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登壇 

 

司会：お時間になりましたので、これより株式会社シノプス、2021 年 12 月期第 2 四半期決算説

明会を開催いたします。 

本日はご多忙の中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。開催にあたりまし

て、各種お願い、ご連絡事項を申し上げます。 

本説明会は決算報告の後、質疑応答のお時間をもうけております。質疑応答はコントロールパネル

の Q&A 機能より、テキスト形式にて 15 時半頃までお受け付けいたします。15 時半頃から質疑応

答に移らせていただき、頂戴したご質問を読み上げ、ご回答いたします。お時間の関係上、全ての

ご質問にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。 

それでは、これより 2021 年 12 月期第 2 四半期決算について、代表取締役、南谷洋志よりご報告

いたします。 

南谷：皆様、本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。株式会社シノプス代表取締

役、南谷洋志でございます。 

それでは、これより 2021 年 12 月期第 2 四半期決算についてのご報告をいたします。 

事業内容、第 2 四半期の事業報告、その次に第 3 四半期以降の取り組みについてお話を進めてまい

りたいと思います。 
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まず事業内容でございますが、このように基本理念、ビジョンはずっと同じものを掲げておりま

す。 

右側にありますクラウド型流通業向け AI サービス、sinops-CLOUD というものでございますが、

これは昨年の初頭コロナ禍において、これまでパッケージを中心にやっておりましたビジネスか

ら、クラウドにおけるサービスに軸足を大きく移しました。 

センターにあるリアルタイム在庫機能を中心に、12 時の真上のところにあります惣菜から右側

へ、パン、精肉、日配と。従来からやっておりますサービスを、さらに難しいパンだとか惣菜とバ

リエーションを増やした、そういうクラウドにおけるサービスに大きく方向転換をしました。 

その結果、後ほど皆さんにご紹介しますように、収益がいったん落ち込むことを承知の上で、今後

長らく続けていく事業の骨格を大きく改革することに、コロナ禍を受けて取り組んでまいったわけ

でございます。 
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経営戦略は従来どおり同じでございます。 

それぞれの各業界におけるピラミッドのちょうど一番底の部分にあたる消費者の次の一つ、1 階層

上の小売業さん、黄色いその上の階層の卸売業さん。さらにその上の緑の部分のメーカーさん、最

終的には原材料。あるいは、場合によっては包装資材業さんという。各業界におけるピラミッド

を、デマンド起点、つまり最下流の部分からこの sinops の矢印が上へ延びておりますが、そうい

う各業界においてのデマンド起点のチェーンマネジメントを最適化するという趣旨で、われわれは

デマンドチェーンマネジメントを最適化することを実現するために、一連の事業を行ってまいって

いる所存でございます。 

今はこの一番手前の左側にある、ひときわ少し大きい食品業界の、さらに一番下の水色の部分、食

品業界の小売業さんに向けて安定シェア 40%を取って、その次のステップとしてその 1 段上の黄

色い部分の卸売業さんの物流を最適化します。さらにその上へとつなげていくようなかたちで、最

終的には「世界中の無駄を 10%削減する」という、一つ前のページに掲げておりましたわれわれ

のビジョンを実現するために、たゆまぬ研鑽、努力を続けてまいっておるということでございま

す。 
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それでは、第 2 四半期の事業報告に移らせていただきます。 

第 2 クォーターは売上高 4 億 4,500 万円、経常損失 3,900 万円でございます。 

クラウドサービスの受注数は順調に推移しておりまして、導入支援の売上高が当初よりも 138.3%

増という結果になっております。 

これは今後の、パッケージの選択をされるにせよ、クラウドでお客様が採用いただくにせよ、導入

支援が入り口でございますので、この数字が大きいということは、次のステップであるパッケージ

で契約いただけるか、あるいはクラウドの契約になるかという大きな可能性を秘めているというこ

とで、ご理解いただけるのではないかと思います。 

今後の売上増に大きく寄与する前の段階の導入支援が非常に増えておるんだということをご理解い

ただければと思います。 
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貸借対照表でございます。 

前期末に計上された売上債権の回収が進んだことが主な原因となりまして、流動資産は 2,000 万円

減少しました。製品開発投資が増加したことで、固定資産が 1,800 万円増加しました。3 番目のポ

イントとしましては、導入支援案件が増加したことで前受金が増えておりまして、流動負債が

4,300 万円増加しているところがポイントかなと考えております。 
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小売業の契約社数でございます。 

