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環境変化を大きな成長機会につなげ、
ビジネスインフラを目指す

代表取締役社長／ CEO

寺田 親弘

2022年5月期の振り返り
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Sansan 株式会社

2022年 5月期は、当社グループにとって重要な経営指標で

に、100万件以上の企業情報が閲覧できる企業データベース

ある連 結売上高の成長率は前年同期比 26.2 ％増となり、コ

と、名刺やメール、サイト経由の問い合わせ等のあらゆる接

ロナ禍が長期化する中でも順調に業容は拡大しました。この

点を蓄積・可視化する機能を備えた営業 DXサービスへと生ま

定量的な業 績結果については、私自身は決して胸を張って

れ変わりました。
「Eight」は、これまでの名刺アプリとしての

誇れるレベルだとは思っていません。しかし、期中の取り組

主要機能は残しながら、新たにキャリアタブを実装してキャリ

みの中で成果として評価できることは、当社グループの売上

アプロフィールへと刷新を図り、2022年 5月第 4 四半期に達成

高の大半を占める主要プロダクト
「Sansan」と、
「Eight」の

した初の四半期ベースでの黒字化に続き、2023 年 5月期は通

刷新を図れたことです。名刺管理サービスとして提 供してき

期での黒字化を目指せるステージにようやく到達しました。こ

た「Sansan」は、
「 営業を強くするデータベース」
をコンセプト

うしたプロダクト刷新の成果は、すぐには業績に反映されるも
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のではありません。しかし、今後の中長期的な当社グループ

