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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。 

本説明会は決算報告の後、質疑応答の時間を設けております。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 2022 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。それではこれより、2022 年 12 月期通期決算についてのご報告をい

たします。 

三つの項目についてご説明申し上げます。まず一つ目、昨年 2022 年 12 月期業績報告でございま

す。二つ目に、今後の成長戦略。三つ目に、本年度 2023 年 12 月期の通期業績見通しでございま

す。 



 
 

 
 

 

それではまず、2022 年 12 月期業績報告からご説明申し上げます。 

経営指標の進捗状況でございます。 

シェア率は、昨対比 1.4 ポイント増の 18.8%となりました。契約社数は、同じく 3 社増の 103 社。

クラウド有償店舗数は、同じく 62.5%増の 2,244 店舗。ARR につきましては、10 億 2,900 万円で

ございます。次に、クラウド有償アカウント数は、同じく 153.2%増の 7,460 アカウント。NRR に

つきましては、2022 年平均で 106.4%、最終第 4 クォーターで 100.7%となっております。 



 
 

 
 

 

売上高は 14 億 5,500 万円、昨対比 21.1%でございます。同じく営業利益は、57.1%増の 2 億 2,400

万円でございます。先ほどから述べています ARR につきましては、47.5%増の 10 億 2,900 万円と

なっております。 

 

売上高の状況でございます。 

 



 
 

 
 

売上高、前年度比 21.1%増の 14 億 5,500 万円のうち、ストック売上比率は 63.5%でございます。

クラウド売上高が、前年度比 89.7%増の 6 億 400 万円となったことが主要因となり、ストック売

上比率は 63.5%となりました。 

ちなみに、ストック売上の明細でございますが、サポートとレンタルとクラウド、この三つの項目

を合わせてストック売上と定義してございます。 

 

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。 

通期の売上原価は、前年度比 18.5％増の 7 億 5,300 万円、営業費用は、前年度比 16.2％の 12 億

3,000 万円となっております。 



 
 

 
 

 

次に、営業利益の状況についてご説明申し上げます。 

営業利益は、前年度比 8,100 万円増の 2 億 2,400 万円でございます。 

 

次に、シェア率の状況でございます。 

シェア率は、前年度比 1.4 ポイント増の 18.8%。契約件数は前年度比 4,557 アカウント増え、トー

タル 1 万 1,995 件となっております。 



 
 

 
 

 

ARR の状況でございます。 

クラウド店舗展開が進み、前年度比 47.5%増の 10 億 2,900 万円でございます。 

 

クラウド有償アカウント数の状況についてご説明申し上げます。 

大型スーパーの店舗展開により、クラウド有償アカウント数は、前年度比 4,514 増の 7,460 まで増

加しております。ちなみに、昨年は大型案件、皆さんもご存じだと思いますが、西友様と、あとも



 
 

 
 