契約社数は、順調に 70 社から 77 社、トータルで 94 社まで増えておるということでございます。 

私どもがいつも申し上げておるシェア率でございますけれども、14%ほどでずっと推移してきたも

のが、このクラウドの新しいサービスがやっと、この 1 年ほど経過した後に明らかになってきてお

りまして、順調に増えてきておると。 

今後、後半も、今の導入支援の案件が全て契約に結びついていくのが十分想定されるわけですか

ら、今後はシェア率の向上も十分なアップが期待できるとお考えいただいていいのかなと思いま

す。 

 

次に、新規受注が進み、経常利益は 7,400 万円プラスとなってございます。 

右側にございますような売上の増減要因としましては、クラウドの新規受注に伴う導入支援売上の

増加ですね。先ほどから何度も申し上げていますが、導入支援がまずは入り口でございますので、

これが今後、この下期に向けても、あるいはもっと先の来期に向けても、大きな売上増の要因に寄

与するとお考えいただけるのではないかと思っております。 

それに伴って、売上原価も増えております。これはクラウドサーバーを利用させていただいていま

すので、これは固定費ではなくて変動費でございますが、当然その分が増えてくるにつれて、利用

料が増えていることは致し方ないとご理解ください。 
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次の社員数でございますけれども、私どもは好景気、不景気にかかわらず、一定数の社員増をずっ

と計画してきてございます。大体、昨年対比で 1 割から 2 割の純増を計画してきておりまして、今

回も、売上はいったん下がることは承知の上で、これは次に大きくジャンプするためのしゃがみ込

みだと思ってきております関係で、社員増も一定数のものを計画どおりに増やしております。 

その関係で、売上原価増になると。これは先ほどから申し上げております、クラウド移行に伴い売

上が一時的にダウンになるけれども、今のうちにしっかりと開発だとか、あるいは開発要員を充実

させていくことで、2 年後、3 年後に大きくジャンプするための礎になるだろうということで。社

員数増を止めないということで、昨対比 10%から 15%ぐらいを増員した関係で、原価が上がって

おるということでございます。 

販売費の増加、三つ目の項目でございますけれども、広告宣伝費を少し入れております。これまで

は、広告宣伝費は口コミを中心にほとんどやってきておりませんでしたが、やはり今後はある程度

の広告宣伝費を使って広くアピールしていこうという方向に軸足を移動しましたものですから、少

し広告宣伝費が増えておるということでございます。 

それに反して、リモートワークは、私どもはもう 3 年ほど前からかなり強くリモートワークを推し

進めておりましたが、コロナの関係で、テレワークでいいよというお客様が、コンセンサスがかな

り増えました関係で、交通費は激減しております。 

一昨年と比べましても大体 9 割減になっておりまして、少し最近は増えてはいますが、それでも一

昨年と比べましたら 85%ぐらいの旅費交通費で済んでいるのではないかという報告でございま

す。 

今後も絶対にお客様を訪れないと、訪問しないということではありませんが、レスポンスを早くし

て、テレワークを有効活用することをお客様から許していただける環境になってきておりますの

で、今後もテレワークを有効活用して、移動することの時間の無駄、コストの無駄を包括的に削減

して、効率性を上げていきたいと考えておるところでございます。 

最後は、東京都の補助金が 2,000 万円ほどでしたか、いただきまして、それが少し入っておりま

す。 

以上が、主な収支のポイントになるかなと思います。 
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これは先ほどから何回かの繰り返しになって恐縮でございますが、導入支援が非常に増えておりま

