する専門職の人々に機 会を提 供する
ことが目的です。2020年、2021年には、75名
の学生を後 援するほか、今後のデータ公平性
向上に向けて取り組む際にリーダー役を果た
す機会を、全社の多数の同僚に提供します。

Correlation Oneに加えて、その他のパートナ
ー（Inroads 、Code204 0 、Mozaik、 

Sodateage Net、Hassyadai、Wakamono- 
work、Waffle）のおかげで、当社は、水準以
上の報 酬で、2021年夏のインターシップの席
を世界中で40件近く用意しました。当社社 員
が、ボランティアでインターンのスキル開発を
サポートするメンターをしています。2021年夏
には、テクノロジー業 界 の多様 性を推 進する
非営利団体「Girls Who Code」を通じて60
名の少女が参加し、現代の技術的機会にふさ
わしいスキルを身につけるバーチャルクラスル
ームも後援します。

これまでの成 功を私たちはとても誇りに思っ
ています。しかし、これは序章に過ぎません。

極めて有意義なつながりを創造すること。それは人間の幸
せの基盤です。孤独や社会的距離の確保が深刻化する時期
となれば、なおさらです。世界中の多様性を備えたブランド
コミュニティを支援するなかで、私たちは当社の役割を決し
て過小評価しません。

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、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。

コミュニティ 

コミュニティエンゲージメ
ント

$580万
従 業 員と雇 用者の慈 善 寄付金とプ
ロボノ広告スペース

170+
Match Groupフェローシッププロ
グラムなどのパートナーシップに参
加している学生の数
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私たちを取り巻く
世界とのつながり

環境

有意義なつながりの創造こそ、私たちの原動力。
デジタルテクノロジーがそれを実現します。当社
や当社のテクノロジーが気候変動に貢献している
ことを、私たちは認識しています。Match Group
は、環境インパクトについて、そして環境インパク
トを軽減してよりサステナブルな世界を築く方法
について理解を深めるという使命に取り掛かって
います。
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環境 

私たちを取り巻く世界を
守る

当社のアプローチ
私たちは、環境インパクトを職場経験、施設、エ
ンジニアリング、資産、リース管理に対する当社
のアプローチの一部と考えています。

私たちの願いは、オフィスが安全であること、あ
らゆる人を受け入れること、健全なライフスタイ
ルを推奨すること、地球に配慮した場所であるこ
と。北米、ヨーロッパの拠点に展開する職場経験
のベストプラクティスを作成しました。世界展開
はその後です。現在は、そのアプローチに環境的
配慮を盛り込んでいます。

私たちが目を向けているのは、当社が占有してい
る建物の環境インパクトを軽減すること。環境イ
ンパクトを測定することが第一歩ですが、最大の
インパクトは当社のデータセンターやネットワー
クやオフィスが使う電気からの排出量と、出張か
らの排出量だとわかっています。サステナビリテ
ィアプローチを最 大限に強化して業務を最 適化
する方法を評価する際にこの知見を生かせば、今
後 数年間にわたって順調に成 果をあげることが
できると、私たちは自負しています。 

オフィス勤務に戻った私たちは、安全でサステナ
ブルな職場づくりを重視しました。特に考慮した
の が 、オ フィス 設 備 の 設 置 に 関 する「WELL 
Building（健康的なオフィス）」基準です。すべ
てのテナント増 築には、エネルギー 効 率の良い
LED備品を完備しました。照明はモーションセ
ンサーで、HVAC冷暖房はタイマー付きです。ニ
ューヨークオフィスとロサン ゼルスオフィスで
は、現在、増 築プロセスにおいて環 境 配 慮 型 工
事を行っています。

デジタルテクノロジーの草分け的存在として、私
たちは、多数のユーザーと接触してプラスの変化
を後押しする当社プラットフォームの可能性の真
価を認めています。各ブランドの目的は、アプリ
の力を使って環境意識を高めることと、コミュニ
ティにおいてポジティブな行動を後押しすること
です。

デジタルライフとフィジカルライフの絡み合いが増えるにつ
れて、社会のデジタルテクノロジー利用が増えています。第
4次産業革命が招いた環境インパクトを無視することはでき
ません。気温上昇から異常気象、生物多様性の喪失まで、気
候変動の影響は会社、同僚、ユーザー、つまり私たち全員に
脅威を与えています。

テクノロジー企業の草分け的存在として、当社は気候変動の軽減と環境インパクトを最小限
に抑える役割を果たすことに尽力しています。そうした行動のなかで、私たちは、リスクとコス
トを減らすことによって業務効率の向上とビジネスの回復力を高めようと努力しています。ま
た、持続可能性の高い世界を促進するための務めを果たしています。

