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SRCグループ
マネジメントポリシー

目標

そのために必要なこと

そのための行動基準

そのための組織文化

もたらされる存在価値

地域で最も愛され、必要とされる企業

地域社会（人・企業）への高い貢献

継続的かつ適正な利益

魅力的な事業展開

従業員の好待遇

その仕事は、地域社会に貢献できるか

その仕事は、顧客の満足を得られるか

その仕事は、我々を成長に導くか

ひとりひとりが、優れた組織人として、

あらゆる目標を自らの意思と行動力で実現すると共に、

現状に満足せず様々な可能性を追求する。

地域の人々の豊かな生活の実現と、企業の発展に貢献することで、

我々の街にたくさんのしあわせが生まれる。

い い 街 は 、い い人 生 で できて いる 。

その街の印象は、その街の人の印象なんだ。そう思うことがあります。

友達がいる。好きな人がいる。尊敬する人がいる。面白い人がいる街。

ほら。好きな街を思い浮かべる時、人も一緒に思い浮かべている。

そこに、いい人生を送っている人がいる。いい会社と出会って、仕事を楽しんでいる。

いいお店に囲まれて、生活を楽しんでいる。いい街だと呼びたくなる。

求職者と仕事と企業。消費者と商品とお店。それぞれの間に横たわる課題を取りのぞく。

いい人生をつくる。いい人生を増やす。いい街になっていく。

地域と、ソリューション。25年来つづく、私達の仕事です。
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代表挨拶

地域の発展とＳＲＣグループの発展が同期する
ビジネスモデルへ。

ＳＲＣグループは、創業から四半世紀に渡り、地域に根ざした事業を運営してきました。グループ５社それぞれ全く

別の事業を行っているように見えますが、5社に一貫して共通しているのが『地域の人と企業に関わる』事業を展開

している点です。私たちが発信する情報や事業を通じて人が動き、人が動けば経済が動く。経済が動けば栄えていく

企業やお店が増えていきます。それが地域の活性化につながり、地域に豊かさが増えていく。

その信念をもって兵庫県エリアにフォーカスし、地域の発展とＳＲＣグループの発展が同期（synchronize）していく

事業への挑戦を行ってきました。

私たちが地域の課題を解決する仕事（Solution sales)を行っていくことで、人と人、人と企業の豊かな関係性が生

まれます(Rich relations)。またこれらを実現するために、最も必要なことは人材の育成です（Careers creation)。

これらを日々実現させていくことは、とてもやりがいのある仕事です。

ＳＲＣグループの従業員一人一人がこれらの活動を通じて、地域の生活や仕事をする人にとってなくてはならない存在

となること。

それが地域の一機関（Institution）としてのＳＲＣグループの存在意義であり役割でもあると考えています。

「地域に豊かさと発展をもたらす」という私たちのミッションを果たすことで、ＳＲＣグループが正しく、かつ有益に

存在し、それによる収益を長期的視野で地域と従業員に還元していくこと。この方針で今後も事業を行ってまいり

ます。

横山 剛

TAKESHI  YOKOYAMA

SRCグループ会長（CEO）
Kiss FM KOBE（兵庫エフエム放送株式会社）代表取締役社長

昭和40年9月2日生　趣味はラグビー（未だ現役）

甲南大学文学部卒　神戸大学大学院経営学研究科在学中

神戸大学、甲南大学、流通科学大学等で講師（非常勤）を歴任

現在、神戸大学起業家精神育成ゼミにて講義を担当中

座右の銘は「人間万事塞翁が馬」、尊敬する人は冒険家・植村直己さん 母校でもある甲南大学での講義風景

SRCとは

企業との関わり

社会的意義のある
ビジネスの創造

解決志向のソリューションセールス

個人との関わり

成功体験の創造

社会的存在価値の高い
ビジネスパーソンの育成

地域社会との関わり

価値のある
信頼関係の構築

企業活動を通じて築く人と地域との豊かな関係

Solution sales.

Careers creation.

Rich relations.