す。 

昨対比でも 1 億 4,000 万円になって、138%増えておりまして、非常に大きな要因になっておりま

すのが、今後、導入支援が終わると。導入支援と言いますのは、もう一度念のために定義します

と、お客様は 100 店舗とかの展開をされていらっしゃるときに、いきなり 100 店舗で全部使って

みるのはリスキーなものですから、やはりどこかのお店、できれば 3 店舗から 5 店舗ぐらいで実験

をしてみたいと。本当に sinops が事前に分析した数字でうまくいくのかという、石橋をたたいて

渡るというんですか、そういうお客様が多いわけで。導入する前に、事前に実店舗で実験してみた

いというフェーズがこの導入支援なんですね。 

それをやるということは、ほぼほぼ今までの経験からいって 90%以上、まず間違いなく成果が出

ます。その上で本契約をすると。その本契約が、これまではパッケージでお買い上げいただける契

約でしたけれども、今後は新たにわれわれが力を入れておるクラウドでお使いいただくものと、パ

ッケージという二者択一でありますが、ほぼ必ずどちらかを選択していただける。その第 1 フェー

ズが導入支援でございます。 

これが大きいということは、今後のこの下期、あるいは来期の初頭における大きな売上増の底力に

なっていくことを期待していただいていいと思っております。 
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この 2 行目に書いておりますが、クラウドサービスの利用企業社数は昨対比でプラス 19 社、この

3 月でもプラス 9 社になっていまして、トータル 45 社になっています。 

今既にある導入支援しているものも 20 社ほどございますので、今後その数字に 20 社ほどが加算

されるとご期待いただけると言えるだろうと思います。 

 

このクラウドの稼働アカウント数でございますけれども、現在のところ 1,926 アカウントでござい

ます。 

これは先ほどから申し上げている店舗数とは違いまして、アカウントというのは 1 店舗に大体 3 ア

カウント強があります。ですから、1 企業の 1 店舗で 1 アカウントしか使わない企業は本当に少な

くて、大体 4 から 5、多いところは 8 アカウントを同時に使うと。 

既存のお客様はパッケージを既にお買い上げいただいていますから、それにプラス、クラウドの新

しいサービスを使いますという場合は、1 アカウント、あるいは 2 アカウントぐらい。少ないもの

は、既にパッケージをお使いいただいている部分がほとんどでございますから。だから 1 アカウン

トとか 2 アカウントという、既存のお客様はそういうのがいらっしゃいますけど。 

新規契約させていただいているお客様は、はじめからクラウドで全部まかなうよと、クラウドのい

ろんなサービスを全部使うよと言っていただけるお客様が多い関係があって。1 店舗で 7 から 8 を

スタートから使うお客様も多い関係で、今後は右のグラフも、下のほうのグリーンは有償アカウン

ト、薄いグレーの部分は無償アカウントでございますが、無償はどんどん減っていくと思います。 
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もう期限が切れますので、もうやめましょうか、やめていただいて結構ですよというお客様もあり

ますが、このグリーンの部分の有償アカウントが、スタートのところは、先ほどから申し上げてい

ますように 1 店舗でいきなり 7 も 8 も使うし。ですから、この部分がどんと増えますし、新しい

お客様で 100 店舗、200 店舗の中大型の企業様は一気に店舗数も増えるわけですから。この部分は

今回、昨期と比べましてプラス 546 アカウントと書いてございますが、今後は最低でもこの規模

はいくでしょうし、場合によってはもっと大きな増を見込めるという、やっとその入り口に立った

ということです。 

2020 年 6 月ぐらいからクラウドを開始しました。紆余曲折でいろんなサービスが追加されてきま

したが、今回初めてお客様が、これはやってみる値打ちがあるねというところを、いくつかを絞れ

るところのみをお客様に提供するようなフェーズが、われわれも手応えをしっかりと感じるフェー

ズにやっと入ってきたかなというところでございまして。 

今の新しい新規のお客様とともに、既存のお客様も含めて、このグリーンの部分が今後一気に増え

ていくと私どもは捉えているところでございます。 

 

次にこの画面にありますのが、クラウドサービスにおける惣菜カテゴリーに絞ったんですね。昨期

と比べましてもこの三つの指標、売上、あるいはロス、あるいは一番重要な利益が、昨期と比べま

してもそれぞれ増加しておる。あるいはロスについては 5.5 ポイント減っておるということで、最

終的には 1 店舗当たりの平均が 12.9%、導入前と比べて増えているという効果が出ております。 
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これは東急ストアさんに限らずで、今も 5 社ほど並行して始めていただいていますが、今後さらに