ケーススタディ

LAオフィスの緑化
ロサンゼルスの8800 Sunset Boulevard
にある「グリーンウォール」は、ウェストハリ
ウッド地区でも指 折りの注目すべき特 徴で
す。この40,000本におよぶ 植物の壁がオ
フィス周辺に天然の日陰をつくって、空気の
清浄 化と地 域の生物多様 性に貢献していま
す。ロサンゼルス大 都 市圏では 水が 不足し
ています。当社は、ビルトイン型の潅漑ソリ
ューションを動かして雨水の貯 留と再 利用
を行っているため、公共水資 源に負担をか
けることなく植物はいきいきと元気でいられ
ます。

緑 化は屋外のみならず屋内にも及んでいま
す。LAオフィスの「グリーンチーム」が環境
イニシアチブの先頭に立っています。2020
年に 堆 肥 化を導入したことから、「大 気 浄
化」誓約に参加するための同僚との協力、大
気 浄 化 に 関 す る 意 識 啓 発 ま で 、私 た ち
は、2022年までにロサンゼルスの埋立廃棄
物をゼロにすること、可能な限りインパクト
を軽減することに全力で取り組んでいます。
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Meetic最高経営責任者のMatthieu Jacquierが、カー
ボン排出削減を中心としたMeeticの新しい環境アプロー
チの開発について語ります。

「 環境のために何かできる
と い う 信 念 を も っ て
Meeticに入社しました。
状況を好転させたいと思
っています。」

Matthieu Jacquierに一問一答

「サステナビリティは、当社
の文化の一部」

Matthieu Jacquier 
Meetic最高経営責任者
仏移動 体通 信事業 者SFRで勤 務
経 験があり、フランス国有鉄 道で
はデジタル戦略ディレクターを担
当。2017年にMeeticに入社しま
した。

Q

Meeticにとって環境上の関心が重要な理由
とは？ 

A

カーボンフットプリント削減は切迫した課題で
す。私たちの家族、チーム、そしてユーザーがそ
れを要求しています。よりサステナブルな世界
の創造に協力すると誓ったことが、今、Meetic
の文化的価値観の礎になっています。

Q

炭素排出に取り組み始めたきっかけは？

A

2019年に、最初の炭素評価を行いました。年
間カーボンフットプリントは約2,000 CO2eト
ンで、主な排出元はアプリ、データセンターお
よびオフィスへの電 力 供 給と出 張です。年 間
10%を目標に、削減可能な部分の特定を進め
ています。どうやってもこれ以上の削減は不可
能であろう、職場の全員にとって有意義な方法
でオフセットしようということで意見が一致し
ています。

Q

どのような削減イニシアチブですか？ 

A

当社のカーボン削減目標とビジネス目標は、非
常に重なっています。最 大のインパクトは、ア
プリやデータを実行するサーバーの電 力消費
量です。テックチームと協力して、コードの軽
量 化と効 率向上を図ったアプリケーション更
新を開発する方法を特定しました。それによっ
て、サービスの安定性を高め、サーバーのスペ
ースも節約します。データセンターを効率化す
れば、コスト節約と環境インパクトの軽減にな
ります。反 応が 高く、便 利なのが、アプリの軽
量化です。

今は、オフィス管理のソフトウェアやツールの
改良、オフィスの統合、通勤の削減を行い、飛
行機を使った会議出張の代替案を奨 励してい
ます。抑えることが できな かった 分 に関して
は、パリオフィスの近くにある森での再植樹イ
ニシアチブを支援しています。この森は、社 員
の大半の職 場 や 住まいに近いので、取り組み
のインパクトを目に見える形で確認することが
できます。

Q

どうやってプロセスを適応させましたか？

A

環 境 上の課 題をMeeticのプロセスに確 実に
組み入れるために、2020年に、ISO 14001に
参入しました。ISO 14001は、有力な環境マネ
ジ メ ン ト シ ス テ ム（ E n v i r o n m e n t a l 
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。環 境
を常に重視し続けるのに役立ちます。
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第1号となる本インパクトレポートには、2020
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。2021
年1月1日以降の買収企業は含まれていません
が、直接運営管理が行われる場合に限り、今後
のレポートで含まれる予定です。

Read more

このレポートについて

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2020暦年に基づく
ものです。当社はIAC/InterActiveCorpから
の分離を2020年に完了していますが、本レポー
トに、過去のIACの業績に関する情報は収録さ
れていません。必要に応じて十分な理解を得る
ために、2020年12月31日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。

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

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://mtch.com/trust-and-safety
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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。この表の指標を経年的に拡大します。