ＳＲＣとは、企業との関わり（Solution sales）、地域社会との関わり（Rich relations）、個人との関わり（Careers creation）の3つの関わり
を意味しています。

ビジネスの社会的価値を高めるソリューションの実践によって構築する信頼関係の広がりは、クライアント、ひいては地域社会との「豊かな関係」
を築き深めることにつながります。SRCはこうした企業活動を通じて、より豊かな地域会社づくりと個人の幸せな人生へ貢献していきたいと願っ
ています。

人と企業、地域社会の幸福を創造する。
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ビジネスの基となるのは「人」。人が変わらなければ企業は変わらない。言いかえれ
ば、人が変われば企業が変わる。この信念のもと、人に関するあらゆる課題を解決
するプロとして、兵庫県下の企業や店舗に対し「どんな人を」「どんな仕組みを使っ
て」採用するべきか、成功へ導く企画・提案を行う。創業から25年に渡り培ってき
た、リクルーティングに関する年間5万件を超える取引件数をベースとした綿密な
データとロジックを基に、「人」に関わるあらゆる課題を解決しています。

株式会社SRC

株式会社SRCマネジメント

Kiss FM KOBE

Media Produce
メディアプロデュース

【神戸ひとマガジン】

裕ちゃんを
探せ！

E EI H RD SK C
神戸ファイニーズ キッズチアスクール

Sales Promotion
販売促進

Publishing
出　版

IT Solution
ITソリューション

Web Promotion
ＷＥＢプロモーション

Business Consulting

ビジネス
コンサルティング

KOBE FINIES
Kids Cheer School

神戸ファイニーズ
キッズチアスクール

求人広告
Job Advertisement

Employment Consulting
採用コンサルティング

グループ持株会社として、ＳＲＣグループ各社のマネジメント、ブランディング、新
規事業の企画開発を担う。また、25年に渡り人材・情報・販促・メディアと、広く事
業を掲げ、兵庫県で培ってきたノウハウを駆使し、地域の発展につながるビジネ
ス展開を行う。ＳＲＣマネジメントのソリューションは、「何でもする」こと。
つまり、私たちの持つ全ての知恵、技術、人脈を使って企業の役に立つこと。企業
が抱える課題の根本解決を目指し、手段に制限なく、あらゆるソリューションを推
進します。

株式会社SRCパートナーズ

ネットメディア株式会社

Kiss FM KOBEは近畿2府4県へのFM・インターネット放送
をはじめ、情報誌『Kiss PRESS』の発行、ポータルサイトや
各種イベントの運営を通して「音楽」「エンターテインメント」

「スポーツ」「文化」「ニュース」などの情報を発信。
これからも地域にとってなくてはならないメディアへと進化し
続けます。

SRCグループ

グループ全機能を駆使した、トータルソリューション

「人」に関わるあらゆる課題をワンストップで解決する
リクルーティングソリューション

●日本最大級のキッズチアスクール運営支援　
●ウェブシステム開発
●販促支援

●人材育成
●ビジネスコンサルティング
●事業承継・ベンチャー企業育成

●超短波（ＦＭ）によるラジオ放送局 [コールサイン JOIV-FM] ●音楽・エンターテインメントイベントの企画及び開催 
●『Kiss PRESS』の発行　　　　 ●各種プロモーションの企画、販売促進支援

●求人広告　　　  ●採用コンサルティング

神戸の情報誌「Recipe（れしぴ）」は、創刊20年を迎え、駅・コンビニを中心とした
設置箇所は約500箇所、企業配布は約2,000社以上と、地域資本としてはNO.1
を誇る大きな情報誌に成長。平成22年には、シニア層をターゲットとした「裕
ちゃんを探せ！」を創刊し、全国屈指のブランド都市・神戸をつくりあげてきた先
輩方を紹介し、そのDNAを継承すべく情報を発信。
また、“声”で伝えるハンディングプロモーション『ＶＯＩＣＥ』では、スタッフが商品
や企業の特徴を“声”で掛け合うことで短時間で強力なセールスプロモーション
を実現。情報を、然るべき人に届け、効果を還元していくことがミッションと考え、
様々な事業展開を通して実現しています。