改善効果をいろいろと工夫して上げていくつもりでございます。 

惣菜カテゴリーといいますのが、大体スーパーマーケットさんの全体の 1 割ぐらいの売上に相当す

るんですね。さらに、この惣菜カテゴリーは、皆さんお分かりだと思いますが、ロスが非常に多い

と。ただし、粗利が大きいんですね。大体平均、悪いところでも 4 割が粗利でございます。良いと

ころは 6 割ぐらいが粗利。 

ですから、平均 5 割ぐらいの粗利なんですけれども、全体売上の 1 割を占めているところで、売上

は 1 割で利益率は大体 50%が利益率。ただし、そこでロスを出す、つまり山ほど値引きシールを

貼らないと余ってくる。最悪は捨ててしまうというロスをいかに小さくするかというところで、最

終的なこの一番下の利益の増につながるわけです。 

これを、売上も増えているし、ロスも減っているから、当然、利益も上がってきたという。この三

つの指標を、お客様とともに、私どもは毎月のようにウォッチしています。 

これがかなり大きな貢献をしているということで、われわれの今、主たるターゲットであります食

品、スーパーマーケットさん。惣菜に力を入れていらっしゃるような元気なスーパーマーケットさ

んにお使いいただいて、大きな効果を上げられるということを、今後もわれわれの一番の主力の商

品、サービスとして展開していきたいと考えております。 

 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

13 
 

次はエリアでございますけれども、先ほど申し上げたような東京の東急ストアさんということで、

いろいろときっかけに、いろいろなところで、後ほどまだご紹介しますが、いろんなメディアに取

り上げていただいております。マスコミで取り上げていただいた結果、このように北海道のコープ

さっぽろさんからもお引き合いをいただいて、非常に良い効果が出ていますので、これを来期には

全店舗で展開いただくことは決定しましたので、これをご報告させていただきたいと思います。 

 

次は、実践リテール DX というものを発足させていただきました。 

これは、この 1 月に卸売業さん、あるいはメーカーさん、もちろん小売業さんを交えて、既に全部

で 41 社になりますので、ここをさらに拡充していって、広く日本全国で需要予測をして、在庫を

最適化したいと、あるいはそれを無人化、省力化して、システム化したいというところに集まって

いただいております。 

それを広く DX の大きな成果として共有する取り組みを、今後もわれわれはリードオフマンとして

やらせていただけたらいいなと考えて取り組んでいる次第でございます。 
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次は、IT 導入補助金の対象製品となっておりましたが、それがいくつかまた拡大をしておりま

す。 

sinops-CLOUD 惣菜、あるいは sinops-CLOUD の客数予測、その他ほかにも、あといくつか申請

しているものがございます。次の、この二つもなかなか魅力的なものだと認可していただいたわけ

ですけれども、今後いくつかのものも、もっといろいろとお客様、あるいはご利用される様々なス

テークホルダーの方に魅力を感じていただけるものも用意しておりますので、ご期待いただければ

と考えております。 
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先ほどから申し上げております、広報と IR 活動の具体的なものをいくつかご紹介したいと思いま

す。 

これは、まずコープさっぽろ様。いろんなこの業界内のメディアがいくつかありまして、新聞だと

か雑誌で取り上げていただいております。その関係で、こういう具体的なお客様からの引き合い

が、今、非常に増えております。 

特にこの左側の上から 2 番目、真ん中にあるがっちりマンデー！！に取り上げていただいたとき

は、直後に 20 社ほどからの引き合いをいただきました。これは食品系の、あるいはその他の小売

業様からの引き合いが多かったのも当然うなずけるんですけれども、それ以外にもわれわれが、需

要予測がこんなところで価値があると感じられる人がいるんだなというところからも引き合いがき

ております。 

今後は、われわれも気がついていない、在庫の最適化ではない、その少し周りにあるところの需要

予測における、いろんな先が、例えば台風が明日、明後日来そうなので、夕方の台風の来る直前に

はお客様が少なくなるだろうから、レジの人数は何人でいいよと、そんなところも予測するのであ

ったり。 

そういう在庫そのものではなくて、在庫最適化するために携わっていらっしゃる、周りのいろんな

作業をされていらっしゃる方の予測もするところにつなげていくことも、こういういろんなお問合

せ、あるいはご質問から、われわれも気付かされた部分ではないかなと思いますので、今後もそう
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いうところをしっかり吸い上げて、新しい展開にもつなげていきたいと考えているところでござい

