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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 月期通期決算説明会を

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設けております。15 時 30 分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 月期通期決算について、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まして、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。 
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それでは、これより、2021 年 12 月期通期決算についてご説明いたします。 

まず、当社が主に掲げております経営指標について、六つ記載させていただいております。 

一つ目、左上、シェア率、先期は 17.4%になりました。右側の契約社数ですけれども、初めて 3 桁

の大台に入りました。 

左下でございますが、クラウドの有償店舗数、これが 1,381 店舗に。右側の ARR、これは 12 月度

末の売上×12 カ月ということで、主に、来期は何もなくても最低これだけはベースにあるという

ストックビジネス、基礎の部分の金額とご理解いただければよろしいかと存じます。 

左側の上から 3 番目は、クラウド有償アカウント数です。2,946 となりました。 

ということで、主な経営指標をご紹介させていただきました。 

 

それでは、まず通期決算の主な指標の概要でございます。 

売上高は 12 億 100 万円ということで、これは当初の計画どおりの数値に着地をしております。詳

細は後ほど詳しくご説明申し上げますが、ポイントとしましては、導入支援の 3 億 2,900 万が、増

減率の列を見ていただきますと 130%、2.3 倍になってるということで、これは非常に大きな伸び
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ということがおわかりいただけると思います。詳細についてはこれも詳しくご紹介しますが、これ

は今後、展開に大きく寄与するスタートのラインがこれだけ増えたということで、今期もしくは今

期以降、大きな収益の源泉になるとご理解賜ればと存じます。 

営業利益は 1 億 4,200 万、経常利益は同じく 1 億 5,600 万で、これも大きく伸びております。これ

は皆様ご存じだと思いますが、昨年、一昨年は、コロナの関係で大きく事業転換、従来のパッケー

ジからストックビジネスであるクラウド型に切り替えるために、大きなジャンプのため 1 回しゃが

み込むということで、皆さんにご報告申し上げたとおりでございますが、いったん落ちましたの

で、昨対で 6.2 倍ということは、あまりお話しできるような内容ではないかもしれませんが、とり

あえず当初の大きなジャンプのためのしゃがみ込みは、それなりの成果が現れたんではないかと言

わせていただけると思います。 

 

売上高の内容で、昨対がこのように 32.1%ですけども、その前と比べると、2019 年の 12 月期から

も、やはり 1 億 2,000 万ほど増えているということで、今後は大きな飛躍の端緒になった年であっ

たと見ていただけるのではないかと期待をしてよろしいんではないかと思っております。 
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営業利益でございます。 

これも当然でございますが、昨年が非常に少なかったので、やっと上向きになっておりますが、こ

れも 2 年前から比べるとまだまだでございます。ただ、パッケージのビジネスからクラウドに移行

したことで、クラウドになりますと、営業利益の単価、利益の額、比率はどうしても少なめになり

ます。 

ただ、いったん受注してしまうと、ずっとコンスタントに売上が上がるということで、われわれの

大きなベースの利益の確保の下支えになると言えると思います。 
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原価でございます。 

私どもの一番大きなのは、どうしても人件費でございます。人件費が大きなベースにはなりますけ

れども、これは 15.5%増えております。7 億 1,900 万円が人件費の分でございまして、外注費が

68.4%、これもコロナのためのクラウドの新しい商品サービスに大きく舵を切り、変えましたか

ら、そのための外注の部分もおしなべて増えているとご理解賜ればと思います。これが 8,900 万円

ほどになったということでございます。 

あとは、地代家賃、旅費交通費が、そんなに大きくはないんですけども、やはりコロナの後、ちょ

っと低く抑えられているということでございます。 
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次は、シェア率でございます。 

2020 年の 12 月、一昨年は 15.1%だったものが、2.3 ポイント増の 17.4%まできたということでご

ざいまして、常に申し上げてますが、シェア率は、私どもは非常に大きな指標として捉えてます。

今後、この安定シェアと呼ばれる 40％に向けて、後ほどご紹介しますが、大きな指標の一つとし

て今後も注視していきたいと考えております。 

真ん中の契約社数は、初めにも申し上げましたけど、やっと大台に乗りました。先期は 85 社から

プラス 15 社の 100 社に到達したということでございます。契約件数に至りましても、この棒グラ

フにありますように、大きく飛躍したということでございます。 
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ARR の状況でございます。 

これも ARR は、先ほども申し上げたと思いますが、12 月決算でございますので、12 月末の売上

に相当する売上額×12 カ月分、つまり 12 月末の時点で、来期はどれだけの売上に寄与するか。こ

れはクラウドビジネスだからこそ言える指標ですけれども、この ARR をご説明申し上げたいと思

います。 

これは、27.2%増、6 億 9,800 万円になりました。これ何もしなければ、今期は 6 億 9,800 万がベ

ースでありますということですが、大きくクラウドビジネスに舵を切っておりますので、今後はそ

のままであるということはあり得ません。必ずこれをベースとしてさらに大きな飛躍を、このクラ

ウドのサービスで賄っていきたいと考えていますので、期待していただいていいのではないかと考

えております。 
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そのクラウドに対する有償アカウント数の状況でございます。 