情報を発信し、人・街を動かすセールスプロモーション

●地域情報誌　　　　●販売促進　　　　●ハンディング+ライブプロモーション

「Yahoo！Japan」のコンテンツである日本最大級の地域情報サービス「Yahoo！
ロコ」をはじめ、利用者数No.1のクチコミグルメサイト「食べログ」や、Googleの
ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Google+」の活用サポートを行う。“ネッ
トメディア”をキーワードとした最新のソリューションを、地域密着型のサービス
として展開。インターネットが次に向かうべき道は、グローバルからローカルへ。
情報が溢れ、価値観が多様化したこの時代、目指すべきは、ローカル情報の中に人
が動くべき価値を見出し伝えること。それをミッションとし、次代を担うWebコン
テンツやWebソリューションを提供しています。

グローバルメディアでローカル情報を発信。

街に音楽を。街に楽しさを。街に誇りを。
関連会社
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経験した一つ一つが自分の成長につながる。自分を成長させるにはもってこいの会社だと思った。

お客様が望んでいる自分でいるために、期待に応えられる自分でありたい、そうならなければいけない。

先輩の仕事

Ｑ：ＳＲＣを選んだ理由は？ 
学生時代から、将来は自分のお店を持ちたいと考えていました。企業・お店の人材採用に携わるこの仕事は、業界の縛りなくたくさ
んの経営者に出会える、色々な飲食店をみることが出来る。自分を成長させるにはもってこいの会社だと思いました。

Ｑ：印象に残った一言は？
カフェの店長から言っていただいた、『夢は知識』。その店長には公私共にかわいがってもらっており、僕が悩んでいる時に「物事が
見えてこないのは、知識がないからだ。君の仕事は、色んな業界を学ぶことが出来るし、色んな人と出会えて刺激を受けることが出
来る。この仕事で色んな世界を見ない手はない」と言ってもらいました。実はその店長も元営業経験者。当たり前のことかもしれま
せんが、ハッと気づかされた言葉でした。

Ｑ：実際にやってみて感じたこの仕事のおもしろみは？ 
担当するエリアは決まっているものの、そのエリア内で自分がどう動くかは自由。自分で考えて行動ができるので、アンテナを張っ
て好きなところに行けることが、まずおもしろいです。ですが、それは自分がどう行動するかによって業績も決まるということ。大変
な部分でもあると思いますが、経験した一つ一つが自分の成長につながっていると感じられます。

Ｑ：思い出深いお客様は？
新規でお取引をいただくことになった、リラクゼーションサロン。オーナーが気難しい方で、当初は自分のことを信頼してもらえて
いないのがわかっていました。それでも様々な原稿・媒体の提案をしたり、求人市場の情報提供を繰り返し行うことで徐々に心を
開いて頂き、やがて「信頼をしてもらえている！」と感じることが出来るようになりました。今では、僕が得意としている筆ペンで、お
店のメニューを書かせてもらったり、お店の内装についてもお話が出来る、そんないい関係を築けています。

Ｑ：営業する上で大切にしていること
最初は知識も経験も少なく、自分に自信がないため、「売っている」「買ってもらっている」という気持ちになりがち。でも気負いせず、
お客様に接するときには、 「お客様の人材採用をお手伝いしている」という気持ちを一本持つように心がけています。お客様に話し
ている内容はごくごく普通のことですが、そこに「お手伝いをしている」という意識を持つことで、自分のことを覚えてもらいやすく
なったと感じています。

Ｑ：入社のきっかけは？
もともと大学2年生からＳＲＣパートナーズのＶＯＩＣＥ事業部でアルバイトスタッフをしていたんです。「地域の社会貢献になるこ
とであればどんな事業でも構わない」、「学生がＶＯＩＣＥのスタッフを経験することにより、社会に通用するよう育成を行いたい」
という事業の考えに共感し、興味を持ったのがきっかけ。「変わった会社やなー」というのが第一印象でした。

Ｑ：教育担当になって 
「自分のことも満足に出来ない半人前の私に教育担当が務まるのか？」という不安はありました。でも、新人の教育に携わりたいと
いう思いもあり、教育担当を引き受けました。実際に新人を教育する立場になり実感したのは、「まず、自分がきちんとしなければ」
ということ。例えば先輩に言われたこと、上司に言われたこと、それをきちんと自分が出来ていなければ、教育担当とは名乗れない。
まずは自分がきちんと手本を見せる。そこを意識しながら新人教育をやっています。 

