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イベント概要 
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[イベント言語] JPN 
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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、2022 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。 

それでは、これより、2022 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。 

それでは、これより、2022 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。 

まず、決算ハイライトからでございます。 

経営指標の進捗状況についてご説明申し上げます。 

シェア率は 18.6%になりました。契約社数は 7 社増えて 101 社となりました。クラウド有償店舗

数は、昨対比 232.8%増で、1,827 店舗になりました。ARR は同じく 57.2%増で、8 億 9,600 万円

になりました。 



 
 

 

サポート 

日本   050-5212-7790    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 

3 
 

クラウド有償アカウント数は、同じく 536.6%増の 5,710 になりました。NRR でございますが、

2022 年平均で 111.0%、2022 年 6 月累計の平均で 105.1%になっております。 

 

次に、第 2 四半期実績でございます。 

売上高は 6 億 4,500 万円、前年比で 45.1%増えております。営業利益は 6,200 万円でございます。

前年比 1 億 1,500 万円の増でございます。 

クラウド売上高が前年比 1 億 2,600 万円増加したことが主要因となり、売上高は前年比 2 億円増の

6 億 4,500 万円となりました。クラウド売上高が前年比 88.8%増になったことが主要因となり、営

業利益が 6,200 万円となりました。 
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次に、売上高の状況でございます。 

第 2 クォーター累計売上高は、前年比 45.1%増の 6 億 4,500 万円。そのうちのストック売上比率は

65.5%となりました。クラウドサービスの全店舗展開が完了した企業が増加し、クラウド売上高が

前年比 88.8%増の 2 億 6,800 万円となりました。クラウドを中心とした導入案件数が引き続き高水

準に推移しており、導入支援売上高が 1 億 5,700 万円となりました。 
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次に、売上原価・販売費および一般管理費の状況についてご説明申し上げます。 

第 2 クォーター累計売上原価は、前年比 26.6%増の 3 億 6,300 万円。営業費用は前年比 17.0%増の

5 億 8,300 万円でございます。 

クラウドサービスの展開が進んだことが主要因で、売上原価率が前年比 8.2 ポイント減少しまし

た。クラウドサービスの展開に伴い、通信費が前年比 83.5%増の 6,600 万円となり、売上高に対す

る通信費率が 10.3%となりました。 

人件費が前年比 4,400 万円増となった一方で、リモートワーク推進による本社オフィス半減によっ

て地代家賃が前年比 600 万円減となりました。 

 

次に、営業利益の状況についてご説明申し上げます。 

第 2 クォーター累計営業利益は、前年比 1 億 1,500 万円増の 6,200 万円。クラウド売上高が前年比

88.8%増になったことが主要因となり、営業利益 6,200 万円、前年比プラス 1 億 1,500 万円となり

ました。 

クラウドサービス中心のビジネスモデルへの転換が進展し、四半期連続で黒字となりました。 
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次に、シェア率の状況でございます。 

シェア率は前年比 1.5 ポイント増の 18.6%。契約社数が前年比 7 社増の 101 社となりました。 

 

ARR の状況でございます。 

クラウドの新規受注・店舗展開が進み、ARR が前年比 57.2%増の 8 億 9,600 万円となりました。 
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2021 年から本格展開したクラウドサービスの新規受注が順調に進み、ARR が前年比 1 億 7,800 万

円増加しました。クラウドサービスの店舗展開が進み、ARR が前年比 1 億 5,300 万円増加しまし

た。パッケージユーザーのクラウドサービスへの移行により、サポート・レンタルが減少したこと

で、ARR が前年比 500 万円減少しました。 

 

次に、クラウド有償アカウント数の状況でございます。 

クラウドユーザーの店舗展開が加速し、クラウド有償アカウント数が前年比 4,813 増の 5,710 に増

加しております。 

クラウドユーザーの店舗展開が加速し、稼働アカウント数増加に寄与しました。クラウドサービス

のみを利用しているユーザーの店舗数が増加し、1 店舗あたりのアカウント数が前年比プラス 1.5

の 3.1 アカウントとなりました。新規受注とあわせて店舗展開を加速させることにも注力し、有償

アカウント数は前年比プラス 4,813 の 5,710 となりました。 
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NRR の状況についてご説明申し上げます。 