う 1 件のさらに大きな案件、これはお名前は公表できませんが、この二つの大きな案件がございま

した。それも 1 クォーターだけに集中するのではなく、クォーターごとに何百店舗ずつ増えていく

形でございますので、このように 4,514 アカウントが増えたということでございます。 

このグラフを見てもおわかりいただけますように、第 4 クォーターが少し伸び悩んでいるんじゃな

いかということでご心配されていらっしゃるかと思いますが、これに関しては、先ほど申し上げま

した大型案件が第 2 クォーターから第 3 クォーターまででほぼ終わりました。 

ちなみに、現在は営業案件が 10 ほどございますが、その中の約半分の 5 社が大型案件でございま

す。大型案件の定義は、100 店舗以上のチェーン店さんです。それが約 5 件あると。その中の 4 件

は、今までのわれわれの経験からいって、ほぼ受注できるだろうということですので、これは伸び

悩んでいるのではなくて、今期 2023 年のところでもご説明申し上げれるかと思いますが、そこに

向けての準備段階だとご理解いただければと思います。 

ちなみに、皆さんがよくご質問される中に、クラウドの 1 アカウントあたりの月額費用はいくらだ

ということをよくお聞きになられますが、これまでは、最低の金額は、月額利用料が 1 店舗 500

円からでした。今は大体、大きいものは何万円というサービスメニューもございます。 

現状は、リアルタイム在庫、客数予測、日配品、あるいはグロッサリー、雑貨、Pad/Got で、大

体 1 店舗あたり 6 アカウントが、初期にご契約いただけるケースが増えてきております。これで合

計しますと、約 10 万円を超えるんですが、大型案件ですので、ボリュームディスカウントが当然

ございまして、大体、平均 1 店舗あたり月額は 3 万 5,000 円ぐらいの水準で推移しているというこ

とでございます。 

この金額に関してはまた後ほどご説明申し上げますが、初めに申し上げましたアカウントの数は、

大型案件が 100 店舗以上を 5 社営業中でございまして、4 社が受注できたとすれば、それだけで

600 アカウントあります。掛けることの 4 社でも 2,400 アカウントで、今期も十分なアカウント増

を見込めると申し上げることができると思っております。 



 
 

 
 

 

NRR の状況でございます。 

この 5 回のクォーターで、それぞれ 100%を超えているということです。 

 

シェアの説明でございます。 

小売業全体で 18.8%と、先ほども述べましたように、ここでも記載させていただいております。こ

れは、真ん中のグリーンのところの網の中に書いてありますように、売上 400 億円以上の小売業



 
 

 
 

（コンビニ様、百貨店様を除く）296 社の中で、われわれがどれだけシェアを持っているかを指標

にこれまでもしてきております。 

ただ、このオレンジ色のところにありますスーパーマーケットが、われわれは一番、営業的にも社

内のリソースも力を入れております。そこでは、昨対比で 1.9 ポイント増の 34.2%となっておりま

す。かねてから幾度となくお話ししていますように、安定シェアと呼ばれる 40%をまずスーパー

マーケットさんで獲得した後、順次、他の業態につなげていければと考えております。 

 

シノプスのプラットフォームは、最近どんどんと拡張してきております。 

中心にあります需要予測と在庫計算。この在庫計算というのは、よく小売の現場では在庫が狂うの

で、補正する必要があるんですが、それを各 POS メーカーさんとコラボレーションして、1 時間

に 1 回、販売実績を頂戴することで、大きくずれてるものに関してはアラームを出すなりして、リ

アルタイムの在庫を掌握していただく。もう一つは、販売実績をベースに、日々、お店ごと、商品

ごとに需要予測をする。この二つの要素を含んだものを、このシノプスのサークルの中のコアと位

置づけています。 

これがさらに派生をしてきて、右の時計の文字盤でいう 2 時のところにある発注端末であったり、

4 時のところにある賞味期限チェックであったり、さまざまな外部のベンダーさんと協業して、シ

ノプスワールドといいますか、それをどんどん拡張していこうと、昨年は順次、推し進めてきてお

ります。 



 
 

 
 

その外側にある電子棚札連携であったり、今回、伊藤忠商事さんと業務提携し取り組んでいる物流

改善であったり、あるいは、今テスト的に、あるお客様でやり始めているワークスケジュール、レ

イバーコントロールの類いのものですけど、それであったり、値引きシール発行、これはサトーさ

んと協業しているものであったり、コアにある需要予測と在庫計算が高精度で日々連携できるから

こそ、外へ向けて協業が花開いていっているんだろうと思っております。 

 

DCM プラットフォームという仮の名称で、今、伊藤忠商事さんと協業を進展してございます。 

具体的に、ある中国地方の中堅から大手ぐらいに位置される企業様、チェーン店様、小売業様と実

験をしてございます。これで製造業、卸売業、小売業という、上からですとサプライチェーンマネ

ジメント、川下からの、小売業から上を見ていくと、デマンドチェーンマネジメントになるんです

が、これも全て、製・配・販の 3 業態を巻き込んだところで、今プロジェクトを主導してきており

ます。 

これは 1 月末に効果を実証して横展開しようという当初は計画でしたが、いろんな追加の新しい要

望、あるいはアイデアがふんだんに出てきた関係で、2 カ月延長となりました。3 月末以降に、こ

の効果を広く発表できると考えております。 

これが終わった後は、横展開は当然ですが、2 社目の小売業さん、これも具体的にはもう決まって

ございます。3 社目も手が挙がっております。3 社ぐらいしていくと、これを日本全国に展開して

いくと、新たなステージが待っているんだろうということで、ご理解いただければと思っておりま

す。 



 
 

 
 

 