Ｑ：どんな新卒でした？
私ははっきり言って”出来ない”新卒だったと思います（笑）。入社当初はとにかくビビりで、積極的に営業することが苦手でした。
「私みたいな新人に仕事を任せてくれるわけがない」という勝手な思い込みから思うように行動が出来ず、気が付けば同期とは雲泥
の差が。同期は既存のお客様対応で手いっぱい。「私が今、新規営業をやらずしてどうする！」と一念発起。自分なりに工夫しながら
お客様への訪問を続けた結果、２年目には業績も向上しました。自分が行動した分がそのまま結果になって戻ってくる。地道な努力
の大切さを学んだ一年でした。

Ｑ：思い出深いお客様の一言
新規でお取引いただいた飲食店のオーナー。その方から「タウンワークという媒体ではなく、野﨑ちゃんを選んでんねん。野﨑ちゃ
んが書く原稿が一番ウチのことをわかってくれている。もし野﨑ちゃんがタウンワークを扱っていなくても、野﨑ちゃんを選ぶで」
と言って頂いたことですね。自分のことを認めてくれている、必要とされていることがわかって、とても嬉しかったです。

Ｑ：営業する上で大切にしていること 
常に「なぜこのお客様は私と取引をしてくれるんだろう？」と考えます。お客様一人ひとり、業界やその方の立場によって営業に求め
ていることは千差万別。お客様が望んでいる自分、期待に応えられる自分でありたいと思いますし、そうでなければいけない、その
為に「自分はどうすべきか」を考えて行動しています。

Ｑ：仕事のおもしろみは？ 
「事業のおもしろみ」と「会社のおもしろみ」の二側面があると思います。まず、「事業のおもしろみ」 は、会社・お店の根幹をなす
“人材”に関わるという部分。会社やお店にとって人の採用はなくてはならないもの。自分が考えた企画や広告で、お客様の事業計画
を左右してしまう事もあります。責任の重さもありますが、その分成功した時の嬉しさが大きい仕事です。
また、「会社（ＳＲＣ）のおもしろみ」 は、若いうちからリーダーやマネジャーの仕事を任せてもらえる事。「チームを持ち、チームの皆
で一緒に物事を達成する為にはどうしたらいいのか？」ということを自ら考え、実行する経験が早いうちから出来るところです。 

Ｑ：仕事がおもしろいと思い始めたのはいつから？ 
３年目辺りからですね。人の採用に関する自分の知識が、お客様に追いつくことが出来たと感じたのがその頃なんです。
入社してしばらくは、お客様の方が人の流れや人材採用に詳しい状態でした。人の流れやサイクルは１年周期なので、最初の１年は全
てが初めてのことで、とにかくがむしゃらにやるだけ。２年目でもう一回おさらいをして、抜けている部分を穴埋めしていく。３年目
でようやく慣れ、お客様に先回りしたアドバイスが出来るようになる。それくらいになると自分からの発信を増やすことが出来るよ
うになり、お客様からもプロとして見て頂けたり、年上の経営者の方からもアドバイスを求められたりして、おもしろみが増してきま
したね。 

Ｑ：営業する上で一番重視していることは？
お客様の期待をちょっとでも超える事。スピード、クオリティ、対応、成果…どれかひとつでも、お客様の期待を少しでも超えようと
思っています。期待通りの事をするのは 当たり前のこと。自分を選んでもらう為には、その期待を超えなければならない。また、超え
る事で他の営業や競合媒体への優位性も出来る。単なる媒体売りではない。自分がいる意義はそこにあると思っています。