全店舗展開が完了したクラウドユーザーが増加し、NRR の向上に寄与しております。 

以下要因が NRR の向上に寄与しました。 

全店舗展開が完了したクラウドユーザーが増加し、有償アカウント数が増加しております。 
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次に、通期業績予想についてご説明申し上げます。 

2022 年 12 月期通期業績予想は、売上高 15 億円、営業利益 2 億円でございます。 

クラウドサービスを中心とした収益構造の転換を進め、売上高は前年比 24.8%増の 15 億円を計画

しています。クラウドサービスの有償アカウント数を拡大することで利益率を向上させ、営業利益

は前年比 40.5%増の 2 億円を計画しています。 

 

次に、ビジネスハイライトについてご説明申し上げます。 

まず初めに、経営方針でございますが、従来より踏襲しております、DCM 構築へ具体的に動き出

す。ということでございます。 

本年度は、経営戦略の柱である DCM 構築に向けて、具体的に動き出しております。まず一つ目、

シェア 40%を目指し、2022 年中に 20%を達成する。2 番目、クラウド中心のビジネスモデル移行

を完了する。3 番目、sinops プラットフォーム構築を開始する、でございます。 
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シェア 20%達成に向けてでございますが、下期にかけて新規受注を増やし、2022 年 12 月末時点

でシェア率 20%を目指す、でございます。 

上期は既存ユーザーの店舗展開に注力しましたが、下期から新規受注を加速させる計画です。今期

は引き続きスーパー中心に営業活動を行い、全体シェア 20%達成を目指します。 
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次に、クラウドビジネスへの移行でございますが、新サービス、AI 値引きの引き合いが順調に増

加しております。 

2022 年 4 月にリリースした新サービス、AI 値引きの引き合いが順調に増加しています。実証実験

中の企業が複数社あり、既に正式契約した企業も増えております。値引き業務の経験が少ない従業

員の方でも、AI が値引き率とタイミングを最適化することで、売上・利益向上に貢献できます。 

 

sinops プラットフォームについてご説明申し上げます。 

まず第 1 番目、伊藤忠商事社との協業でございます。これまでの小売業に加えて、彼らの得意とす

る卸・メーカーに小売データを連携開始します。 

シノプスと伊藤忠商事社との協業プロジェクトでは、卸・メーカーに小売データを連携開始しまし

た。物流センターの在庫削減やオペレーション効率化、メーカーの物流コスト削減を目指します。 
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二つ目のプラットフォームでございますが、東京都市大学との共同研究を開始しました。 

東京都市大学の伊坪研究室は、ライフサイクル環境評価を専門にしている研究室です。sinops を

導入いただいている小売業を対象とした、食品ロスをと対象とした環境影響評価に関する研究の共

同研究を開始しました。 
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三つ目でございます。需要予測とリアルタイム在庫を核として、流通業全体の DX を推進するとい

うプラットフォームでございます。 

sinops は、需要予測・リアルタイム在庫をコア機能として、流通業全体の最適化を目指していま

す。これまでは自社サービスを中心に展開してきましたが、今後は様々なサービスとも連携するこ

とで、流通業全体の DX を進めていきます。 

 

最後に、ESG に関する取り組みについてご説明申し上げます。 

まず初めに、食品ロス削減でございます。食品ロス削減を中心に、ESG に取りに関する取り組み

を実施しております。 

惣菜カテゴリにおいて、ロス率 13.4%削減の実績が出てきております。東京都や大阪府などとも連

携し、食品ロス削減への取り組みを強化しています。 
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次に、資源をムダにしない、でございます。 

なにわエコ会議、CO2 削減・プラスチックごみ削減コンペで大賞をいただきました。 

リモートワークの推進と本社縮小により、リモートワーク導入前と比較して、まず、電力消費量を

前年比 63%削減しました。次に、CO2 排出量を同じく前年比 63%削減しました。最後に、紙の使

用量も前年比 40%削減しております。 
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新入社員の増加でございますが、多様な個性を持つメンバーが活躍しやすい環境づくりに注力して

おります。 

多様な個性を持つメンバーが活躍しやすくするために、FFS 診断というサービスを開始しておりま

して、メンバーの個性やストレス要因を把握し、四半期ごとにストレス状況を確認しております。

また、従業員アンケートを毎月行うことで様々な意見を集め、各種制度や仕組みに反映しておりま

す。 

それでは、これで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ので、Q&A ボタンからご頂戴いただけれ