次に、今後の成長戦略でございます。 

これは何度も繰り返しなりますが、DCM サービスの本格展開です。先ほどのページでもご紹介し

ましたが、具体的に動き始めていて、それも 2 社目、3 社目の手が挙がっておりますので、これを

確実に一気に広めていきたいと考えているところでございます。 

 

それを受けまして、中期経営方針でございます。 



 
 

 
 

サプライチェーン全体での需要予測データの活用をして、最近言われているフィジカルインターネ

ットであったり、物流 DX であったりというところを、私どもの最も消費者に近いところの小売業

の実データをもとに川上へどんどんと、マイニングしたデータを上流へつなげていきたいと思って

います。 

食品スーパーマーケットのシェアは、今年中には 40%を超えると思うので、45%に持っていければ

と考えております。ARR は、2025 年でございますけども、20 億円に持っていきたいと考えている

ところでございます。 

 

中期経営方針、具体的な三つの方針を説明させていただきます。 

一つ目は、先ほども出ましたが、物流 DX によるサービスを深堀していこうということでございま

す。AI 値引であったり、レイバースケジュールであったり、よりお客様の店舗で相乗効果を上げ

られるような新規サービスを開発してまいりたいと思っております。具体的なテーマがいくつかも

う出ておりますので、その中の最も効果の大きいもの、あるいは急がれるようなものから優先順位

をつけて、限られたリソースを有効活用して実現にまい進していきたいと思っております。 

二つ目は、食品向けの DCM の構築です。これは先ほどの伊藤忠商事さんとのコラボレーションの

ところでもお話ししましたが、これを卸売業事業の在庫、あるいは中間でやっていらっしゃる運送

会社さんの物流の最適化、あるいは製造業様への中期から長期、8 週から 12 週先（2 カ月から 3

カ月先）の需要予測をご提供することで、生産計画を最適化していただけるという方向で、われわ

れはコラボレーションを結実していきたいと考えております。 



 
 

 
 

最後、三つ目は、他業態向けの DCM の構築でございます。今は食品スーパーマーケットが主でご

ざいますが、今後はドラッグストアさんを中心に、口に入るもののみならず、その他の医薬であっ

たり、雑貨であったり、アパレルであったり、そういうところへも、現状はそれほど多くはござい

ませんが、実績もございますので、そのロジックをさらに進めていって、十分な効果を速やかに上

げていただくような、他業態向けの展開もしていきたいと考えております。 

 

これは先ほどから申し上げておりますが、さらにコラボレーションする先が増えますよと、新しい

業務サービスが増えますよということで書かせていただいております。 



 
 

 
 

 

次に、DX サービスの深化の二つ目としまして、先ほどから申し上げています、レイバーコントロ

ールスケジュール。 

私どもは、仮称でございますが、sinops-CLOUD ワークスケジューラーと位置づけて、テストマ

ーケティングを開始しております。既に何カ月もお使いいただいているんですが、非常に効果が大

きいということでございますので、これを完成させたら、横展開にしていきたいと思っているとこ

ろでございます。 



 
 

 
 

 

サービスの深化の三つ目でございますが、アップセル・クロスセル、これをしっかりやっていこう

と。 

昨年はアップセル、ユーザーあたりの月次ストック売上高の拡大の、左端の店舗展開、これがアッ

プセルという考えでございます。それと、右側の緑の部分、導入サービス追加、これがクロスセル

だろうと思っています。両方とも同時に展開していって、新しいユーザー様にご期待いただけるよ

うな効果をすぐに与えさせていただける、そういう手順で今後も進めていきたいと考えておりま

す。惣菜の自動発注であったり、それに基づいて、来客数とリアルタイム在庫と需要予測と絡めた

AI 値引ですね。 

AI 値引を簡単にご説明します。これから大雨が降ると来客数が激減しそうだと、夕方 4 時から大

雨が降るんであれば、当然予想している来客数は減るわけですから。その時に、残っている在庫、

これがリアルタイム在庫で把握できておりまして、それと、曜日あたりの価格別の PI 件数も把握

できておりますから、今のうちに 50%引きしておかないと、売れ残って廃棄せざるを得なくなっ

てしまうということを極力避けるために、早めに手を打つということとともに、まだ値引きしなく

ても、この商品の実力だったらこれぐらいの客数の分の販売点数は十分こなせるということも合わ

せて、上限も下限も合わせて AI が自動計算をすることで、値引ロス、廃棄ロスを極小化するとい

うことです。 

これは一昨年頃からやらせていただいているんですが、これは東京都の小池都知事が発表されてい

ましたが、東急ストアさんと一緒にやった効果が非常に大きくて、これが去年はわれわれの一番の



 
 