この棒グラフにありますように、有償の部分が一気に 1,342 増の 2,946。棒グラフの緑の部分、一

気に増加したということで、これはこのベクトルの方向で行き続けるかどうかは、お約束はできか

ねますけれども、これをどんどんと増やしていくということで、ストックビジネスを安定した売上

の基盤を確保していきたい。これを全社従業員一丸となって増加させるべく、全力を挙げて取り組

んでいきたいと考えている次第でございます。 
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NRR は、横展開になるスピードとかそういうものですけども、横展開の、店舗展開といいます

か、一つのチェーン店さんに初め数店舗入って、それが実験のパイロットとして成功すると、必ず

横展開していくということで、非常に横展開のスピードが進んでございます。 

3 店舗ぐらいトライアルでやって、やめることもお客さんの選択肢の一つではあるんですけども、

やめるという時期、状況はほとんどないということで、安定的にこのように 100%を超えて推移し

ているということでございます。 

若干の波はありますけれども、これはお客様のご希望のスタートのタイミングの関係があります

が、必ず 100%を超える、つまり増え続けていってることが見てとっていただけるのではないかと

思います。 
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これから、今後の成長戦略についてご説明申し上げたいと思います。 

当初は、従前から申し上げてますサプライチェーンマネジメントならぬ、デマンド・チェーン・マ

ネジメント、つまり、供給側目線ではなくて需要者目線。つまり、レジの POS データを元に、デ

マンド起点でチェーン・マネジメントを最適化するということ。当社はもう 20 年ほど一貫して、

日本にはサプライチェーンは馴染まない、DCM こそが日本の性格的、商習慣的、あるいは食に関

わる賞味期限、消費期限の、日本人なりのこだわりの深さから、当社は DCM 構築ということを提

唱してきています。それをますます大きく花開かせられるのではないかと考えていますが、それを

これからご説明申し上げます。 

まずは、安定シェアと呼ばれる 40%のために、今年度中には必ずや 20%をクリアしたいと考えて

ます。 

2 番目に、クラウド中心のビジネスモデル移行をほぼ完了しております。実はまだいくつかのテー

マがございます。お客様から、これをクラウドにしてほしいとか、あるいは従前の製品を早くクラ

ウド化にして、全部クラウドで賄いたいというお客さんもございます。そういうことを、必要なも



 
 

 

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 

12 
 

の、あるいは重要なもの、緊急なものから優先順位を決めて着々と進めておりますが、今後、それ

をほぼ完全に移行できるような方向に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

3 番目には、sinops プラットフォーム構築ということで、小売業に今まで軸足を置いてやってきて

おりましたが、今後は、後ほどご紹介します、他企業の皆さんとデマンド・チェーンを川上へ、つ

まり卸売業、製造業、あるいは原材料業、運送資材業、そういう、供給していただいている川上に

向けて、シノプスのプラットフォームの需要予測をつなげていって、全体のチェーン・マネジメン

トのプラットフォームを構築していきたいと考えております。 

 

そこで、小売業へ向けては、しっかりとした前提条件が必要かと思います。これには、この左側の

矢印が、上から下へ伸びてるものがあります。これは小売業様へ向けての、これまでのサービスレ

ベルをさらに深化、深めていこうということに大きく取り組んでおります。 

具体的には、例えば東京の東急ストアさんであったり、その他のところからがっぷり組んで、どん

どん難しいこと、これまではあり得ないと思われたところをどんどんチャレンジを続けておりま

す。 
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これは今からもう 10 年近く前に、日配カテゴリー、牛乳、卵、豆腐をやった時に、業界からはそ

んなことは無謀で多分できっこないと言われてましたが、それを成功させてから、われわれはもう

10 年近く経ってます。最近は、真ん中の左側にありますが、対象カテゴリーが、惣菜であった

り、パンであったり、精肉であったり、賞味期限が非常に短い、あるいは、入荷データと出荷デー

タが微妙に変わるとか、相場で変わるとか、そういったものも含めてわれわれは成功してきており

ます。今後さらに、客数予測とか、本部送り込みのサジェスチョンだとか、さまざまなサービスを

どんどん深めてまいりたいと考えております。 

それと、右側の矢印が、このチェーン・マネジメントで最適化する取り組みでございます。物流改

善サービスであったり、原材料に向けての自動発注に、どんどんと展開を川上に向けてやってい

く。 

これを同時に、私ども 1 社では難しい部分がありますので、今後、それぞれの業界ナンバーワンの

企業様とタッグを組んで、大きなチェーン・マネジメントの最適化に向けて実現をしていきたいと

考えております。 
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小売業様のサービス深化で、具体的には右側の図を見ていただければと思うんですが、時計の文字