ばと思います。 

何かご質問はございませんでしょうか。ご質問を頂戴しましたので、お答え申し上げたいと思いま

す。 

ご質問の内容でございますが、短期間で有償アカウント数、店舗数が急伸しました。チェーン店で

の導入が進んだのでしょうか。主な導入チェーン名と導入経緯は、ということに対してご説明申し

上げたいと思います。 

具体的な会社名は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、主に、既存のお客様が 1 回や

ってみたいということを、手を挙げていただいて参加がスタートしました。ただ、当初は、効果が

上がるかどうかわからないので、無償アカウントということでしたが、条件付きで、効果が上がれ

ば有償で、あるいは横展開しますよということをお客様にあらかじめ申し上げておりました。 

おかげさまで、10 ぐらいの新しいサービスが、ほぼ半分以上が素晴らしい効果が上がってきてい

るということで、それぞれの無償でやっていただいていたお客様が、どんどん有償に切り替えてい

ただいたと。初めは数店舗でトライアルしていたものが、全店舗で横展開するという結果になった

おかげで、一気に有償アカウント数、店舗数が増えたました。ということでご回答とさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

次のご質問でございます。第 1 クォーターと比較して、第 2 クォーターはほぼ同じ売上高なのに営

業利益が縮小しています。この要因についてご説明くださいというご質問でございます。 

これは主には、社員の増加でございます。新卒入社が 10 名、既存社員も 6 名だったと思うんです

が、一気に 4 月に入った関係で、どうしてもそういう先行投資、人件費の増ということで営業利益

が縮小したということが一番大きな原因だとご理解いただければと思います。 

次のご質問の内容は、3 店舗ほど実証し、その後全店導入に至る説明を先ほど、私申し上げました

ということで、全店導入に至る割合はどの程度のものなのでしょうか。AI 値引きの事例を見ると 4

割程度に見えますが、その理解で良いですかということです。 
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ほぼ 100%が全店導入に至っております。ですからこれは、AI 値引きはこの 4 月からの新しいサー

ビスが非常に好評ですということを先ほど申し上げたのですが、昨年から、いろんなサービスを矢

継ぎ早に出しておりました。 

まずは、リアルタイム在庫であったり、あるいは惣菜の自動発注であったり、CLOUD 惣菜という

名前なんですけれども。あるいはクラウドの客数予測であったり、そういったものは、ほとんど皆

さんが実証実験をやってみて、これは効果が出ているということで、ほぼ全店舗展開になっており

ますので。この全店導入に至る割合はということに対するお答えは、ほぼ 100%ですということで

ご回答させていただきたいと思います。 

次のご質問でございます。中長期業績見通しについて、どうイメージすればよいでしょうかという

ことでございます。 

我々は、大体年間売上、昨対比 20%増をいつもイメージしております。そのベースを計画にうた

っておりまして、それで全部いろんなスケジュールを組んでおります。今後も 20%をキープする

んだというような施策をどんどん打っていきたい。もちろん、それを上回ることも当然やらないと

20%はキープできませんので、皆さんにお答えする内容としては 20%はキープしたいですと。社内

的には、それを上回るような施策を打ち続けておりますということでご回答とさせていただきたい

と思います。 

次のご質問でございます。今期予算対比で上期進捗はインラインに推移しているということでよい

でしょうか。 

そのとおりでございまして、計画通りということでございます。 

ご質問いただきました。競合サービス、または類似サービスはありますかということでございま

す。 

似たようなサービスはあるにはあります。競合と言えるところもあるにはあります。ただこれは、

これまでも何度も申し上げてきておりますので、何回も聞かれた方も多数いらっしゃると思います

が、同じ土俵の上で相見積もりをしていただくほうが、我々はありがたい。なぜならば、優位性が

明らかになってくるからです。 

ロジックもそうですけれども、サービス、あるいはフォロー、あるいはコンサルテーション的ない

ろんなノウハウみたいなものも、やはり我々はもう既に 100 社を超えた実績がございまして、非

常にたくさんの失敗原因、失敗要因も実は、あんまり胸張って言えることではありませんけども、

失敗をやってきた経験が、それだけ経験値でありますので。その引き出しの多さみたいなものは、
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お客様にご理解いただけるわけですから、競合の方、類似サービスと一緒に相見積になってやるほ