ます。 

最後はウェビナーでございますけれども、テレワークでお客様に訪問する回数は、先ほどから申し

上げているように大体 10 分の 1 になっています。ところが、今回の説明会のように、WEB で勉

強会をしましょうと頻繁にやらせていただけるようになりまして。これは、先ほどのウェビナーが

終わったら 10 分後には別のウェビナーに入れるということも、物理的には可能になってきている

わけですね。 

ということで、営業マン、あるいは営業の支援をするチームが非常に時間軸をうまく使えると。時

間の有効活用ができるということで、このウェビナーを多用できると。それといろんな登場人物の

方をゲストとしてお招きすることで、多種多様な業界に向けてのアピールができるということでご

ざいますので。 

非常に新しい営業の展開として期待すると。より密度の濃い、密度の高い営業活動が可能だという

ことで、非常にわれわれ自身も楽しみにしているところでございます。 

 

長くなってしまって恐縮ですが、では次に、第 3 四半期以降の取り組みについてご紹介したいと思

います。 

当初、売上高は 12 億 100 万円という予想でございました。これは十分達成できると確信しており

ます。ただ、この中で導入支援は非常に増えておりますが、クラウドは当初よりも伸びておりませ
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んので、内訳をクラウドではなくて導入支援。これは先ほどから申し上げていますように、この下

期以降、今後大きく導入支援を経由して、上のパッケージがその二つ下のクラウドにつながってい

くわけなので、中の比率を変えさせていただいております。 

ただ、トータルとしては 12.01 億、営業利益では 1 億円という数字は、従来の初期の計画のままだ

と申しておきたいと思います。 

 

次は、四半期ごとの売上の推移でございます。 

従来は第 4 クォーターだけはドンと突出しておりまして、1、2、3 クォーターは非常に小さい、低

いかたちの絵を提示せざるを得ないような状況でございましたけれども、今期からはクラウドがや

はり徐々に効いてきております。 

このように、右肩上がりのグラフをご提示できることは、非常に当初、去年の春にこれをしたかっ

たわけなので、そのためには一瞬売上が下がることは重々承知した上で、あえてこの方向に舵を切

ったわけですけれども、それがうまく皆様に発表できるような方向にやっときたのかなと、私ども

は喜んでおるところでございます。 
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あと追加になるんでしょうけれども、ネットスーパー。 

コロナの関係で、今まで毎日行っていたスーパーマーケットが週に 1 回とかになる。でも欲しいも

のは突然出てくることがあるようで、ネットスーパーのニーズが非常に増えております。これをわ

れわれはいろんな最適に、ネットスーパーの事業をやろうとされている小売業さんに向けてのサー

ビスを、新たに開始しております。 

これはリアルタイム在庫で、お客様から電話だとか WEB でオーダーをいただいたものは、本当に

在庫があるのかどうか。それをすぐにフィードバックすることが、非常に重要な要になっていま

す。 

といいますのも、オーダーしたけれども 3 時間経って、すみません、欠品していますから何かほか

のものにしましょうか、みたいなものだとロイヤリティが下がるわけなので。これをオーダーした

直後に、これが切れているようですので、いついつ入りますけれどもお待ちいただけますかとか、

あるいは代替商品はこれですけれども、これでいかがですかということをフィードバックすれば、

消費者のニーズは満たされるわけですから。 

そういうリアルタイム在庫でレスポンスを早くするとともに、その商品をピックアップする現場の

アルバイト、パートさんに、どこにあるかを画面上でサジェスチョンする。これをセットでご用意

するようなサービスを開始し始めました。 
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これも非常にお客様の評価を高くいただいておりまして、今後もこのネットスーパーに対するサー

ビスは、さらに増えていくだろうと期待しておるところでございます。 

 