盤でいう 11 時頃に相当する、AI 値引きがございます。この AI 値引きが、非常に、今年入ってい

きなり、いろんなところから高い評価をいただいております。 

これは、この 12 時のところにある、昨年からやっておりました、惣菜の需要予測をやっておりま

す関係の中で、AI を使って、惣菜の値引きロス、廃棄ロスを最適化する余地があるんだけどでき

てないということを、いろんなお客様から課題をいただきました。 

われわれ、AI で、この商品はもう 20%引きで値引きしておくべきだとか、あるいは、この商品は

21 時の閉店までには十分売り切れられるので、夕方何時になったら自動的に 30%値引きのシール

を出すみたいなことはやめましょうということ、単品ごとに売れ筋を予測して、値引きシールの発

行のパーセンテージと、発行の枚数とタイミングを適宜お店ごとに出すというサービスでございま

す。 

これは非常に大きな成果が上がってきておりまして、さっそくそれを聞きつけられた企業さんが、

いろんなところからオファーをいただいております。AI 値引きは今、惣菜に限って開発したもの

でございますけれども、今後はいろんなカテゴリーに当然対応できますので、もちろん賞味期限の

長いものは対象外になるんでしょうけど、賞味期限が短くて、今日明日中に売ってしまわないと駄

目だというようなものに対しては全てのカテゴリーに対応できます。 

今後はこれのカテゴリーへの横展開も当然だし、この AI 値引きを欲しいと言われているお客様、

非常にたくさんオファーいただいていますので、今後こういうサービスのレベルを深めていくこと

に大きくチャレンジしていきたいと考えております。 
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次は、プリンターメーカーさんでサトーさんというトップシェアの企業さんがいらっしゃいます。

このサトーさんと協業をやる。前々回の IR で発表させていただいたと思いますけども、彼らが持

っていらっしゃるプリンターに、先ほど申し上げた AI の値引きの値引きシールを、発行枚数と、

金額とタイミングを、最適なもののデータをわれわれが算出して、それをプリンターにダイレクト

に送る。 

そうすると、お店の店頭、あるいはバックヤードで、自動でそのシールが出てくる。シールが出て

きましたよということを店員の方にお伝えするだけで、それをぱっともぎって、その該当商品に貼

るだけなので、従来から大きく作業を軽減することもできてますし、もちろん値引きのロスが非常

に少なくなったという、一挙両得でメリットがあるということをサトーさんと一緒にやってござい

ます。こういうことを取り組んで、さらに深めていきたいと考えておるところであります。 
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次は、この間の IR でも発表させていただいて、日経新聞等でも伊藤忠さん側からも発表されたの

で、皆さんご存じの方も非常に多いと思いますが、伊藤忠商事さんと業務提携を進めました。 

伊藤忠さんとは、先ほどから申し上げてますデマンド・チェーン・マネジメント、彼らはバリュー

チェーンと命名されていらっしゃるようですけども、一緒なわけです。川上の物流、卸さん、ある

いは 3PL という物流専門の会社さん、あるいは、その川上のメーカーさんまで、われわれが手を

付けられてなかったところを、彼らの得意とするそういうメーカーさんから、3PL、卸へとつなが

っている上流コード、彼らと一緒に展開していこうということで、提携をしました。 

今後は、ジョイントベンチャーを設立することも睨んで、まだ詳細は何も決まっておりませんが、

深く協議を重ねていって、業界全体に大きなメリットを出せるような形で、共に取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。 
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次に、今期の業績見通しについてご説明申し上げます。 

売上高が 24.8%増の 15 億円ちょうどを見込んでおります。営業利益は、前期比プラス 40.5%の 2

億円ちょうどを見込んでおります。 
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次にストック売上です。 

これも 9 億 7,800 万、前年比 56.1%増で、全体からすると 65%、ストックの部分ということでご

ざいます。 

ARR は、右側ございますけども、今期が 10 億円。先ほどご紹介した 12 月末のストックビジネス

売上×12 でいきますと 6 億 9,800 万です。今期 12 月末×12 ではちょうど 10 億円で、43.2%。こ

れも大幅な増になるだろうと計画してございます。 
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次はコストの部分でございます。 

先ほどより申し上げてます、私どものコストの比率は圧倒的に人件費でございます。ですから、売

上もそうですけども、利益を増やすためには人をあまり増やさないほうがいいんじゃないかとお考

えになられる方もいらっしゃるかもしれませんけども、優秀な人材を採れる時にしっかり採って、

来期だけではなくて、企業というのは数年先を見て、マーケットを見て、施策を打っていくべきで

ございましょうし、その分、やはり人材は入れてもすぐになかなか戦力としてなりません。ですか

ら、コンスタントに、私どもは昨対比で 1 割から 2 割ぐらいの純増を計画してございます。 

この 2～3 年は少しブレーキがかかっておりましたけども、常にわれわれは人材増、純増を施行し

てやってきております。今期は、これからのストックビジネス、あるいはマーケットに対する深化

をしたサービスが拡充されてきておりますので、これは 2 年後、3 年後を見て、2 割ぐらいをしっ

かりと純増していこうと考えている次第でございます。 

ここで、ご説明は終了とさせていただきます。 
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質疑応答 

 