うが、我々としてはくみしやすい、ありがたいということではございます。 

答えになっているかわかりませんが、あるにはありますが、優位性は非常に高いと思ってますとい

うことでございます。 

次の質問でございます。無償アカウントが一気に有償に切り替わり、無償アカウントが枯渇してい

るように見えます。足元商談中、実証中のパイプラインはどの程度積み上がっていますでしょう

か。定量的に解説いただけるとありがたいです。 

まずは、枯渇しているわけではないです。というのは、無償アカウントは、先ほども申し上げまし

たように、既存のお客様、当時 70 社から 80 社ぐらいあったんですが、そのお客様の中で手を挙

げていただいたお客様に、大体半分以上のお客様、手を挙げてやってみたいということだったんで

すが。その方たちはほぼ 3 カ月以上、半年ぐらい経つと全部横展開されてるっていうのは、先ほど

から申し上げてる流れですけども。 

これから新規ユーザーっていうところに、今もちろん展開して営業活動しているところも多数ござ

います。それは見込みとして我々はカウントしてますけれど、それは皆さんにお話しするレベルで

はございませんで、まだ申し上げてないだけで、実際営業活動は多数しておりますので。 

その中で今後、既存のお客様で成果が上がってきたよっていうことを、これを実績としてお客様に

ご案内できるという非常に強い営業のツールも手に入れることになりましたから、さらに営業力を

レベルアップさせて新規のユーザーさんを獲得していくような段取りを日々、営業活動し続けてい

るということでございますので。 

ただ、定量的に出しなさいっていうのはなかなか難しいと思います。ということで、今後の我々の

IR 活動をご注視いただければよろしいんではないかなと思います。 

次の質問にまいりたいと思います。中長期的な売上高の伸び、プラス 20%以上方針ですが、営業

利益率は 13.4%からどの程度まで向上できますか。 

数年後には、まずは 20%の伸びということを計画しております。今は、パッケージからクラウド

に切り替えるという大手術をした直後でございまして、その分先行投資でいろんなものが手探りで

増加しております。 

これは先ほど申し上げた人材の新規の投入ということも大きな要因ではあるんですけども、今後、

クラウドのサーバーの利用の仕方であったり、あるいはセキュリティの強化であったり、全くこれ

までとは違う路線で今進んで、まだ 2 年目でございますので、手探りでいろいろとやっている関係
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ではありますが。これはだいぶ目鼻が見えてきておりますので、今後は営業利益率は 20%という

ことを目標として切り替えていけるんだろうということで計画しております。以上でございます。 

ほかに質問ありませんでしょうか。 

ご質問いただきました。中長期の有償店舗数目標などがありましたらお教えください。また、その

前提条件がありましたらお教えくださいということです。 

店舗目標はないですね。というのは、今はスーパーマーケットさんを中心に力を入れています。そ

のスーパーマーケットさんも、基本的に 400 億円以上というのは、ざっくりとした閾値なんです

ね。ただ、これまでのターゲットの 400 億円以上のスーパーマーケットが第 1 目標ですというこ

と、第 1 ターゲットっていうか、我々の主たる目標の指標なんですけれども。クラウドに切り替え

たことで、400 億円って売上の閾値がだいぶ下がってきております。 

ということで、その分、店舗数が 50 店舗以上あるというところは少ないんですけれども、社数は

増えると思います。ですから、店舗数も若干それに伴って増えるとは思います。ということで、タ

ーゲットの分母が変わりつつあるということでございますし、有償店舗数の目標値っていうのは、

じゃあ全部といったら数万店舗あるんですけども、それのシェアは 40%取りたいわけですから。 

そういった意味では、ざっくりとしたシェアにおける、シェアからくる店舗数の目標数値というの

はありますけども、これも初めに申し上げたような分母が微妙に変わっていって、ハードルがじわ

じわと下がってきている関係がありまして、これはまだターゲットそのものが明確ではないので、

今具体的な目標をここでお話しするということはできないということでご了解いただければと思い

ます。 

ほかにどなたかご質問ございますでしょうか。 

ご質問がないようでございますので、2022 年 12 月期第 2 四半期決算についてのご報告を終了さ

せていただきます。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 

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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