 
 

売れ線のサービスになっておりました。今後、それと店舗展開を絡めてユーザー数を掛け算してい

くと、飛躍的に伸びるのではないかと考えている次第でございます。 

まだ小売業の約 9 割が未導入でございますので、まだまだ展開余地は十分残っていると、拡大余地

は十分あると言えると思っております。 

 

物流業・メーカーに向けた DCM サービス展開でございます。 

われわれはいくつかの解決策を既にご提示しておりまして、先ほどから申し上げている中国地方

の、ある中堅のチェーン店さんで展開して、非常に大きな効果が上がってきております。 

このように、左から右へ、川下から川上に向かって全部一気通貫でつなげていくという、本来の

DCM がやっと実現できるだけのものが、今年の 3 月以降に発表をするつもりで全員が取り組んで

いる次第でございます。 



 
 

 
 

 

最後は、他業態へ向けての DCM の拡大。 

これは申し上げましたように、ピラミッドがこのように七つか八つありますが、今はほとんど、わ

れわれのリソースを一番手前の左側のところ、食品のピラミッドだけに注力しておりますが、今後

は右側にある医薬、これはドラッグストアさん。あるいは、真ん中のところの雑貨であったり、左

上のアパレルであったり、その他のさまざまな消費財を扱っていらっしゃる業界業態に向けて横展

開をしていきたいと考えております。 

食品が一番いろいろな課題が大きくて厄介なものでしたけれど、これはほとんど全てのものが対応

できるようになったと自負しておりますので、今後は可能な限り他業態へ横展開していきたいと考

えている次第でございます。 



 
 

 
 

 

最後になりましたが、2023 年、本年度の 12 月期通期決算業績見通しをご説明申し上げます。 

まず売上高は 17 億 6,600 万円でございます。営業利益は 2 億 5,000 万円を計画してございます。 

 

ストック売上比率は 70%を超えたいと考えております。昨年の 2022 年度は 63%でございました

が、本年度は 71%を目指してやっていく所存でございます。 

ARR は 16.5%増の 12 億円を目指してやっていくつもりでございます。 



 
 

 
 

 

従業員数でございます。 

まだまだやるテーマはいっぱいございます。増やしたり減らしたりをあまり極端にするつもりはご

ざいませんので、コンスタントにと思っていましたが、さすがに来年は、この 23 年と 24 年にか

けては大きな転換期になるだろうと私どもは計画しておりまして、今年度は、通常は 1 割から 2 割

増の従業員計画をしておりましたが、今期は昨対比で 28.2%増やした 121 名の人員で対応してい

きたいと考えております。 

以上でご説明は終了とさせていただきます。 

  



 
 

 
 

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、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、まず一つ目のご質問に対してご回答を申し上げたいと思います。前期にクラウドが計画