南谷 [A]：ここからは、ご質問をお受けしたいと思います。 

それでは、まず一つ目のご質問にお答えさせていただきます。 

需要予測の当社独自のメカニズムがあるとすればどういったものですか。どういう点が難しいので

しょうかというご質問にお答えさせていただきます。 

最近、どこの会社でも AI 需要予測をやってらっしゃいます。私どもは、実はもう十数年前から AI

はやってまして、ただし、最近のはやりのディープラーニングといわれる AI ではございません。

ディープラーニングは、機械学習、ディープラーニングとよくいわれるんですけど、あれはわれわ

れがやってる需要予測には使えない。 

断言してしまうのはちょっと語弊あるかもしれませんけど、われわれも実は社員に、大学あるいは

大学院で AI を専門にやっていた人間、特にディープラーニングをやっていた人間が何人もいま

す。彼らがいろいろ研究しておりますけど、やはりそのディープラーニング法の AI では使えない

ということです。詳細についてはここでは申し上げませんが、うちがやらせていただいているの

は、エキスパート法という AI でございます。 

エキスパート、つまり専門家が過去の経験から仮説と検証を交えて、連立方程式、つまり不確定な

変動要因をいっぱい取ってきて、それを一つずつ紐解いていくという連立方程式。不確定な変動要

因をベースにしていかに最適解を出すかという、不確定な変動要因ベースの連立方程式をいっぱい

作って、トライアンドエラーをしてきました。 

これは二十数年前からずっと、初めからやっている需要予測が、われわれのそのエキスパート法と

呼ぶ AI ですけど、これはやはり相当な失敗経験があってこその今の成功パターン、連立方程式の

式の定義とそれぞれの式を解く順番とかいう、さまざまなことが経験値から確立されてきておりま

す。 

これは、やはり一朝一夕ではなかなか難しい。今から同じことやれといっても、やはり同じ 18

年、20 年はかからないにせよ、少なくとも 10 年以上はかかるだろうと私自身は思っています。と

いうことで、それだけの失敗をされるのかと、ライバルの企業さんが。私は非常に疑問ではあるん

です。もちろん優秀な皆さん、ライバルの企業さんですから、われわれより早くその答えを見つけ

られるのかもしれませんけど、なかなかそれを解き続けるのは難しい。 
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ましてや、私どもが成功しているということで、いろんな企業さんが口伝えでいろんなところへ広

めていただきますけども、これから取り組もうとされてるような小売りチェーン店さんが、それを

新しくやりたいと、うちができますよとやられているような、うちとは別の SIer さんと、その失

敗をよしとして、もう 1 回チャレンジし始めるのかということはなかなか現実問題ではあり得ない

のではないかと思っています。 

ということで、私たちがやっている独自のメカニズムは、仮説と検証に基づいて山ほど失敗をして

きてるから、今の式が完成されている､今のロジックが完成されているということなので、これが

われわれの一番の強みと言えるのではないかと考えております。 

次の質問に行かせていただきます。 

競合を含め、シノプス社は業界の立ち位置として何番手なのか。またシノプス社の競合との違い、

優位性をあえて教えていただきたいですということです。 

後半の部分は先ほど申し上げたのとオーバーラップしますので割愛します。立ち位置は、多分、導

入実績は、うちは一番だと自他共に認めさせていただいてるところです。もう今、100 社の導入事

例でございますけれども、やはり私どもが一番多いんだろうと。 

競合のプレゼンをさせていただく時も、一番実は金額的には高いんですけど、最終的にうちで決ま

るということで、非常に、これは過去何年も続いてきてますから、私どもが圧倒的に一番だと、今

のところは僭越ながら認識をさせていただいてるところであります。 

ただ、傲れる者は久しからずでございますので、どんどんと皆さんが追い上げる以上に、初めのほ

うに申し上げましたけれども、小売業さんに向けてのサービスと品質とロジックの整備はどんどん

深めていくし進めていくというダブル深化を間断なく、われわれの全力投球として邁進していくこ

とは当然だと考えております。 

次の質問に移らせていただきます。 

大きなチェーン店ほど内製化されるイメージはありますが、今後シェア率を高めていくための戦略

とボトルネックについて教えてくださいということです。 

大手さんは、確かに非常に内製化を既に進めておられました。といいますのも、私どもが小売業の

需要予測型自動発注システムをやりますと言ったのは、今からもう 17 年から 18 年ほど前です

が、その時は、もう既に第 1 世代といわれる自動発注システムは、ほとんどのチェーン店さんが使

ってらっしゃいました。 
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それは非常にシンプルなものでございまして、セルワン・バイワン方式といいますか、一つ売れた