ロナのビジネスでの出会いの場を考えると、対面による名刺

の売上高・利益成長に必ず寄与していくものであり、そうさせ

交換の場は従来の7 割くらいに減少したまま元の水準にまで

なければならないと考えています。また、2020 年 5月にサービ

回復することはないのではないか、とも捉えています。その一

スを開始したインボイス管理サービス
「Bill One」は、2022年

方で、
「Bill One」は、コロナ禍において、大きな事業機会を

1月の電子帳簿保存法の改正、さらには2023 年10月のインボ

捉えて急成長しています。このように当社グループは、外部環

イス制度の導入といった追い風の中で、請求書の電子化につ

境からプラスの影響もマイナスの影響も受けていますが、やは

いての顧客理解が進み、2022年 5月期には当初計画以上の伸

り中長期で見た時に、私はこのコロナ禍を当社グループが大

びを見せました。2022年7月からは「Bill One」に請求書の受

きくギアチェンジする成長機会にしていかなければならない。

領のみならず、発行機能を付加する等、インボイス制度の適

3 年後や5 年後に振り返った時に、当社グループの成長にとっ

用に対応しながらさらなる進化を図っています。

て、今のこの時期が大きなターニングポイントになった、と言

創業から15 年、山を登るがごとく、一歩一歩、前に歩を進
めながら成長を遂げてきました。もちろん、まだまだ頂上が見

捉え、プロダクト刷新に臨んでいます。
「Sansan」や「Eight」

える位置にまでは来ておらず、今後もこの登山は続きます。し

はソフトウエアですから、リリースをしたからといって、それが

かし、これまでの道のりを振り返っても、パンデミックの渦中

完成品なのではなく、継続的に進化させていく必要がありま

にある今ほど、大きく社会が変容している時はありません。コ

す。コンセプトを刷新し、それがどう当社グループの成長を牽

ロナ禍で人と人とが対面で出会う機会が減ったことで、紙の

引していくのか、定量面も含めて2023 年 5月期以降、その真

名刺交換枚数そのものが減りました。オンラインでのミーティ

価が問われていくでしょう。私は、こうしたサービスの進化を

ングやイベント開催等が広がり、その中で当社グループは、オ

牽引する姿勢やメッセージを当社グループが自ら打ち出してい

ンライン名刺機能の普及拡大に努める等、環境変化に応じ

くことも、サービスを陳腐化させないためには重要で、新たな

業家もいます。しかし、私の起業の経緯を振り返ると、大き

さまざまな経営判断を行ってきました。社員との対話において

た対応を迅速に行ってきました。しかし、この先のアフターコ

価値の創出につながっていると思います。

な社会課題よりもむしろ、もっと身近な課題を前にその解決

も、ミッションやバリューズ、そして昨年新たに掲げた「ビジネ

に向けて起業に至っています。会社経営をしていた両親から

スインフラになる」というビジョンの共有を図ることを非常に

の影響も多分に受けていたのでしょう。大学卒業後、最初は

重視しています。

後から振り返った時に
今が大きなターニングポイントとなる

経営哲学と理念

ミッションを軸に、ビジョンの実現に向かう

民間企業に就職しましたが、自分の中にはそれよりもずいぶ

さまざまなバリューズがありますが、その中でも特に大切に

ん前から、いつかは自分で起業し、その事業を通じて社会に

している考え方の1つが「Lead the customer」です。私たち

インパクトを与えていきたいという気持ちが自然と宿っていた

は顧客をフォローするのではなく、私たち自身がリードしてい

ように思います。それがなぜ名刺からスタートしたのかという

くのだ、という思いをこの言葉に込めています。平易な言葉で

と、自分自身が名刺の管理に困っていたことがきっかけです。

はありますが、実は当社グループのユニークな部分を的確に

当時、周りの同僚を見ても、皆、名刺の管理には困っていて、

表現できているフレーズでもあります。

会社としても困っていた。自分の半径 2 〜 3メートル内に発生

これまで私たちが創造してきたサービスや提供価値は、既

していたこの身近な課題が、解決できそうな何かに見えたの

存サービスの模倣ではなく、全く新しい文化や習慣の提案を

です。名刺の管理に困っているならば、データ化して共有化し

目指し、前例のないビジネスモデルに挑戦してきたものです。

ていけば意味のあるデータベースになるのではないか。でもそ

さまざまな課題を抱えている顧客から、真摯に話を聞くこと

のデータ化をどう進めていくかで皆、課題に直面している。で

で得られるインスピレーションやヒントは多々ありますが、そ

あれば、そのデータ化オペレーションを構築すれば、新たな

の上で、最も理想的なソリューションを私たちが一人称になっ

価値の創出につながるのではないか。そして人と人とのつなが

て考え抜き、顧客やマーケットをリードする。当社グループは

この「新たな価値を生み出す」ということを、私は非常に大

ミッションやバリューズの言葉そのものは、何度も改訂を重ね

りが可視化されたその先には、非連続的な大きな価値になる

まさに、この「Lead the customer」を体現することで成長

事にしており、常に強く意識しています。企業として価値を生

て今の表現になっていますが、その過程でも一貫して変わらな

のではないか。

を遂げてきました。

み出すことは当たり前だと思われる方も多いかもしれません。

かったものが、目の前に課題があり、その解決を図ることで

私たちが手がけなければ生まれなかったかもしれないテー

この「新たな価値を生み出す」ことを、違う形で言語化したの

価値を生み出し、そこに大きなビジネスの可能性がある、とい

マや課題に向き合い、その解決を図ることで価値を生んでい

価値や実績を積み重ねてきましたが、この成長を支えてきたの

が当社グループの企業理念である、ミッションやビジョン、バ

う考え方です。

きたい。そうした想いを、当社グループのミッションやバリュー

が、課題の解決に向けて新たな価値を生み出す考え方と、そ

ズに込め、ミッションドリブンな会社であることを大切にして

れを実現できる技術やオペレーションです。
「Sansan」で培っ

リューズです。
「出会いからイノベーションを生み出す」という
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世の中にない新たな価値を生み出す

えるようにしなければならない。それこそが私の責務であると

Sansan 株式会社

大きな社会課題を前に、その解決に向けて起業する社会起

私たちは、これまで、まるで1 枚 1 枚の薄皮を重ねるように、
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た名刺のデータ化オペレーションは、当社グループが誇れる

りましたが、特許取得等の知財戦略も展開しながら、新た

が普段特に意識することなく当たり前に利用する道に例えま

ポールやタイ等のアジアに展開していきます。企業が請求書を

競争優位性の1つですが、このオペレーションにおいては、機

な競合が参入してきたとしても脅威とならない圧倒的な競争

したが、要は「あると便利なもの」ではなく、
「ないと困るもの」

受け取る仕組みや、受領後の処理に関わる課題は、国境を

械学習等で進化するAIテクノロジーと人による手入力とを組

優位性を確立することができました。加えて、このAIテクノロ

になることです。
「Sansanのサービスがなければ仕事になら

超えても共通する部分が多くあります。もちろん、言語や商習

み合わせることによって、名刺や請求書といったアナログ情報

ジーやデータ化オペレーションの成功体験によって、名刺以

ない」と言われる。そのような状態に近づけていきたいと考え

慣等、国をまたぐことで異なる要素もありますが、まずは“地

のデータ化を行います。そうすることで、現状ではどのような

外の請求書や契約書といったさまざまな書類のデータ化を伴

ています。

続き”の共通課題を解決していくアプローチで、グローバルで

OCR（光学文字認識技術）を用いてもそれだけでは達成する

うサービスの検討をしやすくなりました。データ化ができる前

また10 年後には、当社グループの事業が国内だけではな

ことのできない、99.9％という高い精度を実現しています。こ

提で、最も理想的なソリューションや世の中にない新たな価

く、海外でも一定の規模を有している状態を実現したいと思

の高精度なデータ化オペレーションを構築するまでには、膨

値を検討し生み出すことができる点も、当社グループのコアコ

います。現状の海外売上高比率は低いものの、当社グループ

ニング調査）

大な枚数の名刺のデータ化が必要でした。相当に大変ではあ

ンピタンスと言えると思います。

のビジネスモデルや強みは、グローバル市場においても非常

調査」を基に算出
*3 デロイト トーマツ ミック経済研究所「驚異的な成長が見込まれるクラウド請求書受領

にユニークであると捉えており、まずは「Bill One」をシンガ

の事業拡大を図っていきます。
*1「営業支援 DXにおける名刺管理サービスの最新動向 2022」
（ 2021 年 12月 シード・プラン
*2 分母となる国内の総企業数及び従業者数は、総務省統計「2016 年経済センサス活動