Ｑ：仕事をする上で大切にしている部分は？ 
「自分で楽しむ事」。正直、仕事ですので楽しい事ばかりではありません。実際は楽しい事の方が少ないと思います。ですが、それはＳ
ＲＣの仕事に限らず全ての仕事に言えること。要は自分が“楽しむ事”が出来るかどうかだと思っています。楽しい仕事を待っていた
ら、成長はそこまで。自分の器に収まる仕事をすることしか出来ない。楽しくない仕事は、自分が出来ない事・苦手な事なので、それ
を“楽しむ事”で、その課題をクリアし、成長に繋がると思います。
「出来ないことを出来ないと受け止めて、それが出来るようになる為に進んでいくこと」。それが大切。

期待通りの事をするのは 当たり前。自分を選んでもらう為には、その期待を超えなければならない。

（株）SRC リクルーティング事業部　企画営業
出身校：立命館大学　理工学部

永井 康裕（ながい やすひろ）
（株）SRC リクルーティング事業部　企画営業
出身校：南山大学　経営学部

平野 友啓（ひらの ともひろ）

（株）SRC リクルーティング事業部　企画営業
出身校：関西大学　社会学部

野﨑 優（のざき ゆう）

2012年新卒入社。得意とする筆ペンで作成し
た自己紹介文や原稿提案書などをはじめ、“永
井にしか出来ないこと”を常に意識して日々営
業を行う。モットーは「笑顔」と「感謝」。

2010年新卒入社。３年目となる2012年より
「教育担当」に選任され、新入社員の指導を通じ
て“人を教える”“人に伝える”スキルを習得中。

「これから成長する子供みたいな組織」そんな会社の成長に貢献できるよう、自分も成長していきたい。
Ｑ：『営業職』を選んだ理由は？ 
もともと人の話を聞くことが好きなんです。自分の世界だけでは知り合えない人と出会える営業がやりたくて、新卒で選んだ仕事
も営業職でした。お取引頂いた後も継続してお客様をフォロー出来る、何かあったら自分を頼ってもらえる、そんな仕事をしたくて
『営業職』を選びました。

Ｑ：ＳＲＣパートナーズへの入社の決め手は？ 
仕事内容はもちろんですが、社内の雰囲気も重要視していた項目の一つ。最終面接でその質問を代表の横山にぶつけたところ、「う
ちの会社は、嫌いな人は採用しない。だから自然と同じような考え方、同じ志を持つ従業員が増えていく。ただ、悪く言えば今はまだ
まだ子供みたいな組織。だからこそ、これから皆で切磋琢磨しながら一緒に成長出来るのでは？」との回答をいただきました。
そこで、「会社の成長に貢献出来るよう、自分も成長していきたい」と思い、入社しました。 

Ｑ：営業する上で心がけていること 
まだ入社して間もない、私に出来ること。それは「笑顔」の一言に尽きます。
どんな時でも笑顔で訪問することを心がけています。また、「声のトーン」も大切にしています。ただ、大きな声を出せばいいという
ものではない。お客様の状況、店舗の雰囲気等によってそれを瞬時に判断できるよう意識しています。 

Ｑ：教育体制について
私の隣には常に「教育担当」の先輩がいて何でも聞ける体制です。訪問したお客様のところで回答に困ってしまった質問や、お客様
に持っていく資料のことなど、何でも丁寧に答えてもらえます。でもそれは教育担当の先輩に限らず、ですね。例えば私の電話の
トークやトーンにおかしな部分があれば、他の先輩からも適切に指示してもらえます。ただ単に「頑張ろう」ではなく、“具体的な
ゴール”を示してもらえるので、自分がどこを目指せばいいのかイメージを持ちやすいですね。 

(株)ＳＲＣパートナーズ　Recipe編集部　企画営業
出身校：高知大学　人文学部 

船越 朋子（ふなこし ともこ）

2013年中途入社。様々な人と出会うことの出
来る”営業”に魅力を感じ、前職でも営業を経
験。地元神戸に戻ってきたいという気持ちから
転職を決意。

2004年入社。2006年よりユニットリーダーに
任命され、メンバーを指導。2007年にグループ
リーダー、2009年にマネジャーに昇格。そして
2013年4月には統括マネジャーに抜擢され、神
戸本社全体の営業管理を行う。
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人材育成プログラム
キャリア形成の方針
ＳＲＣグループは、地域の機関として永続的な発展を目指すため、 人材育成に力を入れています。 
従業員一人ひとりが、ビジネスパーソンとして人間的にも成長できるように育成プログラム（ＳＢＡ）を設定し、
一人ひとりの人材価値向上に努めています。又、これらのプログラムは広く開放し、地域のビジネスパーソン育
成に貢献していきます。