から一つ買う、具体的には 1 ケースだとか、1 ダースとか売れたから同じものを発注するという､

非常にシンプルなものは、もう既に 17～18 年前にほとんどのチェーン店さんは入れてらっしゃい

ました。 

ただ、それではうまくいかないので、ほとんどは自動発注、駄目だと言われるのが業界の通説でし

た。なぜ駄目だということになってたかというと、週末にたくさん売れるのに、土曜日の午後か日

曜日の午前中で売り切ってしまってて、もう欠品だらけで、日曜日の晩は物が店頭にないというこ

とであったり、あるいは、月曜日に休み明けたりすると、どーんと入ってきてバックヤードがいっ

ぱいになると。 

先ほどのセルワン・バイワンみたいなシンプルなものだと、どうしても、需要の動向を先取りして

ないものですから、そういうふうに物流とのアンマッチであったり、バックヤードのスペースとの

アンマッチであったり、あるいは、パートナーさんの人の手当のアンマッチであったりということ

で、ほんとにイタチごっこでした。ということで、現場からは、自動発注は使いものにならないと

いうことで諦められてたのが､今から 16～17 年前だと記憶しています。 

需要予測型でやり始めたのが、うちが一番最初だったと思いますけど、それは需要予測でそういう

ことが全部解消できたということの評価を、1 社目の会社で認めていただいて、2 社の会社でも認

めていただいてということで、彼ら、初め成功した企業様が口コミで広めていただいた。これって

すごいぞということで広めていただいたことが、われわれの優位性といいますか、なったので、大

きなチェーン店さんは、いったん全部それを捨てられた時期があったんです。未だに工夫をして使

ってらっしゃるところがありますけど、私どもはやはり、日配とか、最近は惣菜とか、値引きに対

応するそういうのはどんどんどんどん深化させてきてますので、特に惣菜の自動発注やっていると

ころは、今私どもが聞いてる限りはございません。 

日配カテゴリー、牛乳、卵、豆腐というカテゴリーに関しては、数社が、うちも日配カテゴリーで

きるようになりましたと数年前からおっしゃってられますけども、これが非常に大きな成果を上げ

ているということは、仮にも私の耳に入ってきておりませんので、そういったことでは、われわれ

はどんどんどんどん前へ進むことをやめないということで、これからも大きなチェーン店さんは、

やはりシノプスをトライアルしてみようかということをやっていただけるような準備をしておく。

あるいは、そういう大きなチェーン店さんでも私どもは何社もやらせていただいていますから、そ

ういうチェーン店さん同士の対応だとか情報交換の場がありますので、そこでやっぱりビフォアア



 
 

 

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 

23 
 

フター、これだけいいよということが浸透してくれば、大きなチェーン店さんもわれわれのほうに

振り向いてくれるのではないかなと。 

うちの営業も常にし続けておりますけども、やはり大きな政治的なつながりもございまして、正直

申し上げて、大きなチェーン店さんほど、おっしゃるように、すぐになんとかということはないん

ですけど、とはいいながら、そういう事例も過去たくさんありましたので、諦めずに、大きなチェ

ーン店さんに向けてもしっかりと営業活動と、われわれの製品のレベルアップを続けてまいりたい

と考えているところでございます。 

それでは、次の質問にさせていただきます。 

シェアアップしている主要因をどのように分析していますか。 

一朝一夕ではなかなか、これもいきません。本当に地道な営業、あるいは導入支援の努力、あるい

はサポート、保守のメンバーの、24 時間 365 日、保守やってますから、そういう全メンバーの合

わせられた成果においてのみ達成できているのではないかと思いますけども、やはり一歩一歩着実

に続けていくことこそがシェアアップにつなげる、最終的には答えではないかと考えて進めている

ところでございます。 

それでは、次の質問にお答えさせていただきます。 

需要予測での競合はどこになりますでしょうか。優位性が高い部分はどこになるでしょうかという

ことです。 

需要予測タイプは、先ほどとの繰り返しになりますが、二十数年前に、初め私どもがやり始めたの

が、当初から需要予測なんです。実は私が、大学の卒論のテーマが、在庫管理とそのシミュレーシ

ョンということで、需要予測を大学の卒論のテーマにしてたんですけど、世の中を見ると、自動発

注の仕組みとか在庫管理の仕組みは、素晴らしい発注をし続けることに尽きるんですけども、その

発注の算出は需要を予測してなかったんです、その当時から。22～23 年前ですか。 

私も初めから、需要予測をしてこそ初めての在庫最適であり、やっと自動発注はできると考えてお

りましたので、取り組んではおるんですけども、最近世の中でいうその AI 需要予測というのは、

先ほども申し上げましたように、ディープラーニング法による需要予測ですが、これは答えはなか

なか出ませんので、うちはエキスパート法による AI なんです。 

このエキスパート法による AI こそが、需要予測でのいい効果が出ると確信しております。という

ことで、そのやり方以外は AI の需要予測は出ない、ディープラーニングの AI による需要予測は結

果は出ないとわれわれは思ってます。 
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ここで少し時間をいただいて、なぜディープラーニング法の答えが今、出ないかというと、今のデ