これは、先ほど申し上げました物流 DX です。 

単にそのお店だけの需要予測だけではなくて、後方の仕入先といいますか、物流センター側であっ

たり、そういうセンターあるいは仕入先の在庫を見て、どう発注したらいいのかも、物流のトラッ

クの運転手の方が減ったり、あるいは便を減らしてほしいという要望があったりします。 

そのときに毎日毎日、ぱらぱら、ぱらぱらオーダーしたのでは、物流センターも混乱を極めたもの

がなかなか減りません。 

ということで、われわれは賞味期限の長いものは今日発注するのではなくて、次回の発注、あるい

は次々回の発注でいいんじゃないかということは、ある程度、その 1 週間の需要予測をわれわれが

つかんでおる関係でサジェスチョンが出せます。 

そういうことで、物流を最適化しましょう、物流センターの中の物流効率を上げましょうという、

包含したトータル的な最適なサジェスチョンが出せることで、物流 DX という位置づけをして。そ

ういうところにわれわれは次の展開を考えておりますというご報告もしておきます。 
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次は新市場区分でございますが、従来上場させていただいておりますマザーズが、上場基準が変わ

ります。 

ということで、われわれはグロース市場というところに移って、そこでしっかりと、グロースです

ので成長をして、力強い企業基盤を拡充してから、次のステップを考えるべきだと考えております

ので、グロース市場へ展開を移すと。グロース市場に転換するということで考えておるところでご

ざいます。 
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最後は SDGs/ESG の関係でございまして、このように四つほどの各団体と、官公庁の皆さんと取

り組ませていただいているところでございます。 

以上で私からのご説明とさせていただきます。 
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質疑応答 

 

南谷：ここからは質問をお受けしたいと思いますので、Q&A ボタンからご記載をいただければと

思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

まず、導入支援の新顧客が複数店利用、多数店利用へ移行する平均的な時間軸を教えてください。 

また、導入支援の新規客は無償アカウントから始めるのでしょうか。無償アカウントから有償アカ

ウントへの移行動向も補足してください、ということでございます。 

これについて、ご説明申し上げたいと思います。 

大体、早くて 3 カ月、場合によっては 6 カ月が平均ではないかなと。これが導入支援で効果を出せ

て、その効果、結果を各企業さんの役員様に向けてプレゼンテーションします。それが最低 3 カ月

ぐらいの数店舗、パイロット店舗は 3 店舗から 5 店舗ぐらいですけれども、それを 3 カ月から、

場合によっては 6 カ月。基本的には、われわれは 3 カ月を推奨しています。それをもとに、その終

わった後に役員様向けにプレゼンテーションをします。そこで役員会にかけられて合否判定するん

ですけれども。ですから、大体 3 カ月で結果が終わって、1 カ月以内。ですので、3 カ月半から、

場合によっては 6 カ月半ぐらいが標準的な本契約、全店舗へ移行のための平均的な時間でございま

す。 

無償アカウントから始めるのでしょうか、という次のご質問でございます。 

大体はいくつかパターンがあるんですけれども、導入支援は有償です。これは大体、数百万から

1,000 万円を超えるようなところで有償でやるのですが、利用料はこのときは無償です。ですか

ら、3 カ月終わって、半月でプレゼンテーションをして、その後、役員会で決まって翌月からは、

大体そのときは有償です。とりあえず使ってみたいと、導入支援はリモートで簡単でいいよと言わ

れる場合は、サービスの中身によっても違うんですけれども、大体 1 カ月間は無償と今後は統一し

ていっています。 

もともとは既存のお客様に使ってみてくださいと、われわれも費用対効果がどれだけ出るかが分か

らなかったので、昨年は大体のお客様は無償でお使いいただいていました。ところが、もう 1 年経

って非常に魅力のある新しいサービスも増えてきていますし、あるいは全然、案外効果ないねとい

うものは、われわれもやめようとしておりますので。 
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ですから、今後は、無償アカウントで長く続けることはそもそもしないと。大体 1 カ月、長くて 3