ＳＢＡについて
各階層毎に研修を設定。短期（1-5年）、中期（5-15年）、長期（10-30年）を見据えた人材育成を行う制度。

ＳＢＡ

階層毎に設定した
ＳＲＣ人材育成プログラムの

総称

ＳＲＣ Business Academia

研修内容例

ティーチング講座
入社３年目までを目処に、教育担当と
して、指導力を習得。自ら行動し成果
をもたらすプロセスを第三者に伝達
する技術を学びます。

チームの目標を達成するためにメン
バーの力を結集する為の働きかけ・動
機づけの方法や指導・統率力を習得
します。

組織の目標・目的を達成する為の、組
織行動を高める総合スキルを習得し
ます。 経営と現場とのリレーションを
高め組織効率を最大化させる能力を
高めます。

経営者目線での企業運営を学びま
す。高度な経営判断を行う知識を得
ることで経営幹部育成を目指します。

リーダーシップ講座 マネジメント講座

経営管理講座 コーチング講座
本来的に個人が持っている力を最大
限発揮させるための、コーチング(導
く力)を身につける講座です。プロ
フェッショナルコーチによるトレーニ
ングを行います。 

基本的なマーケティングに関する知
識から、それを元に検討させるプロダ
クト開発の考え方など、多岐にわたる
マーケティング力を身につける講座
です。 

複雑なマーケットで如何にビジネス
を価値ある成果に導くか、その詳細
を分野毎に検証し知識化することで、
総合的に企業を見る目を養います。 

人に話をすることではなく、人に理解
をさせる、また、気持ちを鼓舞する、感
動を生む、共感を得る、といった技術
を習得する為の講座です。 

マーケティング講座 経営戦略講座

プレゼンテーション講座 経理・会計・財務講座
基本的な経理知識から、経営戦略に
関わる会計、財務戦略まで、企業内で
の地位に応じてその都度必要となる
知識を習得します。

将来独立・社内企業を目指す人材を対
象に、起業にむけてのノウハウを学ぶ
講座です。将来の地域経済を担う人
材の育成を目的としています。

企業の健全且つ正しい成長をもたら
す、理念、ポリシー、哲学などの役割に
ついて学びます。SRCグループなら
ではの事業理念についても深く検討
し議論する講座です。 

入社～3年においては、現時点で必要
なビジネススキル、職務スキルの習得。
「教育担当制度」におけるマンツーマ
ンのＯＪＴ。

アントレプレナー育成講座 経営哲学講座 

入社初期講座

役職者研修のイメージ

会社収益の適正な配分

フィナンシャルポリシー

グループ沿革
昭和63年 10月

平成元年 12月

平成16年 4月

平成17年 3月

平成18年 2月

平成21年 7月

平成22年 4月

平成22年 10月

現代表の横山 剛が大学在学中に兵庫県にて教育機器販売会社を個人創業 

株式会社ＳＲＣ設立　リクルート広告事業開始
資本金1,000万円
 

リクルート社　ＨＲ部門の神戸事業所と統合
　 
兵庫県下全域のリクルート広告取り扱い開始
平成25年現在、取り扱い件数関西No.1

株式会社ＳＲＣパートナーズ設立
資本金2,050万円
  
神戸の情報誌「Ｒｅｃｉｐｅ」の編集・発行
神戸ひとマガジン「裕ちゃんを探せ！」発行

株式会社ＳＲＣマネジメント設立
資本金及び資本準備金1億7,000万円 
  
ひょうご産業活性化ファンド及び日本最大級の投資会社であるＪＡＦＣＯ等が資本参加、ITソリューション・
ビジネスコンサルティング・キッズチアスクール(兵庫県下に12校34クラス)等の運営