ィープラーニング法の AI は、例えば囲碁の盤面、19×19 なんです。将棋は 9×9 でしたでしょう

か。チェスは 8×8 でしょうか。ああいう固定の盤面の上にあって、かつ、コマのそれぞれの動き

方がルールが決まっているというものであれば、それも何億通り分を、過去の実績、勝敗の実績を

紐解いていけば、おそらくこうしたらこうだというのが出るんです。 

けれども、今のわれわれがやっているのは、道路の前に新しい店ができるかもしれないし、向こう

側に競合店がリニューアルオープンするかもしれないし、特売セールをいきなり打たれるかもしれ

ないということとか、あるいは商品そのものも、毎年、毎年、1,000 を超えるような新商品が世の

中に出てきます。あるいは値段もそうですよね。値段も 228 円の牛乳がいきなり 50 円引きされて

しまうこともありますし、値段がころころころころ変わるので、価格弾性値も過去のとおりに動く

というルールもあってないようなものです。 

店長とか、本部バイヤーさんが、自分の思いで決める、あるいはメーカーさんと組んで、固定のも

のはないんです。ころころ変わるわけです。あるいは天候、気温もそうです。何時何分から急に大

雨になって横殴りの雨が降るとかといったこともあるし、大雪になって道路が寸断されるというの

もありますし。 

天変地異はちょっと例外としても、今、申し上げたような予測不可能なものがいっぱいあるのが、

ディープラーニング法で過去の例がないんです。過去のデータがないんです。特に過去のデータと

いいますと、やはり新しいデータが出てきた時に、その投入する過去実例は、数万から数十万の実

例しかありません。ということで、統計学的には大数の法則というのがあるんですけど、過去のデ

ータが少なければ当たらない､先は当たらないということです。 

ですからいろんな要因で、ディープラーニング法はそれのさまざまな要因に合致しないので、ディ

ープラーニング法を使った AI は、需要予測はできないというのが、われわれの社内の研究チーム

での答えでもありますし、私もそう思っているところです。 

ですから、AI の需要予測でやってますけど、AI の需要予測、ディープラーニングだったら私ども

の競争にはならない、私はそう確信をしてるということでございます。以上でございます。 

次のご質問でございます。 

伊藤忠さんとの提携による 2～3 年後の業績の寄与についてどの程度見込まれていますかというご

質問に対してでございます。 
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これは、実はまだ具体的ではございませんので、お話しするようなものはございません。残念なが

ら、次、あるいはその次になるかどうかわかりませんけども、今後の IR をご覧いただければと思

います。 

ただ、アップするのはまず間違いない、もちろん両社が、これは大きくいろんなビジネスに寄与す

るであろうと、だからこそ業界に対する大きなインパクトを与えられるからわれわれもビジネスと

して成り立つんだろうというようなことで業務提携しようとしているわけですから、具体的なとこ

ろはまだ申し上げるところはございませんが、アップする方向にあるというつもりでやってますの

は当然でございますので、それは今後 IR をお待ちいただければと思います。 

次の質問でございます。 

21 年 12 月期は、クラウド契約数は伸びました。新規とパッケージからの移行の割合を教えてくだ

さい。 

新規と既存ユーザーの割合は 60 対 40 ぐらいでございます。 

パッケージユーザーはまだ 4,000 契約ほどありますが、どのくらいの時間軸でクラウドに移行する

と考えてよいでしょうか。 

これは、やはりパッケージは、皆さんご存じだと思いますが、初期投資が必要なんです。というこ

とは、企業さんは皆さん、減価償却をされます。ということは、5 年から 7 年ぐらいをなかなか変

えにくい、更新しにくいわけです。 

ですから、5 年経ってはじめてという当初の計画ではありますので、一昨年ほど入れてるようなと

ころは、あと 3 年はどうしても使わないと駄目なんです。ということで、いきなりパッケージやク

ラウドにそのユーザーさんが置き換わるということは、年数がかかります。 

ただ、プラスアルファのサービスがあるんです。例えば、先ほどから出てます sinops-CLOUD 惣

菜は、実はクラウド版しかリリースしてません。ですから、パッケージで sinops-R6 という､全て

のカテゴリーが包含されているようなものに、プラスアルファでお使いいただくという企業さんは

実は増えています。 

というような関係になりますので、しばらく変わりませんよというパッケージの部分と、でも追加

でいけるものはこんなんありますというようなところが合算でいくところは、既存のユーザーさん

は非常に多くなる。 
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新しいユーザーさんは両方選択できるので、クラウドをわれわれはしっかり推し進めてますから、