比で伸び悩んだ要因は。ということでございます。 

これは 2023 年に向けたいくつかの仕込みもございました。先ほどから申し上げている、いろんな

他のベンダーさんとの協業がございました。それと、先ほども申し上げましたが、大きな案件が営

業的にはございますので、これを積み上げていきたいと考えております。結果として 4Q は少し伸

び悩んだように見えていますが、これは一過性のものだと私どもは捉えております。以上で回答を

差し上げました。 

次に、前期、前々期と 4Q に大きなパッケージ販売がありますが、今期はどうなんでしょうか。 

パッケージ販売は、比率を減らしていっています。これは、お客様に選択していただいて、クラウ

ドのほうが御社にとっていいですよとお勧めしています。例えば値段の付け方、あるいは順々に機

能を導入できるハードルの低さがあるためです。 

先ほどのところで申し上げましたけど、昨年は西友さんと、それを上回る大きな案件がいくつかあ

ったんですが、第 1 クォーター、あるいは第 2 クォーターだけでどーんと入るものではないんで

す。例えば 500 店舗あるとすると、クォーターごとに初めは 100 店舗に導入して、次に 150 でい

って、次 150 でいって、また最後は 100 店舗で導入するみたいな、ならされて展開して契約が増

えていくわけなので。 

お客様の導入リスクは、前でしたら“パッケージを 1 億円で買ってください”でしたが、そうすると

その契約時点で売上はどんと上がるんですけども、今回クラウドで導入するお客様側のメリットを

考えれば、使ってる分だけをお支払いしていただればいいですから。 

ですから、お客様はパッケージからクラウドのほうに、シフトしていっているのではないかと考え

ています。結果としても、多分パッケージは昨年と同じような比率で第 4 クォーターに入るという

わけではないと思います。以上で回答とさせていただきました。 

次のご質問でございます。人員の増員はいつまで続くのかでございます。今期は 94 から 121 で

27 名増加の職務内容は、人件増から見て営業利益率が高まるのはいつ頃かということでございま

す。 



 
 

 
 

採用を増やすのは、今後の成長のための先行投資でございます。特に今、私どもは導入支援とい

う、コンサルティング的なことの高い次元のものを要求されるケースがどんどん増えてきておりま

す。それはすぐにレベルが上がるものではございませんので、先行投資をして、十分に社内訓練と

教育をし続けることが肝になりますので、今期は少し厚めにしているとご理解いただければと思い

ます。 

営業利益率が高まるのはいつかと言うと、まず来年度の 2024 年ぐらいから上がるのではないかと

考えております。 

このまま、いつも 3 割近い人を増員していかないと駄目とは、今のところは考えていないので、今

年は取りあえずそれの先行投資だとご理解いただければと思います。以上をもって回答をさせてい

ただきました。 

では、次のご質問についてご説明申し上げます。3 点ありますということです。2022 年 12 月期の

4Q は営業利益が急伸しています。足元も継続していますが、季節性でしょうか。 

まずこれからお答えしますと、パッケージは春にお客様の新規予算が出て、実験 PoC をしてみよ

うというのが始まりまして、大体半年ぐらいやると効果が出るので、全店舗契約で、パッケージの

場合は一気に 1 億円とか 1 億 5,000 万がその期、あるいはその次で売上が上がります。先ほど申し

上げたようにパッケージは減っていきますから、そういう急伸性はありません、減っていくという

のが一つ目です。 

ですから季節性というのか、春になってから、ちょうど 9 カ月ぐらいで、私どもで言うとこの第 4

クォーターで、成約、横展開、本契約になるものですから、4Q が多かったんですけど、先ほど申

し上げたような形で、今後はどんどんと減っていくであろうと思っているところでございます。 

これもお客様のジャッジですから、どうしてもパッケージが欲しいなんて言われると、その時はそ

ういう形にならざるを得ないというのは致し方ない。これはお客様に、駄目、それだったら売りま

せんというような、そこまでの強力な引き込みはしていませんので。その辺はお客様次第だという

ところもいくらかは残っていることをご理解いただければと思います。 

2 点目、2023 年の今期に従業員を大きく増やします、どういった属性の方でしょうか。エンジニ

アでしょうか。24 年 12 月期も継続的に増やすんでしょうか、ということです。 

これは、うちは今、部がいくつもあるんですが、ほぼどの部からもヘルプ、もっと増やしてくれと

いうのが来ています。ですから、満遍なく増やしていくのが基本です。微調整はあるでしょうけ

ど、基本的には満遍なく増やしていくということでございます。来期も同じように増やすんでしょ



 
 

 
 

うかですけど、これは未定ではありますが、今期のように増やすことは､今のところは考えており

ません。 

この方の最後 3 点目のご質問です。食品スーパー向けシェアが 40%まで上がってきた後、他業態

に広げるそうですが、次はどの業態を攻めることになりそうでしょうか。また、時間軸はどのよう

にお考えでしょうかということです。 

これは、具体的に引き合いが増えてきているのはドラッグです。ドラッグはご存じのように、食品

スーパーとの垣根がかなり減ってきており、食品のウエートが上がってきておりまして、一般大衆

薬とか雑貨で収益を上げたものが、食品のロスでボディーブローで傷んできているということをよ

く聞きます。ドラッグからの引き合いが近年は増えてきておりますので、多分ドラッグをやらせて

いただくことになるんではないかと考えております。以上でございます。 

この 3 点のご質問をいただいた方へ、以上でご説明は終了したとお答えしておきたいと思います。 

まだ時間は少しありますが、ご質問がありませんようですので、これにて 2022 年 12 月期通期決

算のご報告を終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

司会：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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