ネットメディア株式会社事業開始
資本金2,400万円 
　 
ＳＢＭグルメソリューション社（Ｙａｈｏｏ!・ソフトバンク等の出資企業）との合弁会社
食べログ　正規代理店、Ｙａｈｏｏ！ロコ　正規代理店地域パートナー

株式会社ＳＲＣパートナーズ　神戸ひとマガジン「裕ちゃんを探せ！」創刊

兵庫エフエム放送株式会社設立
　
資本金及び資本準備金１億5,600万円 
 
Kiss FM KOBEの再生の為、ＳＲＣグループと地元優良企業、
エフエム東京や日本電波塔（東京タワー）らの共同出資にて設立し、横山が代表取締役社長に就任

（利益・資本に対する活用配分ポリシー→全てのステイクホルダーの為に）

※産休・育休制度は当然ながら、その他様々なライフスタイルに対応する
　多様な働き方を可能にしています。

（勤続年数と年収との相関係数）
相関係数：＋0.77※

より納得感のある評価制度による
短期的な収益の還元

ダム経営

待遇

蓄積

投資待遇

蓄積

投資

ＳＲＣグループ 年収・勤続年数 相関表

年
収

勤続年数

グループ
経常利益

給与・賞与

福利厚生

退職金制度

社内旅行
ＳＢＡ（教育研修制度）
家族手当/結婚・出産祝金等

グループ全体で制度化
経常利益の一定額を各人の
退職金として積立てる制度

会社の価値拡大と共に個人の
待遇も向上する

※当社は年功序列制度を採用していませんが、勤務期間に伴う成長を
　評価しています。（2013年３月 グループ全社員を対象に調査）
※プロットはイメージです。実際の年収を表したものではありません。

強い相関がある
中程度の相関がある
弱い相関がある
ほとんど相関がない

±0.7～±1 
±0.4～±0.7
±0.2～±0.4
±0～±0.2

※

自己資本の充実によって外部
環境の大幅な変化に備える

事業承継・ベンチャー企業育成・
新事業開発など

地域経済への貢献と
共に会社の永続的発
展をもたらす

-  10  - -  11  -



社　　　名 株式会社SRC 

設　　　立  1989年12月22日 

本社所在地  〒650-0021
 神戸市中央区三宮町2-7-4
 神戸日興ビル7F
 TEL 078-393-3077（大代表）
 FAX 078-393-3088 

姫 路 支 社  〒670-0917　
 姫路市忍町101　SPビル3F  
 TEL 079-287-1313（代）　
 FAX 079-287-1318 

資　本　金 1,000万円

主要取引先 兵庫県下の企業を中心に約2万社

社　　　名 株式会社SRCパートナーズ 

設　　　立 2005年3月23日 

本社所在地 〒650-0037　
 神戸市中央区明石町48
 神戸ダイヤモンドビル8F
 TEL 078-392-0901（代）
 FAX 078-392-0907

Recipe編集部 TEL 078-392-0508 

VOICE事業部 TEL 078-392-0901

資　本　金 2,050万円

社　　　名 株式会社SRCマネジメント 

設　　　立 2006年2月14日 

本社所在地 〒650-0037　
 神戸市中央区明石町48
 神戸ダイヤモンドビル8F
 TEL 078-334-0200　
 FAX 078-334-0567 

資本金及び 1億7,000万円資本準備金 

社　　　名 ネットメディア株式会社 

事 業 開 始 2009年7月7日 

本社所在地 〒650-0037　
 神戸市中央区明石町48
 神戸ダイヤモンドビル8F
 TEL 078-392-0635(代)
 FAX 078-392-0585 

姫 路 支 店 〒670-0917
 姫路市忍町101 SPビル3F

資　本　金 2,400万円 

関 連 会 社 SBMグルメソリューションズ株式会社

社　　　名 Kiss FM KOBE（兵庫エフエム放送株式会社）

設　　　立  2010年10月

本社所在地  〒650-8589
 神戸市中央区波止場町5番4号
 中突堤中央ビル4F
 TEL 078-322-0899（代）
 FAX 078-322-1008

東 京 支 社  〒102-0083
 東京都千代田区麹町1-8 JFNセンター7F
 TEL 03-5226-8990

資本金及び 1億5,600万円資本準備金 
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