クラウドの比率が大きくなるということになろうかと思います。どちらにしましても、これはお客

様の選択でございますので、われわれもしっかりとお客様のデメリットにならないような形でご提

案申し上げていきたいと思っておるところでございます。 

次の質問でございます。 

伊藤忠様との提携はまだ議論中だと思いますが、伊藤忠様の系列でいうと、ファミマ、PPIH、ユ

ニー等があると思います。商機的には小型のコンビニなのか、ディスカウンター、GMS なのか、

どちらかの方向に先に取り組みを行うことになりそうでしょうかということです。 

これ実は、伊藤忠様も八つのカンパニーがありまして、今回は食品カンパニーでございまして、こ

ちらは、食品のデマンド・チェーン、サプライチェーンを全体的にコントロールされていらっしゃ

るカンパニー、事業部です。ですから、直接コンビニにあるか、具体的にはファミマさんとあるか

というと、ちょっと事業部が違いますので、これは基本的には今すぐというのはないだろうと思い

ます。 

ただ、ここに書いていらっしゃるところ、特にユニーさんは、もう既に私どもはもう 8 年から 10

年ぐらい前からお使いいただいている、かなり古い時からのユーザー様でいらっしゃいますので、

ここはもっともっとわれわれのサービスを深くつながっていきたいとわれわれも考えてますし、そ

ういう営業努力を進めております。今後は当然もっと深くなると思います。 

その他は、具体的には特段申し上げられませんが、業界全体を包含されるということは、当然大手

商社さんですから、1 社、2 社というレベルではなくて、業界全体を包含したいという意図で取り

組んでいらっしゃるのはまず間違いないと思いますので、今後はそういう、業界全体を取り組んで

ということに、われわれも一致団結して協力して成果を上げていきたいと考えているところでござ

います。 

次の質問でございます。 

シェア 40%目指すのは M&A を含めるのかどうか、ですか。 

いや、われわれが M&A するというのが、シノプス社は IT ベンダーでおります。ですから、小売

業を買うことは今、考えておりません。IT 会社を買うかに関しては、これはシェアの計算には入

りませんので、ないという感じでございます。どちらにしましても、シェアと M&A は一緒ではな

い、同義に捉えていただくことはないとお答えをしておきたいと思います。 

次の質問でございます。 
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22 年 12 月末の ARR10 億のうち、クラウドサポートの内訳を教えてください。今期のストック売

上が 9.78 億円であることを考えると、期末にかけてサポートの ARR は相当減るのでしょうかとい

うことでございます。 

まず、クラウドとサポートの比率は 70 対 30 ぐらいを想定しております。サポートの ARR は、維

持もしくは微減にはなるであろうと考えております。クラウドへ移行する部分がありますから、そ

れは当然そういう形にならざるを得ないということでございます。ただトータルとしては、どーん

と大きくストックビジネス分が増えるということでございます。 

次の質問でございます。 

今後、需要予測で課題となる部分はどこになるとお考えでしょうかという質問です。 

需要予測は、100%は当りません。これは皆さん、お客様にもどれだけ当たるのということをよく

聞かれますが、統計学的には 66%強は優位性があると私は学校で習った記憶があるんですけど。

ですから、少なくとも外れた時にどうするかということが重要だと思うんです。ですので、需要予

測の精度云々はあんまり問題ではない。 

ということは、その精度以外で何か課題かというと、予測が不確定な変動要因を想定して予測する

わけですけど、その要因が、それこそ想定外のものが出てきたらどうするのということなんです。

常にそれはそういうことなんです。 

ですから、東北大震災の時もそうですけども、あの時も私どものお客さんが、3 社ほどの中の数店

舗が全く止まった、あるいはもう潰れちゃったということがあるので、ああいうことはまさに予測

外ではあるんですけど、その時はどう対処を打つかが重要なんです。 

あの時のように、お店がもうなくなっちゃったということは、お客様もこれ仕方ないと。買いに来

られる方も激減してるわけですから、当然それは問題ないという話ですけども。それよりかもっと

小さい話でいきますと、例えばテレビで、これがおいしいと言われて、どーんと売れてくる。皆さ

んが、我先にと買い占められたとか、あるいは、例えば全然あんまり置いてても仕方ないようなも

のを、私、このヨーグルト大好きと言って、旅行に来た人が大人買いされて、3 ケースあったら全

部持って帰るとかいうようなことがある場合は、これは予測は外れるんですけど、それもやはり要

件を見ると、そういうわれわれはノイズといっているんですけど、需要予測は、ノイズはつきもの

なんです。 

ですから、そういう瞬間的な需要の暴れという、われわれが言うノイズをどう捉えるか、しっかり

とノイズと通常の信号を分けるということ。あるいは、その信号にノイズが来た時に、どういう要
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件でノイズ来たかということ、それをどういうふうに運用でカバーするかという、運用とのセッ