指標 単位 2020

財務 収益 米ドル 24億

調整後EBITDA 米ドル 8億9700万

平均加入者数 加入者 1040万

 
安全性 トラスト＆セーフティへの投資 米ドル 8960万

トラスト＆セーフティチーム 数 375+

 
人材 従業員エンゲージメント（好感度） 割合 76%

職場の性別多様性 割合 女性39%

経営陣の性別多様性 割合 女性39%

テックチームの性別多様性 割合 女性22%

職場の民族多様性（米国） 割合 非白人38%

米国経営陣の民族多様性（米国） 割合 非白人28%

テックチームの民族多様性（米国） 割合 非白人43%

 
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名中8名

 
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 580万

 
環境 使用電力供給網 割合 100%
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SASBコード 活動指標 2020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3ページに記載のとおり、平均加入者は1040万人です。

TC-IM-000.B (1) データ処理能力
(2) 外部委託比率

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 2020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) 電力供給網比率
(3) 再生可能比率 

(1)  データ収集とこの指標に完全な相関性がないため割愛。
(2) 100%
(3) データ収集とこの指標に完全な相関性がないため割愛。

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

データ収集とこれらの指標に完全な相関性がないため割愛。

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

当社は現在、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ていません。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する予定です。

当社は、財務インパクトおよび非財務インパクト
に関して透明 性を高め、説 明責任を果たす責任
を負っています。それが、この第 1号となるインパ
クトレポートの発表を決めた理由です。ただし、
特に同業他社との業績比較に重点を置きたい読
者のために、この付録を収録しました。

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収録し
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2020暦年の情報です。

この付 録は、SASBの枠 組みに従った当社初の
開示なので、経時的に変わる見込みです。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。

報告ステータス：

 完全報告

 部分報告

 未報告

SASBレポート

このレポートについて
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SASBレポート
続き

SASBコード 会計指標 2020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。
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.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 2020年にベルギーで50,000ユーロの法定罰金を納付しました。

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、このデータを含む透明性レポートを発表する2022年に予定で
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を考えた上で、一定の当社サービス／機能は、特定の国でブロックされています。
特にTinderは、「不道徳なコンテンツ」のためパキスタン政府によってアクセスが禁止されています。
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、このデータを含む透明性レポートを発表する2022年に予定です。

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

SASBコード 会計指標 2020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) データ漏洩数
(2)  個人を特定できる情報（Personally Identifiable 

Information、PII）を含む比率
(3) 影響を受けたユーザーの数

(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）
および「ガバナンス」セクション（14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、ビジネスステ
ークホルダーとともに年次リスク評価を行っています。

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 2020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日に米国の従業員の15%が外国人でした。

TC-IM-330a.2 従業員エンゲージメント比率 2020年7月、従業員エンゲージメントにおける好感度スコアは76%でした。2020年11月のパルス調査では、エン
ゲージメントは78%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) 管理職
(2) 技術スタッフ
(3) その他全従業員

Match Groupにおける性別多様性（全世界）
(1) 女性39%／男性60%／提供なし0%
(2) 女性22%／男性78%／提供なし0%
(3) 女性39%／男性61%／提供なし1%

Match Groupにおける民族多様性（米国のみ）
(1) 非白人28%／白人60%／その他12%
(2) 非白人43%／白人43%／その他14%
(3) 非白人38%／白人49%／その他13%

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 2020年に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ありませんでした。
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27Match Group 2021年インパクトレポート

将来予想に関する記述および免責事項
1995年私的証券訴訟改革法に基づくセーフ・ハ
ーバー条項

本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 現在もっている
期待事項および予測に基づき、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、収益性の高い出会い系サービス
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出会い系サービスを提供
する当社の能力、当社（およびサードパーティ）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（COVID-19）アウトブレイ
クの影響、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
の買収に関連するリスク（特に関連する不確実性
など）、当取引のコストと期待される利益、当取引
の予定時期または完了するかどうか、当取引の条
件が満足できるものかまたは当取引の終了の原因
となるおそれのある事象、変更またはその他の状
況が発生するかどうか（必要な規制承認取得の不
成就を含む）、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 M a t c h 
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、本レポートの日付におけ
る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に関する記述を、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。

免責事項

2020年12月期 （百万ドル）

Match Group, Inc.株主に帰属する純利益  $128,561 
償還可能非支配持分に帰属する純利益  $59,280
廃止事業による損失（税引後） $366,070
所得税等引当額 $32,874 
その他の収益、純額 $(15,861)
支払利息 $174,791 
営業利益 $745,715 
株式報酬費用 $102,268 
減価償却 $41,271 
無形資産減価償却 $7,525 

調整後EBITDA $896,779 

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EBITDAを含めています。調整
後EBITDA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。営
業利益に対する調整後EBITDAの調整について
は下記を参照してください。

商標
MATCH GROUP、 MGロゴ、MG Blue-
Gradient Threadは、Match Group, LLCの
商標です。その他すべての商標は、それぞれの所
有者に帰属します。

 ご挨拶&会社概要 安全性 人材 ガバナンス コミュニティ 環境 詳細&データ
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お問い合わせ
インベスター・リレーションズ
ir@match.com

www.mtch.com

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