サービス市場の現状と将来」
（ミックITリポート2022 年 7月号）

中長期の成長戦略
コアコンピタンスを軸に、ミッションドリブンで集まった仲

「Bill One」も、2022年 5月末時点において、約 4.1万社のイ

間とともに、当社グループは、人や企業との出会いをビジネ

ンボイスネットワークを構築し、高い成長が見込まれる請求

スチャンスにつなげる、働き方を変えるDXサービスを提供す

書受領サービスの市場でシェアNo.1*3を獲得しています。ただ

る企業へと成長を果たしてきました。当社グループのビジネス

し、そのネットワーク規模は、日本国内のわずか2％程度*2の

は、企業のビジネスフローで見た場合に、営業、契約、請求

企業をカバーしているに過ぎない段階ですので、広大な開拓

といったさまざまな分野をカバーするマルチプロダクト体制へ

余地が存在していることになります。請求書の発行機能やネッ

と進化し、業種・業態に関わらず、全ての企業向けに提供で

トワーク参加企業同士のコミュニケーション機能といったプロ

きるソリューションサービスとなっています。コロナ禍において

ダクト強化によって、インボイスネットワークのさらなる拡大を

世の中のデジタルシフトが加速したことは誰もが感じているこ

図っていきます。

とと思いますが、私は、これらのサービスを通じて多様なビジ

また、2022年 1月からは、紙や電子といった全ての形式の

ネスデータの活用を推進し、企業やビジネスパーソンの働き

契約書を一元管理し、業務 効率化とリスク管理を同時に実

方に変革をもたらしたいと考えています。

現する「Contract One」の提供を開始しています。進化した

「Sansan」
は法人向け名刺管理サービスではシェア83.1％ *1 、

「Sansan」や「Eight」
「Bill One」の成長加速を図りながら、

ESG 視点を強化し、
持続可能な成長の実現に向けて挑戦を続けていく

ステークホルダーの皆さまへ
2022年 4月の東京証券取引所の市場再編後、当社の上場

が成長することで、さらに当社グループの事業成長につながり

9年連続で業界トップシェアとなっていますが、その利用者数

このような新規事業についても今後 2 〜3 年で大きく成長させ

市場はプライム市場となりました。上場企業として、そしてグ

ます。事業を伸ばす最終的な責任は私にありますので、私自

は、日本の労働人口の3％程度*2に留まっています。その潜在

ていきます。

ローバル展開を志向する企業として、これまで以上にサステナ

身、より多くの社員と対話やコミュニケーションを図りながら、

ビリティ経営やESGの視点に基づく情報について、積極的に

より生産的に働ける環境づくりに注力しています。また、ガバ

対外発信していく必要があると考えています。

ナンスについては、上場前後において、独立役員や女性の社

市場規模を考えると、まだ数十倍の拡大余地があり、今回の

そしてその先、5 年後、10年後の長期的視点で当社グループ

プロダクト刷新によって、大企業や中堅企業の獲得、単価の

が目指す道標は、ビジョンに掲げた「ビジネスインフラになる」

向上に期待できると考えています。

ことです。昨年の統合報告書では、ビジネスインフラを、人々

2022年 6月には、当社グループにおける重要性と社会にお
ける重要性の両側面から、当社グループが優先して取り組む

企業やビジネスパーソンに不可欠な
「ビジネスインフラ」を目指す

Sansan 株式会社

が、今後もさらなる強化、高度化に努めていきます。

べき5つの重点分野、10の重要課題
（マテリアリティ）を特定し、

私は毎日、非連続的に成長したいという強い想いを抱きな

環境、社会、ガバナンスそれぞれの課題に対する取り組みを

がら経営に当たっています。ただ、非連続的な成長はある時、

進めています。先ほど当社グループの競争優位性として、新た

空から降ってくるものではありません。非連 続的成長を志向

な価値を生み出す考え方と、技術やオペレーションを挙げま

し、
「変化を恐れず、挑戦をしていく」ことを常に心がけ、とに

したが、これは換言するならば人的資本からもたらされるもの

かく未来に向かって成長のための布石を打ち続けていく。そ

です。研修等の人的資本投資は従前から強化してきましたが、

の結果として、“非連続を取り込んだ”連続的な成長をこれか

人材が最も育つのは、働く環境そのものが成長していること

らも着実に実現していきたいと思います。

だと思いますので、事業成長が続く状態をしっかりと維持し
続けることが大事です。そして、集まった優秀な仲間 1人ひとり
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外取締役の参画といった多様性の拡充に取り組んできました

代表取締役社長／ CEO

寺田 親弘
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