ト。 

ですから問題があった時に、いかにそれを運用にアラームとして上げるかというところは重要なの

で、需要予測で、今から 20 年ぐらい前からずっとやってますから、需要予測で課題っていうの

は、正直申し上げて、生意気な言い方になるかもしれませんが、あんまり最近はそんなにはないで

す。 

ただ今後は、生鮮三品もやってほしいという要望がやっぱり出てきております。その生鮮三品は、

特に露地物であったり、魚は天候とかいろんなもので、外的な要因で変わります。それをいかに予

測するかというのはテーマなんです。 

不定感という。例えば、入りが豚肉半身で入ってきて、出る時は肩ロースとかバラとかで、包丁を

持って捌かれる人の裁量に委ねられる部分が多いのに、それを供給をどうするかというと、ころこ

ろころころやっぱり、人によって包丁を持つ方によって変わりますから、それをどうするかという

ところに関しては、予測の範囲を越えてしまうのかもしれません。 

そういうことを、もうそれは普通ないよね、予測じゃないよね、みたいなところもお客様は要求さ

れてこられますから、それをいかにわれわれ逃げずに立ち向かって、1 歩でも 2 歩でも、より良く

なるように改善を進めていくかということを続けていけるかどうか、ということは需要予測での新

たな課題、またそれに対する取り組み姿勢みたいなものになるのではないかなと思っています。 

それでは、次の質問に移りたいと思います。 

伊藤忠様との提携で、ファミリーマートなど大手小売チェーンと取り引きが急拡大する可能性はあ

りますか、です。 

直接あるかどうかは、まだこれからなんとも言えません。先ほど申し上げましたけど、伊藤忠さん

との取り組みでも、あそこは八つ大きなカンパニー、事業部がありまして、それぞれが完全に独立

した別会社みたいなものですから、ファミリーマートさんがやっていらっしゃる事業部とは今回、

別のところですから、それは直接、今のところはないとお答えしておきたいと思います。 

大手小売チェーンとの取り引きは当然、急拡大かどうかはわかりません、これはお客様の意思、エ

ンドユーザーさんの意思が強いですから、取り巻かれるステークホルダーの方も、それぞれの大手

チェーンさんにいらっしゃいますから。あるいは、SIer ベンダーさんとか、コンサルティングファ

ームさんとか、素晴らしい大企業様、取り巻いている方たくさんいらっしゃいますから、それを急
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に私どもに持ってこれるかどうかというのは、私どもは大きな期待をできるところはないと考えて

おるところでございます。 

現時点の当社の最大課題はというご質問でございます。 

これはなかなか。これまで企業ですからいろんな課題がありました。その度に、モグラたたきのよ

うに叩いては、また別の所にモグラが出てくるみたいな。これはいい言葉で言えば、ボトルネック

を解消していくといことですけど、ボトルネックの解消で、必ず一つのボトルネックを解消したら

次のボトルネック出てきます。 

今のボトルネックは何かというと、セキュリティーの問題がよく私は注意をしています。それと品

質管理も非常に注力をしています。これは終わりがありません。ということで、セキュリティーに

関しては、やはり油断をしてると蟻の一穴からということもありますので、常に目を光らせて、蟻

の一穴が生まれないようにすることは、セキュリティーに対しての、考え方だと思っています。 

それと、品質管理に関しても、二重三重にしておいても、やはりバグも出ます。ロジックもやはり

想定外のこと、全てのことを想定して事前にテストがなかなか、残念ながらできかねる時があるん

ですね。そういう時も、いかにその二重、三重、四重に、多重化と多様化といいますか、多重にセ

キュリティーと品質の保全をしておりますけれども、何重もかけておるだけでは駄目ですね。 

多様に、セキュリティーと品質対処、まだわれわれが思わないところで、新しいソリューションが

いっぱい出てきてますから、それを使うこともそうですし、われわれ新しいソリューションをつく

ると、新しいプログラムを作っていくということですから、そこにセキュリティーとクオリティー

を高めていくことは常に課題としてあるということで、大きな二つの私の考えです。これは先ほど

も申し上げたように、ずっと続くと考えているところでございます。しっかり取り組んでいきたい

と思います。 

次は、4Q に従来型の売上の塊があって、今は毎年マイナスが続いてますが、今期も同様に減少

し、4Q は減益になるのでしょうか。 

前期と今期は、21 年と 22 年の 4Q は、利益比較は同じぐらいと見ております。ただ過去数年間、

4Q がものすごく大きかったんです。投資家の皆さんに非常にご心配とご不安をもたらしてしまっ

てたんですけど、私どもも実は一緒でして、4Q にならないと売上も利益も確定できないのかとい

うのは、非常にストレスが私自身もありましたし、いろいろなことで課題ということで、2020 年

のコロナの時に、これはこのタイミングで、どっちみち売上が落ちるんだったら、平準化のために
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ストックビジネスを増やそう。そのためにはクラウド化にしようということを決断したわけですか

ら、今後はかなり減っていく。毎年､今後はどんどんと減ってくる。 

今期、2022 年の 1Q から 4Q までの推移と、それまでの推移は多分、大きく異なっていると思いま

すが、今後どんどんと変わっていく、平準化されていく。1Q になったら 4Q まではだいたい見え

るということで示していきたいと考えております。 

ちょうどお時間となりましたので、以上で 2021 年 12 月期の通期決算についてのご説明を終了さ

せていただきます。本日は誠に長い時間ありがとうございました。失礼します。 

司会 [M]：本日はご参加いただきまして、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 

2. 会話は[Q]は質問、[A]は回答、[M]はそのどちらでもない場合を示す 
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