カ月間無償で使っていただいてもいいですけれども、3 カ月経ったら決めてくださいねというのは

ありますけれども、基本的には無償アカウントのままスタートするというのは、導入支援あるなし

にかかわらず大体 1 カ月をベースにしております。2 カ月目から、長くて諸般の事情があって、こ

れはどうしてもこうこう、こうでと言われる場合は 3 カ月ぐらい待つこともありますけれども、基

本的には 1 カ月無償で、2 カ月目からは有償をベースにしようということで、営業に指示をしてお

るところでございます。 

その次。2019 年頃、ワークマンさんで試験的に半分ぐらいの店舗で導入されており、全店導入す

るというお話を伺いました。こちらの案件は、その後どのように推移したのでしょうか。そのとき

に比較検討された競合のサービスに対して、どのような評価をいただいたのでしょうか、というこ

とでございます。 

これは非常に残念なことなんですけれども、ワークマンさんはベイシアさんという、スーパーマー

ケットさんのグループでの企業さんです。実はベイシアさんという親会社が、私どもではない自動

発注を既に採用されていらっしゃいました。ワークマンさんはそれを採用することになりまして、

非常に残念ではございますが、ワークマンさんは私どもの製品を結局、最終的には使わないことに

なりました。 

全面的に私どもでお使いいただき続けることはないということで、ただ、といいながら続けていら

っしゃるので、比較検討されるのかもしれませんけれども。正式に、親会社が別のやつを使えと言

われているので、シノプスさんは使えませんということは言われたのは言われたので、具体的にど

うなるかは、今後、まだその推移は確定ではないということでございます。もし今後明らかになっ

たら、またどこかでお話しする機会があるかもしれませんけれども、今の段階ではそういうことで

ございます。 

今、追加で、ベイシアさんが使っているサービスはどこのものですか。大手 SIer さんのものです

か、ということです。 

そうです。大手 SIer さんですけれども、それは言葉では申し控えたいと思います。これは私ども

も、これまでライバルがいなかったかというと、あったんですけれども。というのは、簡単な自動

発注システムは、30 年も 40 年も前から実はあったんですね。ところが、私どものシステムは需要

予測型なんです。これは 18 年ほど前からやっていますけれども、よそにはなかったんですね。 

簡単に適正発注点という、発注するオーダーポイントを決めていて、発注する量も決めていて、こ

の量を下回ったら発注するという、この単純な仕組みは 30 年も 40 年も前からありました。 
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でもそれだと、金曜日、土曜日によく売れたら月曜日に発注するんだけれども、月曜日にどかんと

土曜日、日曜日に売れたものを発注しますから、火曜日、水曜日にどかんと入ってきちゃうんです

ね。賞味期限のカウントダウンが火曜日ぐらいから始まる関係で、日曜日には在庫があっても値引

きシールを貼らないと駄目だみたいなものが多かったんですね。ですから、われわれがやってきた

需要予測型が受け入れられたわけです。土曜日、日曜日にどれだけ売れそうかというものを、金曜

日の夕方に入るように木曜日に発注しちゃうわけですね。この仕組みを私たちが 18 年前からやっ

ていたんです。 

さらに最近は、日配品だとか惣菜品はもっと賞味期限が短いわけです。ですから、今日の朝に店頭

に出したら、今日の夕方 8 時には撤去せな駄目だという、賞味期限の短いものが得意なんですね。

それを今まで皆さんが、大手 SIer さんがやってこられなかったんです。リスクが大きいから。そ

こで失敗したらとんでもないことになるので、やれなかったので。大手 SIer さんは。 

とは言いながら、シノプスが一人勝ちというのも困るんでしょうから、いろいろとチャレンジし始

められているので、やれますという宣言はされています、どこも。ところが、実績が上がったとい

う話はどこからも今のところ聞こえていないので、なかなか大変だろうと思いますので。 

われわれは彼らが成功する、大手さんですから非常に企業力がありますので、やられるとは思いま

すけれども、われわれはもっと難しいところへどんどん、どんどん進んでいく努力を日々やってい

ますから。彼らが追っかけてきても、われわれはそのさらに難しいところを進んでいくことを、し

っかりと自分たちの行く先を見て今後も取り組んでいけばそれでいいだろうと思っているところで

ございます。 

ほか、何か質問はございませんでしょうか。なければこれで終わりたいと思いますけれども、よろ

しいでしょうか。 

でしたら、これで決算説明会を終わらせていただきたいと思います。 

本日は誠にありがとうございました。 

［了］ 

______________ 

脚注 

1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載  
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本資料に含まれる全ての著作権等の知的財産権は、特に明示された場合を除いて、当社に帰属しま

す。また、本資料において特に明示された場合を除いて、事前の同意なく、これら著作物等の全部

又は一部について、複製、送信、表示、実施、配布（有料・無料を問いません）、ライセンスの付

与、変更、事後の使用を目的としての保存、その他の使用をすることはできません。 

 

本資料のコンテンツは、当社によって編集されている可能性があります。 

 


